
【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056851
Ｈ形鋼（大形） 無規格 広幅：高３００ｍｍ以下，中幅：高３００ｍｍ以下，細幅：高４００ｍｍ以下 （ＪＩＳ標準寸
法　ＪＩＳ　Ｇ　３１９２）

Ｈ形鋼　大形　無規格 広中３００細４００以下高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056853
Ｈ形鋼（大形） 無規格 広幅：高３５０ｍｍ，中幅：高５００ｍｍ以下，細幅：高５００ｍｍ以下 （ＪＩＳ標準寸法
ＪＩＳ　Ｇ　３１９２）

Ｈ形鋼　大形　無規格 広３５０中細５００以下高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056855
Ｈ形鋼（大形） 無規格 広幅：高４００ｍｍ，中幅：高６００ｍｍ，細幅：高６００ｍｍ （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ
Ｇ　３１９２）

Ｈ形鋼　大形　無規格 広４００中細６００　高炉・先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056857 Ｈ形鋼（大形） 無規格 中幅：高７００～９００ｍｍ （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ｇ　３１９２） Ｈ形鋼　大形　無規格 中７００～９００　高炉・先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056922 極厚Ｈ形鋼 無規格 ４００×４００ｍｍ（フランジ厚：３０ｍｍ≦ｔ），５００×５００ｍｍ 極厚Ｈ形鋼　無規格 ４００厚３０≦ｔ５００高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0201040014 Ｈ形鋼ぐい ＳＨＫ４００ 広幅：高３００ｍｍ以下　２００，２５０，３００ｍｍ Ｈ形鋼ぐい　ＳＨＫ４００ 広３００以下　～３００高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0201040016 Ｈ形鋼ぐい ＳＨＫ４００ 広幅：高３５０ｍｍ　３５０ｍｍ Ｈ形鋼ぐい　ＳＨＫ４００ 広３５０　３５０　高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0201040018 Ｈ形鋼ぐい ＳＨＫ４００ 広幅：高４００ｍｍ　４００ｍｍ Ｈ形鋼ぐい　ＳＨＫ４００ 広４００　４００　高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0201040020 Ｈ形鋼ぐい ＳＨＫ４００ ４００×４００ｍｍ（フランジ厚：３０ｍｍ≦ｔ），５００×５００ｍｍ Ｈ形鋼ぐい　ＳＨＫ４００ ４００厚３０≦ｔ５００高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056904 外法Ｈ形鋼 無規格 （ウェブ）４００～４５０ｍｍ　（フランジ）２００，２５０ｍｍ 外法Ｈ形鋼　無規格 Ｈ４００～　２００Ａ　高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056906 外法Ｈ形鋼 無規格 （ウェブ）５００～６５０ｍｍ　（フランジ）２００～３００ｍｍ 外法Ｈ形鋼　無規格 Ｈ５００～　２００Ａ　高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056908 外法Ｈ形鋼 無規格 （ウェブ）７００～９００ｍｍ　（フランジ）２００～３００ｍｍ 外法Ｈ形鋼　無規格 Ｈ７００～　２００Ａ　高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056910 外法Ｈ形鋼 無規格 （ウェブ）７００～９００ｍｍ　（フランジ）３５０，４００ｍｍ 外法Ｈ形鋼　無規格 Ｈ７００～　３５０Ａ　高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056911 外法Ｈ形鋼 無規格 （ウェブ）９５０～１，０００ｍｍ　（フランジ）２５０～４００ｍｍ 外法Ｈ形鋼　無規格 Ｈ９５０～　２５０Ａ　高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056926 橋梁用Ｈ形鋼 無規格 広幅：高３００ｍｍ以下，中幅：高３００ｍｍ以下，細幅：高４００ｍｍ以下 橋梁用Ｈ形鋼　無規格 広中３００細４００以下高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056928 橋梁用Ｈ形鋼 無規格 広幅：高３５０ｍｍ，中幅：高５００ｍｍ以下，細幅：高５００ｍｍ以下 橋梁用Ｈ形鋼　無規格 広３５０中細５００以下高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056930 橋梁用Ｈ形鋼 無規格 広幅：高４００ｍｍ，中幅：高６００ｍｍ，細幅：高６００ｍｍ 橋梁用Ｈ形鋼　無規格 広４００中細６００　高炉・先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056932 橋梁用Ｈ形鋼 無規格 中幅：高７００～９００ｍｍ 橋梁用Ｈ形鋼　無規格 中７００～９００　高炉・先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼
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月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056934 橋梁用外法Ｈ形鋼 無規格 （ウェブ）４００～４５０ｍｍ，（フランジ）２００，２５０ｍｍ 橋梁用外法Ｈ形鋼　無規格 Ｈ４００～　２００Ａ　高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056936 橋梁用外法Ｈ形鋼 無規格 （ウェブ）５００～６５０ｍｍ，（フランジ）２００～３００ｍｍ 橋梁用外法Ｈ形鋼　無規格 Ｈ５００～　２００Ａ　高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056938 橋梁用外法Ｈ形鋼 無規格 （ウェブ）７００～９００ｍｍ，（フランジ）２００～３００ｍｍ 橋梁用外法Ｈ形鋼　無規格 Ｈ７００～　２００Ａ　高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056940 橋梁用外法Ｈ形鋼 無規格 （ウェブ）７００～９００ｍｍ，（フランジ）３５０，４００ｍｍ 橋梁用外法Ｈ形鋼　無規格 Ｈ７００～　３５０Ａ　高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605056942 橋梁用外法Ｈ形鋼 無規格 （ウェブ）９５０～１，０００ｍｍ，（フランジ）２５０～４００ｍｍ 橋梁用外法Ｈ形鋼　無規格 Ｈ９５０～　２５０Ａ　高炉先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605018612 等辺山形鋼（大形） ＳＳ５４０ＧＬＶ １２０ｍｍ 等辺山形鋼大形ＳＳ５４０ＧＬＶ １２０ｍｍ　電炉　先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605018613 等辺山形鋼（大形） ＳＳ５４０ＧＬＶ １３０ｍｍ 等辺山形鋼大形ＳＳ５４０ＧＬＶ １３０ｍｍ　電炉　先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605018615 等辺山形鋼（大形） ＳＳ５４０ＧＬＶ １５０ｍｍ 等辺山形鋼大形ＳＳ５４０ＧＬＶ １５０ｍｍ　電炉　先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605018617 等辺山形鋼（大形） ＳＳ５４０ＧＬＶ １７５ｍｍ 等辺山形鋼大形ＳＳ５４０ＧＬＶ １７５ｍｍ　電炉　先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605018620 等辺山形鋼（大形） ＳＳ５４０ＧＬＶ ２００ｍｍ 等辺山形鋼大形ＳＳ５４０ＧＬＶ ２００ｍｍ　電炉　先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605016642 等辺山形鋼（大形） 無規格 ２５０ｍｍ 等辺山形鋼　大形　無規格 ２５０　高炉・先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605036618 溝形鋼（大形） 無規格 ３００ｍｍ 溝形鋼　大形　無規格 ３００ｍｍ　高炉　先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605036620 溝形鋼（大形） 無規格 ３８０ｍｍ 溝形鋼　大形　無規格 ３８０ｍｍ　高炉　先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605046618 Ｉ形鋼（大形） 無規格 ２００ｍｍ Ｉ形鋼　大形　無規格 ２００ｍｍ　高炉　先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 0605046622 Ｉ形鋼（大形） 無規格 ２５０～４５０ｍｍ Ｉ形鋼　大形　無規格 ２５０～４５０ｍｍ　高炉・先物 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 6925011002 重軌条 ＪＩＳ　５０Ｎ ２５ｍもの 重軌条　ＪＩＳ５０Ｎ ２５ｍもの ｔ 2 ○ ○ 6925 軌条

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 6925011014 重軌条 ＪＩＳ　６０Ｋ ２５ｍもの 重軌条　ＪＩＳ６０Ｋ ２５ｍもの ｔ 2 ○ ○ 6925 軌条

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 6925011016 重軌条 ＪＩＳ　４０Ｎ ２５ｍもの 重軌条　ＪＩＳ４０Ｎ ２５ｍもの ｔ 2 ○ ○ 6925 軌条
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月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 6925011018 重軌条 ＪＩＳ　３７Ａ ２５ｍもの 重軌条　ＪＩＳ３７Ａ ２５ｍもの ｔ 2 ○ ○ 6925 軌条

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼 6925011020 重軌条（ポイント用） ＰＲ５０，７０，８０Ｓ 定尺 重軌条　ポイント用 ＰＲ５０・７０・８０Ｓ　定尺 ｔ 2 ○ ○ 6925 軌条

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940212
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ ベース
（無規格）

Ｈ・Ｔ形鋼　ベース　規格 無規格 ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940302
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 一般構
造用 ＳＳ４００　ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＳ４００　Ｔ≦３８ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940005
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 一般構
造用 ＳＳ４００　３８＜ｔ≦７０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＳ４００　３８＜Ｔ≦７０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940007
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 一般構
造用 ＳＳ４９０　ｔ≦２５ｍｍ　（メーカーに要確認） ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＳ４９０　Ｔ≦２５ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940238
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構
造用 ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦４０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＮ４００Ａ　６≦Ｔ≦４０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940240
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構
造用 ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦４０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＮ４００Ｂ　６≦Ｔ≦４０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940242
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構
造用 ＳＮ４００Ｃ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＮ４００Ｃ　１６≦Ｔ≦４０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940244
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構
造用 ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦４０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＮ４９０Ｂ　６≦Ｔ≦４０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940246
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構
造用 ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＮ４９０Ｃ　１６≦Ｔ≦４０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940272
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用 ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭ４００Ａ　Ｔ≦３８ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940274
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用 ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭ４００Ａ　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940276
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用 ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭ４９０Ａ　Ｔ≦５０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940278
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用 ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭ４９０Ｂ　Ｔ≦２５ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940280
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用 ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭ４９０Ｂ　２５＜Ｔ≦３８ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940282
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用 ＳＭ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭ４９０Ｂ　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940040
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用 ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭ４９０ＹＡ　Ｔ≦２５ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼
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月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940042
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用 ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜Ｔ≦３８ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940044
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用 ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940046
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用 ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭ４９０ＹＢ　Ｔ≦２５ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940048
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用 ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜Ｔ≦３８ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940050
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用 ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940064
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＰ　ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｐ：通常塗装使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＡＰ　Ｔ≦３８ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940066
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｐ：通常塗装使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＡＰ　Ｔ≦５０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940068
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ≦２５ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｐ：通常塗装使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＢＰ　Ｔ≦２５ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940070
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｐ：通常塗装使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＢＰ　Ｔ≦３８ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940072
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｐ：通常塗装使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＢＰ　Ｔ≦５０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940074
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＡＰ　ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｐ：通常塗装使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＡＰ　Ｔ≦５０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940076
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ≦２５ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｐ：通常塗装使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＢＰ　Ｔ≦２５ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940078
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｐ：通常塗装使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＢＰ　Ｔ≦３８ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940080
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｐ：通常塗装使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＢＰ　Ｔ≦５０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940082
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＡＷ　Ｔ≦３８ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940084
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＡＷ　Ｔ≦５０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940086
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ≦２５ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＢＷ　Ｔ≦２５ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940088
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＢＷ　Ｔ≦３８ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼
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月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940090
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＢＷ　Ｔ≦５０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940092
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＡＷ　Ｔ≦５０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940094
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ≦２５ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＢＷ　Ｔ≦２５ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940096
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＢＷ　Ｔ≦３８ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940098
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚　Ｗ：通常裸又はさび安定化処理使用

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＢＷ　Ｔ≦５０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940251
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構
造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　６≦ｔ≦４０ｍｍ　（メーカーに要確認） ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形耐火鋼　加算額　規格 ＳＮ４００ＢＦＲ　６≦Ｔ≦４０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940253
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構
造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ　（メーカーに要確認） ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形耐火鋼　加算額　規格 ＳＮ４００ＣＦＲ１６≦Ｔ≦４０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940255
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構
造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　６≦ｔ≦４０ｍｍ　（メーカーに要確認） ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形耐火鋼　加算額　規格 ＳＮ４９０ＢＦＲ　６≦Ｔ≦４０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940257
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構
造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ　（メーカーに要確認） ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形耐火鋼　加算額　規格 ＳＮ４９０ＣＦＲ１６≦Ｔ≦４０ ｔ 2 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940284
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐火鋼 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　ｔ≦３８ｍｍ　（メーカーに要確認） ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形耐火鋼　加算額　規格 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　Ｔ≦３８ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940286
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐火鋼 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　（メーカーに要確認） ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形耐火鋼　加算額　規格 ＳＭ４００ＡＦＲ３８＜Ｔ≦５０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940288
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 溶接構
造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　ｔ≦５０ｍｍ　（メーカーに要確認） ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形耐火鋼　加算額　規格 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　Ｔ≦５０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940290
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構
造用ＴＭＣＰ極厚Ｈ形鋼 ＴＭＣＰ３２５Ｂ　３０≦ｔ≦１００ｍｍ ｔはフランジ厚

極厚Ｈ形鋼　加算額　規格 ＴＭＣＰ３２５ＢＴ３０～１００ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940292
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構
造用ＴＭＣＰ極厚Ｈ形鋼 ＴＭＣＰ３２５Ｃ　３０≦ｔ≦１００ｍｍ ｔはフランジ厚

極厚Ｈ形鋼　加算額　規格 ＴＭＣＰ３２５ＣＴ３０～１００ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940294
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構
造用ＴＭＣＰ極厚Ｈ形鋼 ＴＭＣＰ３５５Ｂ　３０≦ｔ≦１００ｍｍ ｔはフランジ厚

極厚Ｈ形鋼　加算額　規格 ＴＭＣＰ３５５ＢＴ３０～１００ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940296
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構
造用ＴＭＣＰ極厚Ｈ形鋼 ＴＭＣＰ３５５Ｃ　３０≦ｔ≦１００ｍｍ ｔはフランジ厚

極厚Ｈ形鋼　加算額　規格 ＴＭＣＰ３５５ＣＴ３０～１００ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940298
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構
造用ＴＭＣＰ極厚Ｈ形鋼 ＴＭＣＰ４４０Ｂ　３０≦ｔ≦１００ｍｍ ｔはフランジ厚

極厚Ｈ形鋼　加算額　規格 ＴＭＣＰ４４０ＢＴ３０～１００ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605940300
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 規格エキストラ 建築構
造用ＴＭＣＰ極厚Ｈ形鋼 ＴＭＣＰ４４０Ｃ　３０≦ｔ≦１００ｍｍ ｔはフランジ厚

極厚Ｈ形鋼　加算額　規格 ＴＭＣＰ４４０ＣＴ３０～１００ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

5 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号
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月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941070
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ 長さエ
キストラ ベース（６≦Ｌ≦１８ｍ　５００ｍｍピッチ）

Ｈ・Ｔ形鋼　ベース　長さ ６≦Ｌ≦１８ｍ　５００ピッチ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941002
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ 長尺エ
キストラ １８ｍ＜Ｌ　（５００ｍｍピッチ）　長さの上限についてはメーカーに要確認

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　長さ １８ｍ＜Ｌ　５００ピッチベース ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941005
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ 中間長
さエキストラ 定尺以外の中間長さ　（１００ｍｍピッチ）

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　長さ定尺外 １００ピッチベース ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941009
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ サイズ
エキストラ（外法Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼除く） １００×１００シリーズ

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　サイズ １００×１００ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941010
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ サイズ
エキストラ（外法Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼除く） １５０×７５シリーズ

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　サイズ １５０×７５ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941012
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ サイズ
エキストラ（外法Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼除く） １７５×９０シリーズ

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　サイズ １７５×９０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941014
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ サイズ
エキストラ（外法Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼除く） ７００×３００シリーズ

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　サイズ ７００×３００ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941016
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ サイズ
エキストラ（外法Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼除く） ８００×３００シリーズ

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　サイズ ８００×３００ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941018
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ サイズ
エキストラ（外法Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼除く） ９００×３００シリーズ

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　サイズ ９００×３００ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941019
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ サイズ
エキストラ（外法Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼除く） 橋梁用ＣＴ形鋼

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　サイズ 橋梁用ＣＴ形鋼 ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941071
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エ
キストラ ｔ＜３０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　極厚Ｈ形鋼 Ｔ＜３０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941073
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エ
キストラ ３０≦ｔ＜４０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　極厚Ｈ形鋼 ３０≦Ｔ＜４０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941075
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エ
キストラ ４０≦ｔ＜５０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　極厚Ｈ形鋼 ４０≦Ｔ＜５０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941077
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エ
キストラ ５０≦ｔ＜６０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　極厚Ｈ形鋼 ５０≦Ｔ＜６０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941079
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エ
キストラ ６０≦ｔ＜７０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　極厚Ｈ形鋼 ６０≦Ｔ＜７０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941081
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エ
キストラ ７０≦ｔ＜８０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　極厚Ｈ形鋼 ７０≦Ｔ＜８０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941082
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エ
キストラ ８０≦ｔ＜９０ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　極厚Ｈ形鋼 ８０≦Ｔ＜９０ｍｍ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941084
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エ
キストラ ９０≦ｔ＜１００ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　極厚Ｈ形鋼 ９０≦Ｔ＜１００ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼
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月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605941086
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ 寸法エキストラ 極厚エ
キストラ ｔ＝１００ｍｍ ｔはフランジ厚

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額　極厚Ｈ形鋼 Ｔ１００ｍｍ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605942002
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ ＣＴ形鋼エキストラ（加
工費） 素材Ｈ形鋼 Ｗ≦１５０シリーズ Ｗはウェブ高

ＣＴ形鋼加工　加算額 素材Ｈ形鋼　Ｗ≦１５０シリーズ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605942004
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ ＣＴ形鋼エキストラ（加
工費） 素材Ｈ形鋼 １７５≦Ｗ≦２５０シリーズ Ｗはウェブ高

ＣＴ形鋼加工　加算額 素材Ｈ形鋼　１７５≦Ｗ≦２５０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605942006
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ ＣＴ形鋼エキストラ（加
工費） 素材Ｈ形鋼 ３００≦Ｗシリーズ Ｗはウェブ高

ＣＴ形鋼加工　加算額 素材Ｈ形鋼　３００≦Ｗシリーズ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605942008
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ ＣＴ形鋼エキストラ（加
工費） 橋梁用ＣＴ形鋼の素材Ｈ形鋼 ２００×１５０シリーズ

ＣＴ形鋼加工　加算額　橋梁用 素材Ｈ形鋼　２００×１５０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605942010
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ ＣＴ形鋼エキストラ（加
工費） 橋梁用ＣＴ形鋼の素材Ｈ形鋼 ２５０×１７５シリーズ

ＣＴ形鋼加工　加算額　橋梁用 素材Ｈ形鋼　２５０×１７５ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605942014
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ ＣＴ形鋼エキストラ（加
工費） 橋梁用ＣＴ形鋼の素材Ｈ形鋼 ３００×２００シリーズ

ＣＴ形鋼加工　加算額　橋梁用 素材Ｈ形鋼　３００×２００ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605943010
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ ショットブラストエキス
トラ（塗装込み） Ｗ≦２５０シリーズ 全面ショットのみ Ｗはウェブ高

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額 ショットブラスト　Ｗ≦２５０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605943012
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ ショットブラストエキス
トラ（塗装込み） Ｗ≦２５０シリーズ 全面ショット＋ウォッシュ系 Ｗはウェブ高

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額 ショットブラストＷ　Ｗ≦２５０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605943014
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ ショットブラストエキス
トラ（塗装込み） Ｗ≦２５０シリーズ 全面ショット＋ジンク系 Ｗはウェブ高

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額 ショットブラストＺ　Ｗ≦２５０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605943016
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ ショットブラストエキス
トラ（塗装込み） ３００≦Ｗシリーズ 全面ショットのみ Ｗはウェブ高

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額 ショットブラスト　３００≦Ｗ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605943018
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ ショットブラストエキス
トラ（塗装込み） ３００≦Ｗシリーズ 全面ショット＋ウォッシュ系 Ｗはウェブ高

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額 ショットブラストＷ　３００≦Ｗ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605943020
Ｈ形鋼・極厚Ｈ形鋼・Ｈ形鋼ぐい・外法Ｈ形鋼・橋梁用Ｈ形鋼・橋梁用外法Ｈ形鋼エキストラ ショットブラストエキス
トラ（塗装込み） ３００≦Ｗシリーズ 全面ショット＋ジンク系 Ｗはウェブ高

Ｈ・Ｔ形鋼　加算額 ショットブラストＺ　３００≦Ｗ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605930008 等辺山形鋼（鉄塔向け溶融亜鉛めっき用）エキストラ 規格エキストラ ベース・大型２５０ベース（無規格） 等辺山形鋼　ベース　一般用 大形の２５０　先物 ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605930009 等辺山形鋼（鉄塔向け溶融亜鉛めっき用）エキストラ 規格エキストラ ＳＳ４９０ 標準長さ６～１２ｍ（１ｍピッチ） 等辺山形鋼　加算額　一般用 ＳＳ４９０　大形の２５０　先物 ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605930010 等辺山形鋼（鉄塔向け溶融亜鉛めっき用）エキストラ 規格エキストラ ＳＳ５４０ 標準長さ６～１２ｍ（１ｍピッチ） 等辺山形鋼　加算額　一般用 ＳＳ５４０　大形の２５０　先物 ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971026 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ ベース（無規格） 形鋼（溝・平溝・Ｉ）ベース規格 一般・建築・溶接・無規格ベース ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971002 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 一般構造用 ＳＳ４００ 形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＳ４００ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼
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月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971004 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 一般構造用 ＳＳ４９０ 形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＳ４９０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971006 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 一般構造用 ＳＳ５４０ 形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＳ５４０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971046 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ａ 形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＮ４００Ａ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971048 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ｂ 形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＮ４００Ｂ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971050 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４９０Ｂ 形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＮ４９０Ｂ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971070 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ｍｍ ｔはフランジ厚 形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＭ４００Ａ　ｔ３８ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971072 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ｍｍ ｔはフランジ厚 形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＭ４９０Ａ　ｔ５０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971052 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＰ 形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＭＡ４００ＡＰ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971054
形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ≦２５ｍｍ ｔはフラン
ジ厚

形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＭＡ４００ＢＰ　ｔ２５ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971016
形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔは
フランジ厚

形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＭＡ４００ＢＰ　Ｔ２５－３８ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971056 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＡＰ 形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＭＡ４９０ＡＰ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971058
形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ≦２５ｍｍ ｔはフラン
ジ厚

形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＭＡ４９０ＢＰ　ｔ２５ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971022
形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔは
フランジ厚

形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＭＡ４９０ＢＰ　Ｔ２５－３８ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971074
形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８ｍｍ ｔはフラン
ジ厚

形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ３８ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971062
形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ≦２５ｍｍ ｔはフラン
ジ厚

形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＭＡ４００ＢＷ　ｔ２５ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971036
形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔは
フランジ厚

形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＭＡ４００ＢＷ　Ｔ２５－３８ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971076
形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０ｍｍ ｔはフラン
ジ厚

形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ５０ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971066
形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ≦２５ｍｍ ｔはフラン
ジ厚

形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ２５ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼
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月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605971068
形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ ｔは
フランジ厚

形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額規格 ＳＭＡ４９０ＢＷ　ｔ２５－３８ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605970008
形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 寸法エキストラ ベース （定尺　６　６．５　７　７．５　８　９　１０　１１
１２ｍ）

形鋼（溝・平溝・Ｉ）ベース定尺 Ｌ６～１２ｍ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605970003 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ １２＜Ｌ≦１５ｍ　（１ｍピッチ） 形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額定尺 １２＜Ｌ≦１５ｍ（１ｍピッチ） ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605970005
形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ １５ｍ＜Ｌ　（１ｍピッチ） 長さの上限につい
てはメーカーに要確認

形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額定尺 １５ｍ＜Ｌ（１ｍピッチ） ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

0605970006 形鋼（溝形鋼・Ｉ形鋼）エキストラ 寸法エキストラ 切断料 ＪＩＳ標準長さ以外の中間サイズ　（５００ｍｍピッチ） 形鋼（溝・平溝・Ｉ）加算額定尺 切断料　ＪＩＳ外　５００ピッチ ｔ 3 ○ ○ 0605 形鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

6925019002 重軌条エキストラ 熱処理（焼入れ）エキストラ 全頭部 ＨＨ３４０ 重軌条　熱処理加算額 全頭部　ＨＨ３４０ ｍ 3 ○ ○ 6925 軌条

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

6925019008 重軌条エキストラ 熱処理（焼入れ）エキストラ 全頭部 ＨＨ３４０（３７Ａ） 重軌条　熱処理加算額 全頭部　ＨＨ３４０　３７Ａ ｍ 3 ○ ○ 6925 軌条

月積み契約分鉄鋼販売価格　形鋼―エキストラ
―

6925019006 重軌条エキストラ 熱処理（焼入れ）エキストラ 端頭部 ＥＨ　２５ｍ／本 重軌条　熱処理加算額 端頭部　ＥＨ　２５ｍもの 本 3 ○ ○ 6925 軌条

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板 0101010115 熱間圧延鋼矢板 ＳＹ２９５　Ｕ形（Ⅱ，ⅡＷ，Ⅲ，ⅢＷ，Ⅳ，ⅣＷ） （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２８） 鋼矢板　ＳＹ２９５ Ｕ形（２～４・２Ｗ～４Ｗ） ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板 0101010290 熱間圧延鋼矢板 ＳＹ２９５　Ｕ形（ⅤＬ，ⅥＬ） （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２８） 鋼矢板　ＳＹ２９５ Ｕ形（５Ｌ・６Ｌ） ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板 0101010270 熱間圧延鋼矢板 ＳＹ２９５　直線形（ＦＬ，ＦＸＬ） （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２８） 鋼矢板　ＳＹ２９５ 直線形（ＦＬ・ＦＸＬ） ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板 0101010310
溶接用熱間圧延鋼矢板 ＳＹＷ２９５　Ｕ形（Ⅱ，ⅡＷ，Ⅲ，ⅢＷ，Ⅳ，ⅣＷ） （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５
２３）

鋼矢板　ＳＹＷ２９５ Ｕ形（２～４・２Ｗ～４Ｗ） ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板 0101010500 溶接用熱間圧延鋼矢板 ＳＹＷ２９５　Ｕ形（ⅤＬ，ⅥＬ） （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２３） 鋼矢板　ＳＹＷ２９５ Ｕ形（５Ｌ・６Ｌ） ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板 0101010460
溶接用熱間圧延鋼矢板 ＳＹＷ２９５　ハット形（１０Ｈ，２５Ｈ，４５Ｈ） （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２
３）

鋼矢板　ＳＹＷ２９５ ハット形１０Ｈ・２５Ｈ・４５Ｈ ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板 0101010510 溶接用熱間圧延鋼矢板 ＳＹＷ２９５　ハット形（５０Ｈ） （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２３） 鋼矢板　ＳＹＷ２９５ ハット形（５０Ｈ） ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板 0101010480 溶接用熱間圧延鋼矢板 ＳＹＷ２９５　直線形（ＦＬ，ＦＸＬ） （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２３） 鋼矢板　ＳＹＷ２９５ 直線形（ＦＬ・ＦＸＬ） ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101910006 鋼矢板エキストラ 規格エキストラ 規格エキストラベース（ＳＹ２９５） ＳＹ３９０用 鋼矢板　ベース　規格 ＳＹ２９５ ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101910002 鋼矢板エキストラ 規格エキストラ ＳＹ３９０（ＳＹ２９５をベース） 鋼矢板　加算額　規格 ＳＹ３９０ ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101910010 鋼矢板エキストラ 規格エキストラ 規格エキストラベース（ＳＹＷ２９５） ＳＹＷ３９０用 鋼矢板　ベース　規格 ＳＹＷ２９５　ＳＹＷ３９０用 ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101910008 鋼矢板エキストラ 規格エキストラ ＳＹＷ３９０（ＳＹＷ２９５をベース） 鋼矢板　加算額　規格 ＳＹＷ３９０ ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101910011 鋼矢板エキストラ 規格エキストラ 規格エキストラベース（ＳＹＷ２９５） ＳＹＷ４３０用 鋼矢板　ベース　規格 ＳＹＷ２９５　ＳＹＷ４３０用 ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101910012
鋼矢板エキストラ 規格エキストラ ＳＹＷ４３０（ＳＹＷ２９５をベース） ハット形（２５Ｈ，４５Ｈ，５０Ｈ）に適
用

鋼矢板　加算額　規格 ＳＹＷ４３０ ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101911001 鋼矢板エキストラ 長さエキストラ ２ｍ以上６ｍ未満（製品長さは２ｍ以上） 鋼矢板　加算額　長さ ２≦Ｌ＜６ｍ ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101911002 鋼矢板エキストラ 長さエキストラ ２０ｍ超２５ｍまで（製品長さは２ｍ以上） 鋼矢板　加算額　長さ ２０＜Ｌ≦２５ｍ ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101911004 鋼矢板エキストラ 長さエキストラ ２５ｍ超３０ｍまで（製品長さは２ｍ以上） 鋼矢板　加算額　長さ ２５＜Ｌ≦３０ｍ ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101911006 鋼矢板エキストラ 長さエキストラ ５００ｍｍピッチ以外の切りそろえ料（１００ｍｍ単位）（製品長さは２ｍ以上） 鋼矢板　加算額　長さ 切揃え　５００ｍｍピッチ以外 ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101912020 鋼矢板エキストラ 形状エキストラ Ｕ形（ⅤＬ，ⅥＬ） 鋼矢板　加算額　形状 Ｕ形（５Ｌ・６Ｌ） ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101912014 鋼矢板エキストラ 形状エキストラ 直線形（ＦＬ） 鋼矢板　加算額　形状 直線形（ＦＬ） ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101912016 鋼矢板エキストラ 形状エキストラ 直線形（ＦＸＬ） 鋼矢板　加算額　形状 直線形（ＦＸＬ） ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101913002
鋼矢板エキストラ 加工エキストラ 溶接長に対して（組み合わせ鋼矢板溶接費用） ハット形は対象外　異形鋼矢板には
適用不可

鋼矢板　加算額　加工 組み合わせ鋼矢板溶接　溶接長 ｍ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101914028
鋼矢板エキストラ 重防食鋼矢板エキストラ 塗覆長３ｍ未満　Ｕ形（ⅡＷ・ⅢＷ・ⅣＷ），ハット形（１０Ｈ，２５
Ｈ，４５Ｈ，５０Ｈ）に適用（標準塗覆厚：２．０ｍｍ） ⅤＬ・ⅥＬサイズはメーカーに要確認

重防食鋼矢板塗覆３ｍ未満加算額 Ｕ形２３４Ｗ・ハット形 ｍ２ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101914030
鋼矢板エキストラ 重防食鋼矢板エキストラ 塗覆長３～５ｍ未満　Ｕ形（ⅡＷ・ⅢＷ・ⅣＷ），ハット形（１０Ｈ，２
５Ｈ，４５Ｈ，５０Ｈ）に適用（標準塗覆厚：２．０ｍｍ） ⅤＬ・ⅥＬサイズはメーカーに要確認

重防食鋼矢板塗覆３～５未満加算 Ｕ形２３４Ｗ・ハット形 ｍ２ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101914032
鋼矢板エキストラ 重防食鋼矢板エキストラ 塗覆長５～７ｍ未満　Ｕ形（ⅡＷ・ⅢＷ・ⅣＷ），ハット形（１０Ｈ，２
５Ｈ，４５Ｈ，５０Ｈ）に適用（標準塗覆厚：２．０ｍｍ） ⅤＬ・ⅥＬサイズはメーカーに要確認

重防食鋼矢板塗覆５～７未満加算 Ｕ形２３４Ｗ・ハット形 ｍ２ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101914034
鋼矢板エキストラ 重防食鋼矢板エキストラ 塗覆長７ｍ以上　Ｕ形（ⅡＷ・ⅢＷ・ⅣＷ），ハット形（１０Ｈ，２５
Ｈ，４５Ｈ，５０Ｈ）に適用（標準塗覆厚：２．０ｍｍ） ⅤＬ・ⅥＬサイズはメーカーに要確認

重防食鋼矢板塗覆７ｍ以上加算額 Ｕ形２３４Ｗ・ハット形 ｍ２ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101915002
鋼矢板エキストラ 輸送エキストラ １２ｍ以上１６ｍ未満 車上渡しに適用（船（艀）乗渡など、メーカー陸送が発生し
ない場合には適用しない）

鋼矢板　加算額　輸送 １２ｍ以上１６ｍ未満 ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼矢板―エキスト
ラ―

0101915004
鋼矢板エキストラ 輸送エキストラ １６ｍ以上２５ｍまで 車上渡しに適用（船（艀）乗渡など、メーカー陸送が発生し
ない場合には適用しない）

鋼矢板　加算額　輸送 １６ｍ以上２５ｍまで ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　近接施工用土留鋼
材―ブランド品―

0101050010 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ ＳＹＷ２９５ 幅６００ｍｍ×高２００ｍｍ×厚１３．０ｍｍ　単質８７．３ｋｇ／ｍ 日本製鉄 近接施工用土留鋼材 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　ＳＹＷ２９５ ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　ポケット付遮水鋼
製壁―ブランド品―

0101070010
Ｊポケットパイル ＳＹ２９５ ⅣＷＳ（幅６００ｍｍ×高２１０ｍｍ×厚１８．０ｍｍ） １１１ｋｇ／ｍ ＪＦＥス
チール

遮水鋼製壁　ＳＹ２９５ ４ＷＳ　６００×２１０×１８ ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　ポケット付遮水鋼
製壁―ブランド品―

0101070020
Ｊポケットパイル ＳＹ２９５ ⅤＷＳ（幅６００ｍｍ×高２１０ｍｍ×厚２２．０ｍｍ） １２６ｋｇ／ｍ ＪＦＥス
チール

遮水鋼製壁　ＳＹ２９５ ５ＷＳ　６００×２１０×２２ ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　ポケット付遮水鋼
製壁―ブランド品―

0101071010
Ｊポケットパイル ＳＹＷ２９５ ⅣＷＳ（幅６００ｍｍ×高２１０ｍｍ×厚１８．０ｍｍ） １１１ｋｇ／ｍ ＪＦＥス
チール

遮水鋼製壁　ＳＹＷ２９５ ４ＷＳ　６００×２１０×１８ ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　ポケット付遮水鋼
製壁―ブランド品―

0101071020
Ｊポケットパイル ＳＹＷ２９５ ⅤＷＳ（幅６００ｍｍ×高２１０ｍｍ×厚２２．０ｍｍ） １２６ｋｇ／ｍ ＪＦＥス
チール

遮水鋼製壁　ＳＹＷ２９５ ５ＷＳ　６００×２１０×２２ ｔ 4 ○ ○ 0101 鋼製矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板

0201011330 鋼管ぐい ＳＫＫ４００ （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５２５） 鋼管ぐいＳＫＫ４００地域ＥＸ除 ＪＩＳ標準寸法 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板

0201050010 鋼管矢板 ＳＫＹ４００ （ＪＩＳ標準寸法　ＪＩＳ　Ａ　５５３０） 鋼管矢板ＳＫＹ４００地域ＥＸ除 ＪＩＳ標準寸法 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201910014 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 外径エキストラ ４００ｍｍ以上　６００ｍｍ未満 鋼管ぐい・矢板　加算額　外径 径４００以上６００ｍｍ未満 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201910016 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 外径エキストラ ６００ｍｍ以上　１，２００ｍｍ未満 鋼管ぐい・矢板　加算額　外径 径６００以上１２００ｍｍ未満 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201910018 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 外径エキストラ １，２００ｍｍ以上　１，６００ｍｍ未満 鋼管ぐい・矢板　加算額　外径 径１２００以上１６００ｍｍ未満 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201910020 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 外径エキストラ １，６００ｍｍ以上　２，０００ｍｍ未満 鋼管ぐい・矢板　加算額　外径 径１６００以上２０００ｍｍ未満 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201910022 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 外径エキストラ ２，０００ｍｍ以上　２，２００ｍｍ未満 鋼管ぐい・矢板　加算額　外径 径２０００以上２２００ｍｍ未満 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201910024 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 外径エキストラ ２，２００ｍｍ以上　２，５００ｍｍ以下 鋼管ぐい・矢板　加算額　外径 径２２００以上２５００ｍｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201911046 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 肉厚エキストラ ６ｍｍ以上　７ｍｍ以下 鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚 Ｔ６ｍｍ以上７ｍｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201911048 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 肉厚エキストラ ８ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚 Ｔ８ｍｍ ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201911050 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 肉厚エキストラ ９ｍｍ以上　１２ｍｍ以下 鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚 Ｔ９ｍｍ以上１２ｍｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201911052 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 肉厚エキストラ １３ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚 Ｔ１３ｍｍ ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201911054 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 肉厚エキストラ １４ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚 Ｔ１４ｍｍ ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201911056 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 肉厚エキストラ １５ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚 Ｔ１５ｍｍ ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201911058 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 肉厚エキストラ １６ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚 Ｔ１６ｍｍ ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201911060 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 肉厚エキストラ １７ｍｍ以上　１８ｍｍ以下 鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚 Ｔ１７ｍｍ以上１８ｍｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201911062 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 肉厚エキストラ １９ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚 Ｔ１９ｍｍ ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201911064 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 肉厚エキストラ ２０ｍｍ以上　２２ｍｍ以下 鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚 Ｔ２０ｍｍ以上２２ｍｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201911066 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 肉厚エキストラ ２３ｍｍ以上　２４ｍｍ以下 鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚 Ｔ２３ｍｍ以上２４ｍｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201911068 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 肉厚エキストラ ２５ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算額　肉厚 Ｔ２５ｍｍ ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912002
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　１ｍ未満 対象は工場出荷時
長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ Ｌ＜１ｍ　継手２０ｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912004
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　１ｍ以上２ｍ未満 対象は工
場出荷時長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ １≦Ｌ＜２ｍ　継手２０ｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912006
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　２ｍ以上３ｍ未満 対象は工
場出荷時長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ２≦Ｌ＜３ｍ　継手２０ｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912008
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　３ｍ以上６ｍ未満 対象は工
場出荷時長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ３≦Ｌ＜６ｍ　継手２０ｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912010
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　６ｍ以上１２ｍ以下 対象は
工場出荷時長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ６≦Ｌ≦１２ｍ　継手２０ｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912012
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　１２ｍ超１８ｍ以下 対象は
工場出荷時長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ １２＜Ｌ≦１８ｍ継手２０ｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912014
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　１８ｍ超２２ｍ以下 対象は
工場出荷時長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ １８＜Ｌ≦２２ｍ継手２０ｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912016
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　２２ｍ超３０ｍ以下 対象は
工場出荷時長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ２２＜Ｌ≦３０ｍ継手２０ｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912018
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　３０ｍ超３５ｍ以下 対象は
工場出荷時長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ３０＜Ｌ≦３５ｍ継手２０ｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912020
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　３５ｍ超４０ｍ以下 対象は
工場出荷時長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ３５＜Ｌ≦４０ｍ継手２０ｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912022
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　４０ｍ超４５ｍ以下 対象は
工場出荷時長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ４０＜Ｌ≦４５ｍ継手２０ｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912024
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　４５ｍ超５０ｍ以下 対象は
工場出荷時長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ４５＜Ｌ≦５０ｍ継手２０ｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912026
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　５０ｍ超６０ｍ以下 対象は
工場出荷時長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ５０＜Ｌ≦６０ｍ継手２０ｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912042
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　６０ｍ超７０ｍ以下 対象は
工場出荷時長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ６０＜Ｌ≦７０ｍ継手２０ｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912044
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　７０ｍ超８０ｍ以下 対象は
工場出荷時長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ７０＜Ｌ≦８０ｍ継手２０ｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912050
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　８０ｍ超９０ｍ以下 対象は
工場出荷時長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ８０＜Ｌ≦９０ｍ継手２０ｍ以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912052
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 鋼管ぐい及び継手２０ｍ以下の鋼管矢板　９０ｍ超１００ｍ以下 対象
は工場出荷時長さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ９０＜Ｌ≦１００ｍ継手２０以下 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912028
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板　２０ｍ超２２ｍ以下 対象は工場出荷時長さ
とする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ２０＜Ｌ≦２２ｍ　継手２０ｍ超 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912030
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板　２２ｍ超３０ｍ以下 対象は工場出荷時長さ
とする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ２２＜Ｌ≦３０ｍ　継手２０ｍ超 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912032
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板　３０ｍ超３５ｍ以下 対象は工場出荷時長さ
とする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ３０＜Ｌ≦３５ｍ　継手２０ｍ超 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912034
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板　３５ｍ超４０ｍ以下 対象は工場出荷時長さ
とする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ３５＜Ｌ≦４０ｍ　継手２０ｍ超 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912036
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板　４０ｍ超４５ｍ以下 対象は工場出荷時長さ
とする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ４０＜Ｌ≦４５ｍ　継手２０ｍ超 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912038
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板　４５ｍ超５０ｍ以下 対象は工場出荷時長さ
とする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ４５＜Ｌ≦５０ｍ　継手２０ｍ超 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912040
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板　５０ｍ超６０ｍ以下 対象は工場出荷時長さ
とする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ５０＜Ｌ≦６０ｍ　継手２０ｍ超 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912046
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板　６０ｍ超７０ｍ以下 対象は工場出荷時長さ
とする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ６０＜Ｌ≦７０ｍ　継手２０ｍ超 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912048
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板　７０ｍ超８０ｍ以下 対象は工場出荷時長さ
とする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ７０＜Ｌ≦８０ｍ　継手２０ｍ超 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912054
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板　８０ｍ超９０ｍ以下 対象は工場出荷時長さ
とする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ８０＜Ｌ≦９０ｍ　継手２０ｍ超 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201912056
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 長さエキストラ 継手２０ｍ超の鋼管矢板　９０ｍ超１００ｍ以下 対象は工場出荷時長
さとする

鋼管ぐい・矢板　加算額　長さ ９０＜Ｌ≦１００ｍ継手２０ｍ超 ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201914008 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 規格エキストラ 規格エキストラベース（ＳＫＫ４００・ＳＫＹ４００） 鋼管ぐい・矢板　ベース　規格 ＳＫＫ４００・ＳＫＹ４００ ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201914010 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 規格エキストラ ＳＫＫ４９０・ＳＫＹ４９０（ＳＫＫ４００をベース） 鋼管ぐい・矢板　加算額　規格 ＳＫＫ４９０・ＳＫＹ４９０ ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201914004 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 規格エキストラ ＳＫＫ４９０相当（材質ＳＭ４９０ＹＡ）（ＳＫＫ４００をベース） 鋼管ぐい・矢板　加算額　規格 ＳＫＫ４９０相当ＳＭ４９０ＹＡ ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201914006 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 規格エキストラ ＳＫＫ４９０相当（材質ＳＭ４９０Ａ）（ＳＫＫ４００をベース） 鋼管ぐい・矢板　加算額　規格 ＳＫＫ４９０相当　ＳＭ４９０Ａ ｔ 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201913006 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ ５００ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接 外径５００ｍｍ 箇所 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201913008 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ ６００ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接 外径６００ｍｍ 箇所 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201913010 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ ７００ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接 外径７００ｍｍ 箇所 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201913012 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ ８００ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接 外径８００ｍｍ 箇所 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201913014 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ ９００ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接 外径９００ｍｍ 箇所 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201913016 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ １，０００ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接 外径１０００ｍｍ 箇所 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201913018 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ １，１００ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接 外径１１００ｍｍ 箇所 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201913020 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ １，２００ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接 外径１２００ｍｍ 箇所 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201913022 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ １，３００ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接 外径１３００ｍｍ 箇所 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201913024 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ １，４００ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接 外径１４００ｍｍ 箇所 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201913026 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 工場不等厚及び工場異規格等厚工場円周溶接エキストラ １，５００ｍｍ 鋼管ぐい・矢板　加算　円周溶接 外径１５００ｍｍ 箇所 5 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915074 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 関東　陸上１８ｍ以下　海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず 鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 関東　海上Ｌ３０ｍ以下 ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915006
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 九州Ａ（福岡・大分）　陸上１８ｍ以下　海上３０ｍ以下 長さエキス
トラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 九州Ａ　海上Ｌ３０ｍ以下 ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915008 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 北海道　陸上１８ｍ以下　海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず 鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 北海道　海上Ｌ３０ｍ以下 ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915010
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 東北Ａ（青森・秋田・岩手）　陸上１８ｍ以下　海上３０ｍ以下 長さ
エキストラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 東北Ａ　海上Ｌ３０ｍ以下 ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915012
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 東北Ｂ（福島・宮城・山形）　陸上１８ｍ以下　海上３０ｍ以下 長さ
エキストラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 東北Ｂ　海上Ｌ３０ｍ以下 ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915014
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 北陸Ａ（新潟・石川・富山・福井）　陸上１８ｍ以下　海上３０ｍ以
下 長さエキストラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 北陸Ａ　海上Ｌ３０ｍ以下 ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915120
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 北陸Ｂ（長野）　陸上１８ｍ以下　海上３０ｍ以下 長さエキストラは
含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 北陸Ｂ　海上Ｌ３０ｍ以下 ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915076
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 東海（愛知・静岡・岐阜・三重）　陸上１８ｍ以下　海上３０ｍ以下
長さエキストラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 東海　海上Ｌ３０ｍ以下 ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915078 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 近畿　陸上１８ｍ以下　海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず 鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 近畿　海上Ｌ３０ｍ以下 ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915004
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 中国Ａ（岡山・広島・山口）　陸上１８ｍ以下　海上３０ｍ以下 長さ
エキストラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 中国Ａ　海上Ｌ３０ｍ以下 ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915016
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 中国Ｂ（鳥取・島根）　陸上１８ｍ以下　海上３０ｍ以下 長さエキス
トラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 中国Ｂ　海上Ｌ３０ｍ以下 ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915018 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 四国　陸上１８ｍ以下　海上３０ｍ以下 長さエキストラは含まず 鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 四国　海上Ｌ３０ｍ以下 ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915020
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 九州Ｂ（佐賀・熊本）　陸上１８ｍ以下　海上３０ｍ以下 長さエキス
トラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 九州Ｂ　海上Ｌ３０ｍ以下 ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915022
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 九州Ｃ（鹿児島・長崎・宮崎）　陸上１８ｍ以下　海上３０ｍ以下 長
さエキストラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 九州Ｃ　海上Ｌ３０ｍ以下 ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915080 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 関東　海上３０ｍ超５０ｍ以下 長さエキストラは含まず 鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 関東　海上Ｌ３０超５０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915030
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 九州Ａ（福岡・大分）　海上３０ｍ超５０ｍ以下 長さエキストラは含
まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 九州Ａ　海上Ｌ３０超５０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915032 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 北海道　海上３０ｍ超５０ｍ以下 長さエキストラは含まず 鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 北海道　海上Ｌ３０超５０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915034
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 東北Ａ（青森・秋田・岩手）　海上３０ｍ超５０ｍ以下 長さエキスト
ラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 東北Ａ　海上Ｌ３０超５０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915036
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 東北Ｂ（福島・宮城・山形）　海上３０ｍ超５０ｍ以下 長さエキスト
ラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 東北Ｂ　海上Ｌ３０超５０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915038
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 北陸Ａ（新潟・石川・富山・福井）　海上３０ｍ超５０ｍ以下 長さエ
キストラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 北陸Ａ　海上Ｌ３０超５０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915122 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 北陸Ｂ（長野）　海上３０ｍ超５０ｍ以下 長さエキストラは含まず 鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 北陸Ｂ　海上Ｌ３０超５０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915082
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 東海（愛知・静岡・岐阜・三重）　海上３０ｍ超５０ｍ以下 長さエキ
ストラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 東海　海上Ｌ３０超５０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915084 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 近畿　海上３０ｍ超５０ｍ以下 長さエキストラは含まず 鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 近畿　海上Ｌ３０超５０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915028
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 中国Ａ（岡山・広島・山口）　海上３０ｍ超５０ｍ以下 長さエキスト
ラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 中国Ａ　海上Ｌ３０超５０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915040
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 中国Ｂ（鳥取・島根）　海上３０ｍ超５０ｍ以下 長さエキストラは含
まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 中国Ｂ　海上Ｌ３０超５０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915042 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 四国　海上３０ｍ超５０ｍ以下 長さエキストラは含まず 鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 四国　海上Ｌ３０超５０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915044
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 九州Ｂ（佐賀・熊本）　海上３０ｍ超５０ｍ以下 長さエキストラは含
まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 九州Ｂ　海上Ｌ３０超５０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915046
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 九州Ｃ（鹿児島・長崎・宮崎）　海上３０ｍ超５０ｍ以下 長さエキス
トラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 九州Ｃ　海上Ｌ３０超５０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915086 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 関東　海上５０ｍ超７０ｍ以下 長さエキストラは含まず 鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 関東　海上Ｌ５０超７０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915054
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 九州Ａ（福岡・大分）　海上５０ｍ超７０ｍ以下 長さエキストラは含
まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 九州Ａ　海上Ｌ５０超７０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915056 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 北海道　海上５０ｍ超７０ｍ以下 長さエキストラは含まず 鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 北海道　海上Ｌ５０超７０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915058
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 東北Ａ（青森・秋田・岩手）　海上５０ｍ超７０ｍ以下 長さエキスト
ラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 東北Ａ　海上Ｌ５０超７０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915060
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 東北Ｂ（福島・宮城・山形）　海上５０ｍ超７０ｍ以下 長さエキスト
ラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 東北Ｂ　海上Ｌ５０超７０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915062
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 北陸Ａ（新潟・石川・富山・福井）　海上５０ｍ超７０ｍ以下 長さエ
キストラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 北陸Ａ　海上Ｌ５０超７０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915124 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 北陸Ｂ（長野）　海上５０ｍ超７０ｍ以下 長さエキストラは含まず 鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 北陸Ｂ　海上Ｌ５０超７０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915088
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 東海（愛知・静岡・岐阜・三重）　海上５０ｍ超７０ｍ以下 長さエキ
ストラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 東海　海上Ｌ５０超７０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915090 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 近畿　海上５０ｍ超７０ｍ以下 長さエキストラは含まず 鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 近畿　海上Ｌ５０超７０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915052
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 中国Ａ（岡山・広島・山口）　海上５０ｍ超７０ｍ以下 長さエキスト
ラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 中国Ａ　海上Ｌ５０超７０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915064
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 中国Ｂ（鳥取・島根）　海上５０ｍ超７０ｍ以下 長さエキストラは含
まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 中国Ｂ　海上Ｌ５０超７０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915066 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 四国　海上５０ｍ超７０ｍ以下 長さエキストラは含まず 鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 四国　海上Ｌ５０超７０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915068
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 九州Ｂ（佐賀・熊本）　海上５０ｍ超７０ｍ以下 長さエキストラは含
まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 九州Ｂ　海上Ｌ５０超７０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201915070
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 地域エキストラ 九州Ｃ（鹿児島・長崎・宮崎）　海上５０ｍ超７０ｍ以下 長さエキス
トラは含まず

鋼管ぐい・矢板　加算額　地域別 九州Ｃ　海上Ｌ５０超７０ｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030004 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ 丸ぶた 鋼管ぐい・矢板付属品 丸ぶた ｋｇ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030006 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ 十字補強 鋼管ぐい・矢板付属品 十字補強 ｋｇ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030032 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ 二十字補強 鋼管ぐい・矢板付属品 二十字補強 ｋｇ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030008 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ 井げた補強 鋼管ぐい・矢板付属品 井げた補強 ｋｇ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030016 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ チャッキングプレート 鋼管ぐい・矢板付属品 チャッキングプレート ｋｇ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030018 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ 回転防止板 鋼管ぐい・矢板付属品 回転防止板 ｋｇ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030050 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ つり金具 鋼管ぐい・矢板付属品 つり金具 ｋｇ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030036 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ 端部補強バンド 鋼管ぐい・矢板付属品 端部補強バンド ｋｇ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030038 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ 現場円周溶接用部材（裏当てリング及びストッパー） 鋼管ぐい・矢板付属品 現場円周溶接用部材 ｋｇ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030002 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ ズレ止め 鋼管ぐい・矢板付属品 ズレ止め ｋｇ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030034 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ ズレ止め用ストッパー 鋼管ぐい・矢板付属品 ズレ止め用ストッパー 個 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030040 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ 鋼管矢板継手先端沓（半閉塞型） 鋼管ぐい・矢板付属品 鋼管矢板継手先端沓（半閉塞型） 箇所 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030042 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ 鋼管矢板継手先端沓（全閉塞型） 鋼管ぐい・矢板付属品 鋼管矢板継手先端沓（全閉塞型） 箇所 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030044 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ プレカット（止水材なし） 鋼管ぐい・矢板付属品 プレカット（止水材なし） 箇所 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030046 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ プレカット（止水材あり） 鋼管ぐい・矢板付属品 プレカット（止水材あり） 箇所 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030014 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ 標尺単ぐい（ただし一方向） 鋼管ぐい・矢板付属品 標尺単ぐい（ただし一方向） ｍ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201030048 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ 銅バンド 鋼管ぐい・矢板付属品 銅バンド ｍｍ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201031002
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ 丸ぶた・十字補強・二十字補強，井げた補強，チャッキングプ
レートを管端へ取り付け，又は相互に溶接する費用　溶接延長当たり

鋼管ぐい・矢板付属品 丸蓋・十字　二十字補強　溶接費 ｍ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201031004 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 各種付属品エキストラ 標尺の対象となる長さが１ｍ未満 鋼管ぐい・矢板付属品 標尺　長さ１ｍ未満 箇所 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201917002 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 重防食エキストラ 半周　塗覆装長３ｍ未満　標準塗覆厚２．５ｍｍ 重防食ウレタン被覆鋼管杭　加算 半周　塗覆装長３ｍ未満 ｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201917006 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 重防食エキストラ 半周　塗覆装長３～５ｍ未満　標準塗覆厚２．５ｍｍ 重防食ウレタン被覆鋼管杭　加算 半周　塗覆装長３～５ｍ未満 ｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201917010 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 重防食エキストラ 半周　塗覆装長５～７ｍ未満　標準塗覆厚２．５ｍｍ 重防食ウレタン被覆鋼管杭　加算 半周　塗覆装長５～７ｍ未満 ｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201917014 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 重防食エキストラ 半周　塗覆装長７ｍ以上　標準塗覆厚２．５ｍｍ 重防食ウレタン被覆鋼管杭　加算 半周　塗覆装長７ｍ以上 ｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201917004 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 重防食エキストラ 全周　塗覆装長３ｍ未満　標準塗覆厚２．５ｍｍ 重防食ウレタン被覆鋼管杭　加算 全周　塗覆装長３ｍ未満 ｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201917008 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 重防食エキストラ 全周　塗覆装長３～５ｍ未満　標準塗覆厚２．５ｍｍ 重防食ウレタン被覆鋼管杭　加算 全周　塗覆装長３～５ｍ未満 ｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201917012 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 重防食エキストラ 全周　塗覆装長５～７ｍ未満　標準塗覆厚２．５ｍｍ 重防食ウレタン被覆鋼管杭　加算 全周　塗覆装長５～７ｍ未満 ｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201917016 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 重防食エキストラ 全周　塗覆装長７ｍ以上　標準塗覆厚２．５ｍｍ 重防食ウレタン被覆鋼管杭　加算 全周　塗覆装長７ｍ以上 ｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201918001
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ ネガティブフリクション対策ぐい（ＳＬぐい）塗装エキストラ ＳＬぐい（標準膜厚６
ｍｍ）

ＳＬぐい　塗装 標準膜厚６ｍｍ ｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201918003 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ ネガティブフリクション対策ぐい（ＳＬぐい）塗装エキストラ ＳＬぐい保護層タイプ ＳＬぐい　塗装 保護層タイプ ｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201918002 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 塗装エキストラ 下地処理（さび落とし） 鋼管ぐい・矢板　塗装 下地処理（さび落とし） ｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201918034
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 塗装エキストラ 高濃度亜鉛系塗料（ジンクリッチペイント）　有機系　標準塗布量１
３０ｇ／ｍ２

鋼管ぐい・矢板　塗装 高濃度亜鉛　有機１３０ｇ／ｍ２ ｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201918036
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 塗装エキストラ 高濃度亜鉛系塗料（ジンクリッチペイント）　無機系　標準塗布量２
００ｇ／ｍ２

鋼管ぐい・矢板　塗装 高濃度亜鉛　無機２００ｇ／ｍ２ ｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201918038
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 塗装エキストラ 高濃度亜鉛系塗料（ジンクリッチペイント）　無機系　標準塗布量４
００ｇ／ｍ２

鋼管ぐい・矢板　塗装 高濃度亜鉛　無機４００ｇ／ｍ２ ｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201918040
鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 塗装エキストラ 高濃度亜鉛系塗料（ジンクリッチペイント）　無機系　標準塗布量６
００ｇ／ｍ２

鋼管ぐい・矢板　塗装 高濃度亜鉛　無機６００ｇ／ｍ２ ｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201918032 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 塗装エキストラ 梱包費 鋼管ぐい・矢板　塗装 梱包費 ｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201918502 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 突起（リブ）付エキストラ 突起（リブ）付鋼管（片面） 鋼管ぐい・矢板　加算額 突起（リブ）付鋼管（片面） ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201918503 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 突起（リブ）付エキストラ 突起（リブ）付鋼管（両面） 鋼管ぐい・矢板　加算額 突起（リブ）付鋼管（両面） ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201918504 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 突起（リブ）付エキストラ 突起（リブ）切削 鋼管ぐい・矢板　加算額 突起（リブ）切削 ｃｍ２ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201021030
鋼管矢板継手エキストラ 鋼管矢板継手エキストラ Ｐ－Ｔ型（パイプＴ型）　φ１６５．２×９ｍｍ（３４．７ｋｇ／
ｍ）　ＣＴ７６×８５×９×９ｍｍ（１０．９ｋｇ／ｍ） （ＪＩＳ　Ａ　５５３０）

鋼管矢板継手　Ｐ－Ｔ型 径１６５．２×９ｍｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201022010
鋼管矢板継手エキストラ 鋼管矢板継手エキストラ Ｌ－Ｔ型　Ｌ６５×６５×８ｍｍ（１５．３ｋｇ／ｍ）　Ｔ１２５
×９ｍｍ（１２．７ｋｇ／ｍ） （ＪＩＳ　Ａ　５５３０）

鋼管矢板継手　Ｌ－Ｔ型 Ｌ６５×６５×８ｍｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201022020
鋼管矢板継手エキストラ 鋼管矢板継手エキストラ Ｌ－Ｔ型　Ｌ７５×７５×９ｍｍ（１９．９ｋｇ／ｍ）　Ｔ１２５
×９ｍｍ（１２．７ｋｇ／ｍ） （ＪＩＳ　Ａ　５５３０）

鋼管矢板継手　Ｌ－Ｔ型 Ｌ７５×７５×９ｍｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201022030
鋼管矢板継手エキストラ 鋼管矢板継手エキストラ Ｌ－Ｔ型　Ｌ１００×７５×１０ｍｍ（２６．０ｋｇ／ｍ）　Ｔ１
２５×９ｍｍ（１２．７ｋｇ／ｍ） （ＪＩＳ　Ａ　５５３０）

鋼管矢板継手　Ｌ－Ｔ型 Ｌ１００×７５×１０ｍｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201023010
鋼管矢板継手エキストラ 鋼管矢板継手エキストラ Ｐ－Ｐ型（パイプ型）　φ１６５．２×９ｍｍ（３４．７ｋｇ／
ｍ）　φ１６５．２×９ｍｍ（３４．７ｋｇ／ｍ） （ＪＩＳ　Ａ　５５３０）

鋼管矢板継手　Ｐ－Ｐ型 径１６５．２×９ｍｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201023020
鋼管矢板継手エキストラ 鋼管矢板継手エキストラ Ｐ－Ｐ型（パイプ型）　φ１６５．２×１１ｍｍ（４１．８ｋｇ／
ｍ）　φ１６５．２×１１ｍｍ（４１．８ｋｇ／ｍ） （ＪＩＳ　Ａ　５５３０）

鋼管矢板継手　Ｐ－Ｐ型 径１６５．２×１１ｍｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201023030
鋼管矢板継手エキストラ 鋼管矢板継手エキストラ Ｐ－Ｐ型（パイプ型）　φ２１６．３×１１ｍｍ（５５．７ｋｇ／
ｍ）　φ２１６．３×１１ｍｍ（５５．７ｋｇ／ｍ） （ＪＩＳ　Ａ　５５３０）

鋼管矢板継手　Ｐ－Ｐ型 径２１６．３×１１ｍｍ ｔ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201919008 鋼管矢板継手エキストラ 鋼管矢板継手特殊加工エキストラ アングル外側開先加工 鋼管矢板継手特殊加工　加算額 アングル外側開先加工 ｍ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201919010 鋼管矢板継手エキストラ 鋼管矢板継手特殊加工エキストラ アングル両側開先加工 鋼管矢板継手特殊加工　加算額 アングル両側開先加工 ｍ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201919002 鋼管矢板継手エキストラ 鋼管矢板継手特殊加工エキストラ アングル高さ調節（切断）加工 鋼管矢板継手特殊加工　加算額 アングル高さ調節（切断）加工 ｍ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201919004 鋼管矢板継手エキストラ 鋼管矢板継手特殊加工エキストラ Ｔバー開先加工 鋼管矢板継手特殊加工　加算額 Ｔバー開先加工 ｍ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢
板―エキストラ―

0201919006
鋼管矢板継手エキストラ 鋼管矢板継手特殊加工エキストラ Ｌ－Ｔ型内面溶接　（片側１箇所当たり）　（内面溶接は
Ｌ１００ｍｍ×７５ｍｍ×１０ｍｍのみ可能）

鋼管矢板継手特殊加工　加算額 Ｌ－Ｔ型内面溶接費 ｍ 6 ○ ○ 0201 鋼管ぐい・鋼管矢板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管 0613032575 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ φ４２．７ｍｍ～φ１３９．８ｍｍ（電縫溶接鋼管） 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 電縫　径４２．７～１３９．８ ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管 0613032580 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ φ５５８．８ｍｍ～（電弧溶接鋼管） 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 電弧　径５５８．８～ ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管
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【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910100 一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 規格エキストラ ベース （ＳＴＫ４００） 一般構造炭素鋼鋼管　ベース規格 ＳＴＫ４００ ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613911002 一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 規格エキストラ 一般用 ＳＴＫ４９０（ＳＴＫ４００をベース） 一般構造炭素鋼鋼管　加算　規格 ＳＴＫ４９０　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613911006 一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 規格エキストラ 一般用 ＳＴＫ５４０（ＳＴＫ４００をベース） 一般構造炭素鋼鋼管　加算　規格 ＳＴＫ５４０　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613911009 一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 規格エキストラ 鉄塔用 ＳＴＫ４９０（ＳＴＫ４００をベース） 一般構造用炭素鋼管　加算　鉄塔 ＳＴＫ４９０　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613911010 一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 規格エキストラ 鉄塔用 ＳＴＫＴ５９０　電縫溶接（ＳＴＫ４００をベース） 電縫溶接鋼管　加算額　鉄塔用 ＳＴＫＴ５９０　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613911012 一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 規格エキストラ 鉄塔用 ＳＴＫＴ５９０　電弧溶接（ＳＴＫ４００をベース） 電弧溶接鋼管　加算額　鉄塔用 ＳＴＫＴ５９０　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613912002 一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 規格エキストラ ＣＥＺｍｏｄ（溶融亜鉛めっき割れ感受性当量） 電縫・電弧溶接鋼管　加算　鉄塔 ＳＴＫＴ５９０　ＣＥＺＭＯＤ ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910050
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 外径エキストラ（電縫溶接鋼管） ベース （φ４２．７～φ１３
９．８ｍｍ）

電縫溶接鋼管　ベース　外径 ベース４２．７～１３９．８ｍｍ ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910002
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 外径エキストラ（電縫溶接鋼管） φ２１．７ｍｍ （φ４２．７～
φ１３９．８ｍｍをベース）

電縫溶接鋼管　加算額　外径 径２１．７　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910004
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 外径エキストラ（電縫溶接鋼管） φ２７．２ｍｍ （φ４２．７～
φ１３９．８ｍｍをベース）

電縫溶接鋼管　加算額　外径 径２７．２　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910006
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 外径エキストラ（電縫溶接鋼管） φ３４．０ｍｍ （φ４２．７～
φ１３９．８ｍｍをベース）

電縫溶接鋼管　加算額　外径 径３４　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910008
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 外径エキストラ（電縫溶接鋼管） φ１６５．２～φ５０８．０ｍｍ
（φ４２．７～φ１３９．８ｍｍをベース）

電縫溶接鋼管　加算額　外径 径５０８　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910010
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 外径エキストラ（電縫溶接鋼管） φ５５８．８～φ６０９．６ｍｍ
（φ４２．７～φ１３９．８ｍｍをベース）

電縫溶接鋼管　加算額　外径 径６０９．６　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910410
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ５５８．８ｍｍ 肉厚６．
４ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径５５８．８　厚６．４　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910412
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６０９．６ｍｍ 肉厚６．
４ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径６０９．６　厚６．４　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910202
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６６０．４ｍｍ 肉厚６．
４ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径６６０．４　厚６．４　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910204
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７１１．２ｍｍ 肉厚６．
４ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径７１１．２　厚６．４　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910206
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７６２．０ｍｍ 肉厚６．
４ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径７６２　厚６．４　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

20 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910208
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８１２．８ｍｍ 肉厚６．
４ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径８１２．８　厚６．４　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910210
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８６３．６ｍｍ 肉厚６．
４ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径８６３．６　厚６．４　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910212
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９１４．４ｍｍ 肉厚６．
４ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径９１４．４　厚６．４　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910414
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ５５８．８ｍｍ 肉厚７．
１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径５５８．８　厚７．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910416
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６０９．６ｍｍ 肉厚７．
１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径６０９．６　厚７．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910228
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６６０．４ｍｍ 肉厚７．
１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径６６０．４　厚７．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910230
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７１１．２ｍｍ 肉厚７．
１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径７１１．２　厚７．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910232
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７６２．０ｍｍ 肉厚７．
１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径７６２　厚７．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910234
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８１２．８ｍｍ 肉厚７．
１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径８１２．８　厚７．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910236
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８６３．６ｍｍ 肉厚７．
１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径８６３．６　厚７．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910238
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９１４．４ｍｍ 肉厚７．
１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径９１４．４　厚７．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910418
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ５５８．８ｍｍ 肉厚７．
９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径５５８．８　厚７．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910420
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６０９．６ｍｍ 肉厚７．
９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径６０９．６　厚７．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910254
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６６０．４ｍｍ 肉厚７．
９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径６６０．４　厚７．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910256
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７１１．２ｍｍ 肉厚７．
９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径７１１．２　厚７．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910258
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７６２．０ｍｍ 肉厚７．
９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径７６２　厚７．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910260
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８１２．８ｍｍ 肉厚７．
９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径８１２．８　厚７．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910262
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８６３．６ｍｍ 肉厚７．
９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径８６３．６　厚７．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910264
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９１４．４ｍｍ 肉厚７．
９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径９１４．４　厚７．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910266
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９６５．２ｍｍ 肉厚７．
９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径９６５．２　厚７．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910268
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１０１６．０ｍｍ 肉厚
７．９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１０１６　厚７．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910270
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１０６６．８ｍｍ 肉厚
７．９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１０６６．８　厚７．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613914746
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ５５８．８ｍｍ 肉厚８．
７ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径５５８．８　厚８．７　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613914748
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６０９．６ｍｍ 肉厚８．
７ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径６０９．６　厚８．７　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613914750
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６６０．４ｍｍ 肉厚８．
７ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径６６０．４　厚８．７　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613914752
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７１１．２ｍｍ 肉厚８．
７ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径７１１．２　厚８．７　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613914754
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７６２．０ｍｍ 肉厚８．
７ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径７６２　厚８．７　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613914756
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８１２．８ｍｍ 肉厚８．
７ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径８１２．８　厚８．７　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613914758
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８６３．６ｍｍ 肉厚８．
７ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径８６３．６　厚８．７　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613914760
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９１４．４ｍｍ 肉厚８．
７ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径９１４．４　厚８．７　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613914762
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９６５．２ｍｍ 肉厚８．
７ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径９６５．２　厚８．７　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613914764
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１０１６．０ｍｍ 肉厚
８．７ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１０１６　厚８．７　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613914766
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１０６６．８ｍｍ 肉厚
８．７ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１０６６．８　厚８．７　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613914768
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１１１７．６ｍｍ 肉厚
８．７ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１１１７．６　厚８．７　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613914770
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１２１９．２ｍｍ 肉厚
８．７ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１２１９．２　厚８．７　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910422
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ５５８．８ｍｍ
肉厚９．５～２５．４ｍｍ）

電弧溶接鋼管　ベース　寸法 径５５８．８　厚９．５　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910424
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ６０９．６ｍｍ
肉厚９．５～２５．４ｍｍ）

電弧溶接鋼管　ベース　寸法 径６０９．６　厚９．５　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910280
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ６６０．４ｍｍ
肉厚９．５～２５．４ｍｍ）

電弧溶接鋼管　ベース　寸法 径６６０．４　厚９．５　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910282
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ７１１．２ｍｍ
肉厚９．５～２５．４ｍｍ）

電弧溶接鋼管　ベース　寸法 径７１１．２　厚９．５　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910284
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ７６２．０ｍｍ
肉厚９．５～２５．４ｍｍ）

電弧溶接鋼管　ベース　寸法 径７６２　厚９．５　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910286
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ８１２．８ｍｍ
肉厚９．５～２５．４ｍｍ）

電弧溶接鋼管　ベース　寸法 径８１２．８　厚９．５　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910288
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ８６３．６ｍｍ
肉厚９．５～２５．４ｍｍ）

電弧溶接鋼管　ベース　寸法 径８６３．６　厚９．５　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910290
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ９１４．４ｍｍ
肉厚９．５～２５．４ｍｍ）

電弧溶接鋼管　ベース　寸法 径９１４．４　厚９．５　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910292
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ９６５．２ｍｍ
肉厚９．５～２５．４ｍｍ）

電弧溶接鋼管　ベース　寸法 径９６５．２　厚９．５　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910294
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ１，０１６．０
ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）

電弧溶接鋼管　ベース　寸法 径１０１６　厚９．５　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910296
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ１，０６６．８
ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）

電弧溶接鋼管　ベース　寸法 径１０６６．８　厚９．５　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910298
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ１，１１７．６
ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）

電弧溶接鋼管　ベース　寸法 径１１１７．６　厚９．５　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910300
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ１，２１９．２
ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）

電弧溶接鋼管　ベース　寸法 径１２１９．２　厚９．５　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910302
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ１，３２０．８
ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）

電弧溶接鋼管　ベース　寸法 径１３２０．８　厚９．５　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910304
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） ベース （外径φ１，４２２．４
ｍｍ　肉厚９．５～２５．４ｍｍ）

電弧溶接鋼管　ベース　寸法 径１４２２．４　厚９．５　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910426
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ５５８．８ｍｍ 肉厚３
１．８ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径５５８．８　厚３１．８　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910428
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６０９．６ｍｍ 肉厚３
１．８ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径６０９．６　厚３１．８　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910306
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６６０．４ｍｍ 肉厚３
１．８ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径６６０．４　厚３１．８　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910308
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７１１．２ｍｍ 肉厚３
１．８ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径７１１．２　厚３１．８　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910310
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７６２．０ｍｍ 肉厚３
１．８ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径７６２　厚３１．８　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910312
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８１２．８ｍｍ 肉厚３
１．８ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径８１２．８　厚３１．８　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910314
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８６３．６ｍｍ 肉厚３
１．８ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径８６３．６　厚３１．８　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910316
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９１４．４ｍｍ 肉厚３
１．８ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径９１４．４　厚３１．８　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910318
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９６５．２ｍｍ 肉厚３
１．８ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径９６５．２　厚３１．８　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910320
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，０１６．０ｍｍ 肉厚
３１．８ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１０１６　厚３１．８　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910322
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，０６６．８ｍｍ 肉厚
３１．８ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１０６６．８　厚３１．８高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910324
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，１１７．６ｍｍ 肉厚
３１．８ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１１１７．６　厚３１．８高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910326
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，２１９．２ｍｍ 肉厚
３１．８ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１２１９．２　厚３１．８高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910328
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，３２０．８ｍｍ 肉厚
３１．８ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１３２０．８　厚３１．８高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910430
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ５５８．８ｍｍ 肉厚３
３．３ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径５５８．８　厚３３．３　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910432
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６０９．６ｍｍ 肉厚３
３．３ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径６０９．６　厚３３．３　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910332
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６６０．４ｍｍ 肉厚３
３．３ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径６６０．４　厚３３．３　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910334
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７１１．２ｍｍ 肉厚３
３．３ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径７１１．２　厚３３．３　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910336
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７６２．０ｍｍ 肉厚３
３．３ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径７６２　厚３３．３　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910338
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８１２．８ｍｍ 肉厚３
３．３ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径８１２．８　厚３３．３　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910340
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８６３．６ｍｍ 肉厚３
３．３ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径８６３．６　厚３３．３　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910342
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９１４．４ｍｍ 肉厚３
３．３ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径９１４．４　厚３３．３　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910344
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９６５．２ｍｍ 肉厚３
３．３ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径９６５．２　厚３３．３　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910346
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，０１６．０ｍｍ 肉厚
３３．３ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１０１６　厚３３．３　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910348
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，０６６．８ｍｍ 肉厚
３３．３ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１０６６．８　厚３３．３高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910350
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，１１７．６ｍｍ 肉厚
３３．３ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１１１７．６　厚３３．３高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910352
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，２１９．２ｍｍ 肉厚
３３．３ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１２１９．２　厚３３．３高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910354
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，３２０．８ｍｍ 肉厚
３３．３ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１３２０．８　厚３３．３高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910434
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ５５８．８ｍｍ 肉厚３
４．９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径５５８．８　厚３４．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910436
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６０９．６ｍｍ 肉厚３
４．９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径６０９．６　厚３４．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910358
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６６０．４ｍｍ 肉厚３
４．９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径６６０．４　厚３４．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910360
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７１１．２ｍｍ 肉厚３
４．９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径７１１．２　厚３４．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910362
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７６２．０ｍｍ 肉厚３
４．９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径７６２　厚３４．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910364
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８１２．８ｍｍ 肉厚３
４．９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径８１２．８　厚３４．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910366
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８６３．６ｍｍ 肉厚３
４．９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径８６３．６　厚３４．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910368
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９１４．４ｍｍ 肉厚３
４．９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径９１４．４　厚３４．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910370
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９６５．２ｍｍ 肉厚３
４．９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径９６５．２　厚３４．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910372
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，０１６．０ｍｍ 肉厚
３４．９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１０１６　厚３４．９　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910374
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，０６６．８ｍｍ 肉厚
３４．９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１０６６．８　厚３４．９高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910376
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，１１７．６ｍｍ 肉厚
３４．９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１１１７．６　厚３４．９高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910378
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，２１９．２ｍｍ 肉厚
３４．９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１２１９．２　厚３４．９高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910379
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，３２０．８ｍｍ 肉厚
３４．９ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１３２０．８　厚３４．９高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910440
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６０９．６ｍｍ 肉厚３
８．１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径６０９．６　厚３８．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910384
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ６６０．４ｍｍ 肉厚３
８．１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径６６０．４　厚３８．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910386
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７１１．２ｍｍ 肉厚３
８．１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径７１１．２　厚３８．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910388
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ７６２．０ｍｍ 肉厚３
８．１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径７６２　厚３８．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910390
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８１２．８ｍｍ 肉厚３
８．１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径８１２．８　厚３８．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910392
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ８６３．６ｍｍ 肉厚３
８．１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径８６３．６　厚３８．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910394
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９１４．４ｍｍ 肉厚３
８．１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径９１４．４　厚３８．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910396
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ９６５．２ｍｍ 肉厚３
８．１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径９６５．２　厚３８．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910398
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，０１６．０ｍｍ 肉厚
３８．１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１０１６　厚３８．１　高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910400
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，０６６．８ｍｍ 肉厚
３８．１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１０６６．８　厚３８．１高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910402
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，１１７．６ｍｍ 肉厚
３８．１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１１１７．６　厚３８．１高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管―エキストラ
―

0613910404
一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶接鋼管） 外径φ１，２１９．２ｍｍ 肉厚
３８．１ｍｍ

電弧溶接鋼管　加算額　寸法 径１２１９．２　厚３８．１高炉 ｔ 7 ○ ○ 0613 構造用鋼管

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼 0611060280 厚板 無規格 １２，１６，１９，２０，２５ｍｍ×定尺 厚板　無規格 １２～２５×定尺　高炉　先物 ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼 0611050185 中板 無規格 ３．０ｍｍ以上６．０ｍｍ未満×定尺 中板　無規格 ３以上６未満×定尺　高炉　先物 ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼 0601011512 広幅平鋼 無規格 ９～２５ｍｍ×２００～４００ｍｍ 広幅平鋼　無規格 ９～２５ｍｍ　電炉　先物 ｔ 8 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930007 鋼板エキストラ 規格エキストラ ベース（無規格） 中厚板　ベース　規格 一般・溶接・建築・無規格ベース ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930002 鋼板エキストラ 規格エキストラ 一般構造用 ＳＳ４００ 中厚板　加算額　規格 ＳＳ４００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930004 鋼板エキストラ 規格エキストラ 一般構造用 ＳＳ３３０ 中厚板　加算額　規格 ＳＳ３３０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930006 鋼板エキストラ 規格エキストラ 一般構造用 ＳＳ４９０ 中厚板　加算額　規格 ＳＳ４９０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930008 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４００Ａ　Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930010 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ａ　３８＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４００Ａ　３８＜Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930012 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４００Ｂ　Ｔ≦２５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930014 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４００Ｂ　２５＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930016 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４００Ｂ　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930018 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ｂ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４００Ｂ　５０＜Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930020 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ｃ　ｔ≦２５ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４００Ｃ　Ｔ≦２５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930022 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４００Ｃ　２５＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930024 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４００Ｃ　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930025 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４００Ｃ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４００Ｃ　５０＜Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930026 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０Ａ　Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930028 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ａ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０Ａ　５０＜Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930030 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０Ｂ　Ｔ≦２５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930032 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０Ｂ　２５＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930034 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０Ｂ　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930036 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｂ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０Ｂ　５０＜Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930038 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦２５ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０Ｃ　Ｔ≦２５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930040 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０Ｃ　２５＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930042 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０Ｃ　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930043 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０Ｃ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０Ｃ　５０＜Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930044 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０ＹＡ　Ｔ≦２５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930046 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０ＹＡ　２５＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930048 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０ＹＡ　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930049 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＡ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０ＹＡ５０＜Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930050 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０ＹＢ　Ｔ≦２５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930052 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930054 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930055 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ４９０ＹＢ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ４９０ＹＢ５０＜Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930056 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５２０Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ５２０Ｂ　Ｔ≦２５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930058 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５２０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ５２０Ｂ　２５＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930060 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５２０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ５２０Ｂ　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930061 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５２０Ｂ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ５２０Ｂ　５０＜Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930062 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦２５ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ５２０Ｃ　Ｔ≦２５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板
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【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930064 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５２０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ５２０Ｃ　２５＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930066 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ５２０Ｃ　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930067 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５２０Ｃ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＭ５２０Ｃ　５０＜Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930068 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５７０（Ｑ及びＴＭＣ）　６≦ｔ≦２０ｍｍ 中厚板　加算額　規格ＳＭ５７０ （Ｑ．ＴＭＣ）　６≦Ｔ≦２０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930070 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５７０（Ｑ及びＴＭＣ）　２０＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板　加算額　規格ＳＭ５７０ （Ｑ．ＴＭＣ）　２０＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930072 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５７０（Ｑ及びＴＭＣ）　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板　加算額　規格ＳＭ５７０ （Ｑ．ＴＭＣ）　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930074 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５７０（Ｑ及びＴＭＣ）　５０＜ｔ≦７５ｍｍ 中厚板　加算額　規格ＳＭ５７０ （Ｑ．ＴＭＣ）　５０＜Ｔ≦７５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930073 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用 ＳＭ５７０（Ｑ及びＴＭＣ）　７５＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格ＳＭ５７０ （Ｑ．ＴＭＣ）７５＜Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930076 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＰ　６≦ｔ≦３８ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＡＰ　６≦Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930078 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＰ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＡＰ３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930079 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＰ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＡＰ　Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930080 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ　６≦ｔ≦２５ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＢＰ　６≦Ｔ≦２５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930082 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＢＰ２５＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930084 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＢＰ３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930085 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＰ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＢＰ　Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930086 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＣＰ　６≦ｔ≦２５ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＣＰ　６≦Ｔ≦２５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930088 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＣＰ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＣＰ２５＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930090 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＣＰ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＣＰ３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930091 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＣＰ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＣＰ　Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930092 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＡＰ　６≦ｔ≦５０ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＡＰ　６≦Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930093 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＡＰ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＡＰ　Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930094 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ　６≦ｔ≦２５ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＢＰ　６≦Ｔ≦２５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930096 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＢＰ２５＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930098 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＢＰ３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930099 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＰ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＢＰ　Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930100 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＣＰ　６≦ｔ≦２５ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＣＰ　６≦Ｔ≦２５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930102 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＣＰ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＣＰ２５＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930104 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＣＰ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＣＰ３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930105 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＣＰ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｐ：通常塗装使用 中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＣＰ　Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930106
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｐ（Ｑ及びＴＭＣ）　６≦ｔ≦２０ｍｍ Ｐ：通常塗
装使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ５７０Ｐ　６≦Ｔ≦２０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930108
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｐ（Ｑ及びＴＭＣ）　２０＜ｔ≦３８ｍｍ Ｐ：通常
塗装使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ５７０Ｐ　２０＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930110
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｐ（Ｑ及びＴＭＣ）　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｐ：通常
塗装使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ５７０Ｐ　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930107
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｐ（Ｑ及びＴＭＣ）　５０＜ｔ≦７５ｍｍ Ｐ：通常
塗装使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ５７０Ｐ　５０＜Ｔ≦７５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930109
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｐ（Ｑ及びＴＭＣ）　７５＜ｔ≦１００ｍｍ Ｐ：通
常塗装使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ５７０Ｐ　Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930112
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＷ　６≦ｔ≦３８ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化
処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＡＷ　６≦Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930114
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＷ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定
化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＡＷ３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930115
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＡＷ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安
定化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＡＷ　Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930116
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ　６≦ｔ≦２５ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化
処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＢＷ　６≦Ｔ≦２５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930118
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定
化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＢＷ２５＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930120
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定
化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＢＷ３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930121
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＢＷ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安
定化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＢＷ　Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930122
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＣＷ　６≦ｔ≦２５ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化
処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＣＷ　６≦Ｔ≦２５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930124
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＣＷ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定
化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＣＷ２５＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930126
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＣＷ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定
化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＣＷ３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930127
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４００ＣＷ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安
定化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４００ＣＷ　Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930128
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＡＷ　６≦ｔ≦５０ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化
処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＡＷ　６≦Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930129
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＡＷ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安
定化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＡＷ　Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930130
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ　６≦ｔ≦２５ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化
処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＢＷ　６≦Ｔ≦２５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930132
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定
化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＢＷ２５＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930134
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定
化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＢＷ３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930135
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＢＷ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安
定化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＢＷ　Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930136
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＣＷ　６≦ｔ≦２５ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定化
処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＣＷ　６≦Ｔ≦２５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930138
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＣＷ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定
化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＣＷ２５＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930140
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＣＷ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安定
化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＣＷ３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930141
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ４９０ＣＷ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ Ｗ：通常裸又はさび安
定化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ４９０ＣＷ　Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930142
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｗ（Ｑ及びＴＭＣ）　６≦ｔ≦２０ｍｍ Ｗ：通常裸
又はさび安定化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ５７０Ｗ　６≦Ｔ≦２０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930144
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｗ（Ｑ及びＴＭＣ）　２０＜ｔ≦３８ｍｍ Ｗ：通常
裸又はさび安定化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ５７０Ｗ　２０＜Ｔ≦３８ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930146
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｗ（Ｑ及びＴＭＣ）　３８＜ｔ≦５０ｍｍ Ｗ：通常
裸又はさび安定化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ５７０Ｗ　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930143
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｗ（Ｑ及びＴＭＣ）　５０＜ｔ≦７５ｍｍ Ｗ：通常
裸又はさび安定化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ５７０Ｗ　５０＜Ｔ≦７５ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930145
鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐候性 ＳＭＡ５７０Ｗ（Ｑ及びＴＭＣ）　７５＜ｔ≦１００ｍｍ Ｗ：通
常裸又はさび安定化処理使用

中厚板　加算額　規格 ＳＭＡ５７０Ｗ　Ｔ≦１００ ｔ 8 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930346 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ４００　６≦ｔ≦２５ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ４００ ６≦Ｔ≦２５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930348 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ４００　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ４００ ２５＜Ｔ≦３８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930350 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ４００　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ４００ ３８＜Ｔ≦５０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930352 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ４００　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ４００ ５０＜Ｔ≦１００ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930354 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ４００Ｗ　６≦ｔ≦２５ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ４００Ｗ ６≦Ｔ≦２５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930356 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ４００Ｗ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ４００Ｗ ２５＜Ｔ≦３８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930358 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ４００Ｗ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ４００Ｗ ３８＜Ｔ≦５０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930360 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ４００Ｗ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ４００Ｗ ５０＜Ｔ≦１００ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930326 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００　６≦ｔ≦２０ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００ ６≦Ｔ≦２０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930328 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００　２０＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００ ２０＜Ｔ≦３８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930330 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００ ３８＜Ｔ≦５０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930332 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００　５０＜ｔ≦７５ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００ ５０＜Ｔ≦７５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930334 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００　７５＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００ ７５＜Ｔ≦１００ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930336 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００Ｗ　６≦ｔ≦２０ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００Ｗ ６≦Ｔ≦２０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930338 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００Ｗ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００Ｗ ２０＜Ｔ≦３８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930340 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００Ｗ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００Ｗ ３８＜Ｔ≦５０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930342 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００Ｗ　５０＜ｔ≦７５ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００Ｗ ５０＜Ｔ≦７５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930344 鋼板エキストラ 規格エキストラ 橋梁用 ＳＢＨＳ５００Ｗ　７５＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板加算規格ＳＢＨＳ５００Ｗ ７５＜Ｔ≦１００ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930220 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＮ４００Ａ　６≦Ｔ≦１００ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930222 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＮ４００Ｂ　６≦Ｔ≦１２ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930224 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＮ４００Ｂ　１２＜Ｔ≦４０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930226 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＮ４００Ｂ　４０＜Ｔ≦１００ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930228 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ｃ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＮ４００Ｃ　１６≦Ｔ≦４０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930230 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４００Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＮ４００Ｃ　４０＜Ｔ≦１００ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930232 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＮ４９０Ｂ　６≦Ｔ≦１２ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930234 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４９０Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＮ４９０Ｂ　１２＜Ｔ≦４０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930236 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４９０Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＮ４９０Ｂ　４０＜Ｔ≦１００ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930238 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＮ４９０Ｃ　１６≦Ｔ≦４０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930240 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 ＳＮ４９０Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＮ４９０Ｃ　４０＜Ｔ≦１００ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952002 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　Ｔ≦２５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

33 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952004 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　Ｔ≦２５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952006 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　Ｔ≦２５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952008 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　Ｔ≦２５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952010 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　Ｔ≦２５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952012 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　Ｔ≦２５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952014 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　Ｔ≦２５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952016 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　ｔ≦２５ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　Ｔ≦２５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952102 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　２５＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952104 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　２５＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952106 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　２５＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952108 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　２５＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952110 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　２５＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952112 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　２５＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952114 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　２５＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952116 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　２５＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952202 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　３８＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952204 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　３８＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952206 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　３８＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952208 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　３８＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952210 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　３８＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952212 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　３８＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952214 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　３８＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952216 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　３８＜ｔ≦４０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　３８＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952302 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　４０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952304 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952306 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952308 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　４０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952310 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952312 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952314 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　４０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952316 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦５０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　４０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952402 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４００Ａ－ＦＲ　５０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952404 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４００Ｂ－ＦＲ　５０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952406 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４００Ｃ－ＦＲ　５０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952408 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４９０Ａ－ＦＲ　５０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952410 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４９０Ｂ－ＦＲ　５０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952412 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ４９０Ｃ－ＦＲ　５０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952414 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ５２０Ｂ－ＦＲ　５０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611952416 鋼板エキストラ 規格エキストラ 溶接構造用耐火鋼 ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＭ５２０Ｃ－ＦＲ　５０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611954002 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　６≦ｔ≦１２ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　６≦Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611954004 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　６≦ｔ≦１２ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　６≦Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611954006 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　６≦ｔ≦１２ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　６≦Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611954008 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　６≦ｔ≦１２ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　６≦Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611954010 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　１２＜ｔ≦１６ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　１２＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611954012 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　１２＜ｔ≦１６ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　１２＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611954014 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　１２＜ｔ≦１６ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　１２＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611954016 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　１２＜ｔ≦１６ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　１２＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611954018 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　１６＜ｔ≦４０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　１６＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611954020 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　１６＜ｔ≦４０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　１６＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611954022 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　１６＜ｔ≦４０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　１６＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611954024 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　１６＜ｔ≦４０ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　１６＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611954026 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＮ４００Ｂ－ＦＲ　４０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611954028 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＮ４００Ｃ－ＦＲ　４０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611954030 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＮ４９０Ｂ－ＦＲ　４０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611954032 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用耐火鋼 ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 溶接構造用耐火鋼　加算額 ＳＮ４９０Ｃ－ＦＲ　４０＜Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930148 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ２３５　６≦ｔ≦２５ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ２３５　６≦Ｔ≦２５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930150 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ２３５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ２３５　２５＜Ｔ≦３８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930152 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ２３５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ２３５　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930154 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ２３５　５０＜ｔ≦８０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ２３５　５０＜Ｔ≦８０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930156 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ２３５　８０＜ｔ≦１００ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ２３５　８０＜Ｔ≦１００ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930158 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ３１５　６≦ｔ≦２５ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ３１５　６≦Ｔ≦２５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930160 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ３１５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ３１５　２５＜Ｔ≦３８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930162 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ３１５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ３１５　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930164 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ３５５　６≦ｔ≦２５ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ３５５　６≦Ｔ≦２５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930166 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ３５５　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ３５５　２５＜Ｔ≦３８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930168 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ３５５　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ３５５　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930170 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ４５０　６≦ｔ≦２０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ４５０　６≦Ｔ≦２０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930172 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ４５０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ４５０　２０＜Ｔ≦３８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930174 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ４５０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ４５０　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930176 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ４９０　６≦ｔ≦２０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ４９０　６≦Ｔ≦２０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930178 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ４９０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ４９０　２０＜Ｔ≦３８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930180 鋼板エキストラ 規格エキストラ 圧力容器用 ＳＰＶ４９０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 中厚板　加算額　規格 ＳＰＶ４９０　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931802 鋼板エキストラ 規格エキストラ 高耐候性鋼 ＳＰＡ－Ｈ　１．６≦ｔ≦１６ｍｍ 中厚板　加算額　高耐候性 ＳＰＡ－Ｈ　１．６≦Ｔ≦１６ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931804 鋼板エキストラ 規格エキストラ 鉄塔用５９０Ｎ鋼 ５９０Ｎ 中厚板　加算額　鉄塔５９０Ｎ鋼 鉄塔用 ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611933014
鋼板エキストラ 規格エキストラ 鉄塔用５９０Ｎ鋼 ＣＥＺｍｏｄ（溶融亜鉛めっき割れ感受性当量）≦０．４４％エキ
ストラ ＣＥＺｍｏｄ（％）計算式：Ｃ＋Ｓｉ／１７＋Ｍｎ／７．５＋Ｃｕ／１３＋Ｎｉ／１７＋Ｃｒ／４．５＋Ｍｏ／
３＋Ｖ／１．５＋Ｎｂ／２＋Ｔｉ／４．５＋４２０Ｂ

中厚板　加算額　鉄塔５９０Ｎ鋼 中・厚板ＣＥＺＭＯＤ≦０．４４ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931003
鋼板エキストラ 寸法エキストラ 幅エキストラ ベース（中板１，２００≦Ｗ≦１，５００ｍｍ　厚板１，５００≦Ｗ≦
２０００ｍｍ）

中厚板　ベース　幅 厚板１．５≦Ｗ・中板１．２≦Ｗ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931002 鋼板エキストラ 寸法エキストラ 幅エキストラ 幅狭・広幅とも３００ｍｍ又はその端数ごとに 中厚板　加算額　幅 ３００ｍｍ・端数ピッチ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931007 鋼板エキストラ 寸法エキストラ 長さエキストラ ベース（中板：３≦Ｌ≦６ｍ　厚板：６≦Ｌ≦１２ｍ） 中厚板　ベース　長さ 厚板６～１２ｍ　中板３～６ｍ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931004 鋼板エキストラ 寸法エキストラ 長さエキストラ ３ｍ又はその端数ごとに長尺 中厚板　加算額　長さ 長尺　３ｍ・端数ピッチ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931006 鋼板エキストラ 寸法エキストラ 長さエキストラ ３ｍ又はその端数ごとに短尺 中厚板　加算額　長さ 短尺　３ｍ・端数ピッチ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931020 鋼板エキストラ 寸法エキストラ 厚みエキストラ ベース（中板：３≦ｔ＜６ｍｍ　厚板：１２≦ｔ≦２５ｍｍ） 中厚板　ベース　厚み ３≦Ｔ＜６　１２≦Ｔ≦２５ｍｍ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931009 鋼板エキストラ 寸法エキストラ 厚みエキストラ ６≦ｔ＜１２ｍｍ 中厚板　厚み ６≦Ｔ＜１２ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931008 鋼板エキストラ 寸法エキストラ 厚みエキストラ ２５＜ｔ≦５０ｍｍ　５ｍｍ又はその端数ごとに 中厚板　加算額　厚み ２５＜Ｔ≦５０　５ｍｍピッチ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931010 鋼板エキストラ 寸法エキストラ 厚みエキストラ ５０＜ｔ≦１００ｍｍ　１０ｍｍ又はその端数ごとに 中厚板　加算額　厚み ５０＜Ｔ≦１００　１０ｍｍ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931012 鋼板エキストラ 寸法エキストラ 厚みエキストラ １００ｍｍ＜ｔ　１０ｍｍ又はその端数ごとに 中厚板　加算額　厚み １００＜Ｔ　１０ｍｍピッチ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931014 鋼板エキストラ 寸法エキストラ 厚みエキストラ ３≦ｔ＜４．５ｍｍ　幅１，８２９ｍｍ超 中厚板　加算額　厚み ３≦Ｔ＜４．５　１８２９＜Ｗ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931015 鋼板エキストラ 寸法エキストラ 厚みエキストラ ４．５≦ｔ＜６ｍｍ　幅１，８２９ｍｍ超 中厚板　加算額　厚み ４．５≦Ｔ＜６　１８２９＜Ｗ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931017 鋼板エキストラ 寸法エキストラ 厚みエキストラ ６≦ｔ＜８ｍｍ　幅１，８２９ｍｍ超 中厚板　加算額　厚み ６≦Ｔ＜８　１８２９＜Ｗ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931018 鋼板エキストラ 寸法エキストラ 厚みエキストラ ８≦ｔ＜１２ｍｍ　幅１，８２９ｍｍ超 中厚板　加算額　厚み ８≦Ｔ＜１２　１８２９＜Ｗ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611935008 鋼板エキストラ 陸上輸送エキストラ Ｗ≦２，４９１ｍｍかつＬ≦１３．５ｍ 陸上輸送　加算額 Ｗ≦２４９１ｍｍＬ≦１３．５ｍ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611935010 鋼板エキストラ 陸上輸送エキストラ ２，４９１＜Ｗ３，３００ｍｍかつＬ≦１３ｍ　（１０ｔ以上） 陸上輸送　加算額 ２４９１‐３３００　１０ｔ以上 ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611935012 鋼板エキストラ 陸上輸送エキストラ ２，４９１＜Ｗ３，３００ｍｍかつＬ≦１３ｍ　（１０ｔ未満） 陸上輸送　加算額 ２４９１‐３３００　１０ｔ未満 ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936002 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ６≦ｔ＜７ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 ６≦Ｔ＜７　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936004 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ７≦ｔ＜８ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 ７≦Ｔ＜８　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936006 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ８≦ｔ＜９ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 ８≦Ｔ＜９　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936008 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ９≦ｔ＜１０ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 ９≦Ｔ＜１０　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936010 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ １０≦ｔ＜１１ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 １０≦Ｔ＜１１　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936012 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ １１≦ｔ＜１２ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 １１≦Ｔ＜１２　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936014 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ １２≦ｔ＜１５ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 １２≦Ｔ＜１５　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936016 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ １５≦ｔ＜１８ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 １５≦Ｔ＜１８　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936018 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ １８≦ｔ＜２２ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 １８≦Ｔ＜２２　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936020 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ２２≦ｔ＜２６ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 ２２≦Ｔ＜２６　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936022 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ２６≦ｔ＜３０ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 ２６≦Ｔ＜３０　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936024 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ３０≦ｔ＜３５ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 ３０≦Ｔ＜３５　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936026 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ３５≦ｔ＜４０ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 ３５≦Ｔ＜４０　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936028 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ４０≦ｔ＜４５ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 ４０≦Ｔ＜４５　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936030 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ４５≦ｔ＜５０ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 ４５≦Ｔ＜５０　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936032 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ５０≦ｔ＜５５ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 ５０≦Ｔ＜５５　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936034 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ５５≦ｔ＜６０ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 ５５≦Ｔ＜６０　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936036 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ６０≦ｔ＜６５ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 ６０≦Ｔ＜６５　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936038 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ６５≦ｔ＜７０ｍｍ 厚板ショットプライマー　加算額 ６５≦Ｔ＜７０　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936040 鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ショットブラストのみ ７０ｍｍ≦ｔ 厚板ショットプライマー　加算額 ７０≦Ｔ　ブラストのみ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936502
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） ６≦ｔ＜７ｍｍ 厚板ショットプ
ライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　６≦Ｔ＜７ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936504
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） ７≦ｔ＜８ｍｍ 厚板ショットプ
ライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　７≦Ｔ＜８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936506
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） ８≦ｔ＜９ｍｍ 厚板ショットプ
ライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　８≦Ｔ＜９ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936508
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） ９≦ｔ＜１０ｍｍ 厚板ショット
プライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　９≦Ｔ＜１０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936510
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） １０≦ｔ＜１１ｍｍ 厚板ショッ
トプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　１０≦Ｔ＜１１ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936512
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） １１≦ｔ＜１２ｍｍ 厚板ショッ
トプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　１１≦Ｔ＜１２ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936514
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） １２≦ｔ＜１５ｍｍ 厚板ショッ
トプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　１２≦Ｔ＜１５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936516
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） １５≦ｔ＜１８ｍｍ 厚板ショッ
トプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　１５≦Ｔ＜１８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936518
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） １８≦ｔ＜２２ｍｍ 厚板ショッ
トプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　１８≦Ｔ＜２２ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936520
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） ２２≦ｔ＜２６ｍｍ 厚板ショッ
トプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　２２≦Ｔ＜２６ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936522
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） ２６≦ｔ＜３０ｍｍ 厚板ショッ
トプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　２６≦Ｔ＜３０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936524
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） ３０≦ｔ＜３５ｍｍ 厚板ショッ
トプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　３０≦Ｔ＜３５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936526
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） ３５≦ｔ＜４０ｍｍ 厚板ショッ
トプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　３５≦Ｔ＜４０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936528
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） ４０≦ｔ＜４５ｍｍ 厚板ショッ
トプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　４０≦Ｔ＜４５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936530
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） ４５≦ｔ＜５０ｍｍ 厚板ショッ
トプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　４５≦Ｔ＜５０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936532
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） ５０≦ｔ＜５５ｍｍ 厚板ショッ
トプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　５０≦Ｔ＜５５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936534
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） ５５≦ｔ＜６０ｍｍ 厚板ショッ
トプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　５５≦Ｔ＜６０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936536
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） ６０≦ｔ＜６５ｍｍ 厚板ショッ
トプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　６０≦Ｔ＜６５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936538
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） ６５≦ｔ＜７０ｍｍ 厚板ショッ
トプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　６５≦Ｔ＜７０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936540
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ウォッシュ系（クロムフリー） ７０≦ｔ 厚板ショットプライ
マー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｗ系　７０≦Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936202
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ６≦ｔ＜７ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイク
ロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　６≦Ｔ＜７ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936204
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ７≦ｔ＜８ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイク
ロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　７≦Ｔ＜８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936206
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ８≦ｔ＜９ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイク
ロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　８≦Ｔ＜９ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936208
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ９≦ｔ＜１０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイ
クロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　９≦Ｔ＜１０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936210
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 １０≦ｔ＜１１ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マ
イクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　１０≦Ｔ＜１１ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936212
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 １１≦ｔ＜１２ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マ
イクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　１１≦Ｔ＜１２ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936214
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 １２≦ｔ＜１５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マ
イクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　１２≦Ｔ＜１５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936216
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 １５≦ｔ＜１８ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マ
イクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　１５≦Ｔ＜１８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936218
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 １８≦ｔ＜２２ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マ
イクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　１８≦Ｔ＜２２ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936220
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ２２≦ｔ＜２６ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マ
イクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　２２≦Ｔ＜２６ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936222
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ２６≦ｔ＜３０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マ
イクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　２６≦Ｔ＜３０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936224
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ３０≦ｔ＜３５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マ
イクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　３０≦Ｔ＜３５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936226
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ３５≦ｔ＜４０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マ
イクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　３５≦Ｔ＜４０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936228
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ４０≦ｔ＜４５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マ
イクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　４０≦Ｔ＜４５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936230
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ４５≦ｔ＜５０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マ
イクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　４５≦Ｔ＜５０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936232
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ５０≦ｔ＜５５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マ
イクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　５０≦Ｔ＜５５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936234
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ５５≦ｔ＜６０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マ
イクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　５５≦Ｔ＜６０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936236
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ６０≦ｔ＜６５ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マ
イクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　６０≦Ｔ＜６５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936238
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ６５≦ｔ＜７０ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マ
イクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　６５≦Ｔ＜７０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936240
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ ジンク系 ７０≦ｔ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメー
トルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 Ｚ系　７０≦Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936302
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ６≦ｔ＜７ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　６≦Ｔ＜７ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936304
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ７≦ｔ＜８ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　７≦Ｔ＜８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936306
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ８≦ｔ＜９ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　８≦Ｔ＜９ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936308
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ９≦ｔ＜１０ｍ
ｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　９≦Ｔ＜１０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936310
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 １０≦ｔ＜１１
ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　１０≦Ｔ＜１１ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936312
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 １１≦ｔ＜１２
ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　１１≦Ｔ＜１２ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936314
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 １２≦ｔ＜１５
ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　１２≦Ｔ＜１５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936316
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 １５≦ｔ＜１８
ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　１５≦Ｔ＜１８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936318
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 １８≦ｔ＜２２
ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　１８≦Ｔ＜２２ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936320
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ２２≦ｔ＜２６
ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　２２≦Ｔ＜２６ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936322
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ２６≦ｔ＜３０
ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　２６≦Ｔ＜３０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936324
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ３０≦ｔ＜３５
ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　３０≦Ｔ＜３５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936326
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ３５≦ｔ＜４０
ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　３５≦Ｔ＜４０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936328
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ４０≦ｔ＜４５
ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　４０≦Ｔ＜４５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936330
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ４５≦ｔ＜５０
ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　４５≦Ｔ＜５０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936332
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ５０≦ｔ＜５５
ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　５０≦Ｔ＜５５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936334
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ５５≦ｔ＜６０
ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　５５≦Ｔ＜６０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936336
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ６０≦ｔ＜６５
ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　６０≦Ｔ＜６５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936338
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ６５≦ｔ＜７０
ｍｍ 厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　６５≦Ｔ＜７０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936340
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ウォッシュ系 ７０≦ｔ 厚板
ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｗ系　７０≦Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936402
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ６≦ｔ＜７ｍｍ 厚
板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　６≦Ｔ＜７ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936404
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ７≦ｔ＜８ｍｍ 厚
板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　７≦Ｔ＜８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936406
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ８≦ｔ＜９ｍｍ 厚
板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　８≦Ｔ＜９ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936408
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ９≦ｔ＜１０ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　９≦Ｔ＜１０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936410
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 １０≦ｔ＜１１ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　１０≦Ｔ＜１１ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936412
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 １１≦ｔ＜１２ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　１１≦Ｔ＜１２ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936414
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 １２≦ｔ＜１５ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　１２≦Ｔ＜１５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936416
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 １５≦ｔ＜１８ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　１５≦Ｔ＜１８ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936418
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 １８≦ｔ＜２２ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　１８≦Ｔ＜２２ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936420
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ２２≦ｔ＜２６ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　２２≦Ｔ＜２６ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936422
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ２６≦ｔ＜３０ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　２６≦Ｔ＜３０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936424
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ３０≦ｔ＜３５ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　３０≦Ｔ＜３５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936426
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ３５≦ｔ＜４０ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　３５≦Ｔ＜４０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936428
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ４０≦ｔ＜４５ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　４０≦Ｔ＜４５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936430
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ４５≦ｔ＜５０ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　４５≦Ｔ＜５０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936432
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ５０≦ｔ＜５５ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　５０≦Ｔ＜５５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936434
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ５５≦ｔ＜６０ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　５５≦Ｔ＜６０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936436
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ６０≦ｔ＜６５ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　６０≦Ｔ＜６５ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936438
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ６５≦ｔ＜７０ｍｍ
厚板ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　６５≦Ｔ＜７０ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611936440
鋼板エキストラ 厚板ショットプライマーエキストラ 特定の塗料メーカー・種類を指定　ジンク系 ７０≦ｔ 厚板
ショットプライマー（１５マイクロメートルＡＶ両面）

厚板ショットプライマー　加算額 塗料指定　Ｚ系　７０≦Ｔ ｔ 9 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931806
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ ＴＭＣエキストラ （熱加工制御による熱処理加工製造材に係る）　現行規格エキ
ストラに対し

中厚板　加算額　ＴＭＣ 溶接構造用 ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931808 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 高ＹＰ保証エキストラ ＪＩＳ保証値に対しＹＰ値１０Ｎ／ｍｍ２アップごとに 中厚板　加算額　高ＹＰ保証 ＹＰ値１０Ｎ／ｍｍ２アップ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930200 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 狭ＹＰ保障エキストラ ＪＩＳ下限値に対し上限規制１００Ｎについて 中厚板　加算額　狭ＹＰ ＪＩＳ下限値：上限規制１００Ｎ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931810 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 低ＹＲ保証エキストラ ＹＲ≦８０％（ただし１２ｍｍ＜ｔに適用） 中厚板　加算額　低ＹＲ保証 ＹＲ≦８０％　１２ｍｍ＜Ｔ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611931812 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 低ＹＲ保証エキストラ ＹＲ≦７５％（ただし２５ｍｍ＜ｔに適用） 中厚板　加算額　低ＹＲ保証 ＹＲ≦７５％　２５ｍｍ＜Ｔ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930271
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ ＹＰ一定保証エキストラ 降伏点一定鋼（４０＜ｔ≦１００ｍｍ）　ＹＰ値に対す
るエキストラ

中厚板　加算額　ＹＰ一定保証 ＳＭ４００Ｃ－Ｈ他　Ｔ≦１００ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930284
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ 予熱低減保証と同時に冷間曲げ加工／
シャルピー吸収エネルギー１５０Ｊ・２００Ｊ保証が指定

中厚板　加算額　予熱低減保証 同時に冷間曲げ加工保証が指定 ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930272 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ Ｐｃｍ低減幅０．０２％以下 中厚板　加算額　予熱低減保証 低減幅～０．０２％以下 ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930274
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ Ｐｃｍ低減幅０．０２％超０．０４％以
下

中厚板　加算額　予熱低減保証 低減幅０．０２超０．０４％以下 ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930276
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ Ｐｃｍ低減幅０．０４％超０．０６％以
下

中厚板　加算額　予熱低減保証 低減幅０．０４超０．０６％以下 ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930278
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ Ｐｃｍ低減幅０．０６％超０．０８％以
下

中厚板　加算額　予熱低減保証 低減幅０．０６超０．０８％以下 ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930280
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ Ｐｃｍ低減幅０．０８％超０．１０％以
下

中厚板　加算額　予熱低減保証 低減幅０．０８超０．１％以下 ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930282
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 予熱低減保証（Ｐｃｍ指定）エキストラ Ｐｃｍ低減幅０．１０％以降０．０２％
ごとに

中厚板　加算額　予熱低減保証 低減幅０．１％以降０．０２％毎 ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930320 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ １５０Ｊ保障額 中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　１５０Ｊ保証　加算額 ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930322 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ ２００Ｊ保障額 中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　２００Ｊ保証　加算額 ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930286
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度０℃　ＳＭ４００・ＳＭＡ４００ Ｌ方
向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　０度　ＳＭ４００ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930288
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－５℃　ＳＭ４００・ＳＭＡ４００ Ｌ
方向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　－５度　ＳＭ４００ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930290
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－１０℃　ＳＭ４００・ＳＭＡ４００
Ｌ方向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　－１０度　ＳＭ４００ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930292
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－２０℃　ＳＭ４００・ＳＭＡ４００
Ｌ方向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　－２０度　ＳＭ４００ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930294
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－３０℃　ＳＭ４００・ＳＭＡ４００
Ｌ方向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　－３０度　ＳＭ４００ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930296
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－４０℃　ＳＭ４００・ＳＭＡ４００
Ｌ方向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　－４０度　ＳＭ４００ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930298
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度０℃　ＳＭ４９０・ＳＭ４９０Ｙ・ＳＭ
Ａ４９０・ＳＭ５２０ Ｌ方向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　０度　ＳＭ４９０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930300
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－５℃　ＳＭ４９０・ＳＭ４９０Ｙ・Ｓ
ＭＡ４９０・ＳＭ５２０ Ｌ方向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　－５度　ＳＭ４９０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930302
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－１０℃　ＳＭ４９０・ＳＭ４９０Ｙ・
ＳＭＡ４９０・ＳＭ５２０ Ｌ方向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　－１０度　ＳＭ４９０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

45 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930304
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－２０℃　ＳＭ４９０・ＳＭ４９０Ｙ・
ＳＭＡ４９０・ＳＭ５２０ Ｌ方向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　－２０度　ＳＭ４９０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930306
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－３０℃　ＳＭ４９０・ＳＭ４９０Ｙ・
ＳＭＡ４９０・ＳＭ５２０ Ｌ方向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　－３０度　ＳＭ４９０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930308
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－４０℃　ＳＭ４９０・ＳＭ４９０Ｙ・
ＳＭＡ４９０・ＳＭ５２０ Ｌ方向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　－４０度　ＳＭ４９０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930310
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－５℃　ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０　ｔ
≦５０ｍｍ Ｌ方向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　－５度　ＳＭ５７０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930312
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－１０℃　ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０
ｔ≦５０ｍｍ Ｌ方向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　－１０度　ＳＭ５７０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930314
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－１５℃　ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０
ｔ≦５０ｍｍ Ｌ方向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　－１５度　ＳＭ５７０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930316
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－２５℃　ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０
ｔ≦５０ｍｍ Ｌ方向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　－２５度　ＳＭ５７０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930318
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ 試験温度－４５℃　ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０
ｔ≦５０ｍｍ Ｌ方向シャルピーを対象

中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｌ方向　－４５度　ＳＭ５７０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611930324 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 冷間曲げ加工材指定エキストラ Ｃ方向シャルピー 中厚板　加算額　冷間曲げ加工 Ｃ方向　加算額 ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611933002
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 機械試験片採取位置１／２ｔ保証エキストラ ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０Ｗ・ＳＭ
Ａ５７０Ｐ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ

中厚板　加算額　１／２ｔ保証 ＳＭ５７０他　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611933004
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 機械試験片採取位置１／２ｔ保証エキストラ ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０Ｗ・ＳＭ
Ａ５７０Ｐ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ

中厚板　加算額　１／２ｔ保証 ＳＭ５７０他　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611933006
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 機械試験片採取位置１／２ｔ保証エキストラ ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０Ｗ・ＳＭ
Ａ５７０Ｐ　５０＜ｔ≦７５ｍｍ

中厚板　加算額　１／２ｔ保証 ＳＭ５７０他　Ｔ≦７５ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611934002
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 平坦度指定エキストラ（３ｍｍ／ｍ） ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０Ｗ・ＳＭＡ５７
０Ｐ　２５≦ｔ≦５０ｍｍ

中厚板　加算額　平坦度指定 ＳＭ５７０他　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611934004
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ 平坦度指定エキストラ（３ｍｍ／ｍ） ＳＭ５７０・ＳＭＡ５７０Ｗ・ＳＭＡ５７
０Ｐ　５０＜ｔ≦７５ｍｍ

中厚板　加算額　平坦度指定 ＳＭ５７０他　Ｔ≦７５ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932001
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　ｔ
≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４１％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４１ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932002
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　ｔ
≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932004
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　ｔ
≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932006
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　ｔ
≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932246
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　ｔ
≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932248
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　ｔ
≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932250
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　ｔ
≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932252
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　ｔ
≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932007
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　１
６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４２％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932008
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　１
６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932010
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　１
６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932012
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　１
６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932254
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　１
６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932256
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　１
６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932258
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　１
６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932013
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　３
８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４３％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦７５ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932014
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　３
８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦７５ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932016
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　３
８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦７５ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932018
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　３
８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦７５ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932260
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　３
８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦７５ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932262
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　３
８＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦７５ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932182
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　７
５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１００ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932184
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　７
５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１００ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932186
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　７
５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１００ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932264
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　７
５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１００ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932266
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０Ａ・ＳＭ４９０Ｂ・ＳＭ４９０Ｃ　７
５＜ｔ≦１００ｍｍ　Ｃ当量０．４８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１００ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932025
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦１６ｍｍ
Ｃ当量０．４２％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932026
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦１６ｍｍ
Ｃ当量０．４３％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932028
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦１６ｍｍ
Ｃ当量０．４４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932030
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦１６ｍｍ
Ｃ当量０．４５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932268
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦１６ｍｍ
Ｃ当量０．４６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932270
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦１６ｍｍ
Ｃ当量０．４７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932272
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦１６ｍｍ
Ｃ当量０．４８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932031
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　１６＜ｔ≦３
８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932032
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　１６＜ｔ≦３
８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932034
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　１６＜ｔ≦３
８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932036
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　１６＜ｔ≦３
８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932274
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　１６＜ｔ≦３
８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932276
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　１６＜ｔ≦３
８ｍｍ　Ｃ当量０．４８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932037
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５
０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932038
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５
０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932040
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５
０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932042
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５
０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932278
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ・ＳＭ４９０ＹＢ　３８＜ｔ≦５
０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭ４９０ＹＡ・ＹＢ　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932044
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ
当量０．４３％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３ ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932046
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ
当量０．４４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932048
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ
当量０．４５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932050
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ
当量０．４６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932280
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ
当量０．４７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932282
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ
当量０．４８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932052
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍ
ｍ　Ｃ当量０．４４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932054
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍ
ｍ　Ｃ当量０．４５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932056
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍ
ｍ　Ｃ当量０．４６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932058
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍ
ｍ　Ｃ当量０．４７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932284
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍ
ｍ　Ｃ当量０．４８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932060
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍ
ｍ　Ｃ当量０．４５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932062
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍ
ｍ　Ｃ当量０．４６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932064
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍ
ｍ　Ｃ当量０．４７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932066
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５２０Ｂ・ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍ
ｍ　Ｃ当量０．４８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭ５２０Ｂ・Ｃ　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932068 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％ 中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２ ＳＭ５７０　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932070 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％ 中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３ ＳＭ５７０　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932072 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％ 中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭ５７０　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932286 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％ 中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭ５７０　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932288 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％ 中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭ５７０　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932290 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４７％ 中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭ５７０　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932292 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４８％ 中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭ５７０　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932074
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４
２％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２ ＳＭ５７０　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932076
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４
３％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３ ＳＭ５７０　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932078
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４
４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭ５７０　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932294
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４
５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭ５７０　１６＜Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932296
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４
６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭ５７０　１６＜Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932298
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４
７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭ５７０　１６＜Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932300
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４
８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭ５７０　１６＜Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932080
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４
２％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２ ＳＭ５７０　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932082
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４
３％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３ ＳＭ５７０　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932084
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４
４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭ５７０　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932302
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４
５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭ５７０　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932304
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４
６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭ５７０　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932306
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４
７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭ５７０　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932308
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４
８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭ５７０　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932086
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４
３％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３ ＳＭ５７０　Ｔ≦７５ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932088
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４
４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭ５７０　Ｔ≦７５ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932090
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４
５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭ５７０　Ｔ≦７５ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932310
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４
６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭ５７０　５０＜Ｔ≦７５ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932312
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４
７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭ５７０　５０＜Ｔ≦７５ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932314
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭ５７０　５０＜ｔ≦７５ｍｍ　Ｃ当量０．４
８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭ５７０　５０＜Ｔ≦７５ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932188
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４２％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932190
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４３％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932192
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932194
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932316
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932318
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932320
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932196
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４２％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932198
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４３％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932200
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932202
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932204
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932322
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932324
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．４８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932206
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４３％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932208
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932210
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932212
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932214
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932326
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ４９０Ａ・ＳＭＡ４９０Ｂ・ＳＭＡ４９０
Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．４８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭＡ４９０ＡＢＣ　Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932216
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４
２％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２ ＳＭＡ５７０　６≦Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932218
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４
３％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３ ＳＭＡ５７０　６≦Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932220
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４
４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭＡ５７０　６≦Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932222
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４
５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭＡ５７０　６≦Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932328
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４
６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭＡ５７０　６≦Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932330
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４
７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭＡ５７０　６≦Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932332
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　６≦ｔ≦１６ｍｍ　Ｃ当量０．４
８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭＡ５７０　６≦Ｔ≦１６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932224
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．
４２％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４２ ＳＭＡ５７０　１６＜Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932226
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．
４３％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３ ＳＭＡ５７０　１６＜Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932228
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．
４４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭＡ５７０　１６＜Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932230
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．
４５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭＡ５７０　１６＜Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932232
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．
４６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭＡ５７０　１６＜Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932334
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．
４７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭＡ５７０　１６＜Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932336
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　１６＜ｔ≦３８ｍｍ　Ｃ当量０．
４８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭＡ５７０　１６＜Ｔ≦３８ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932234
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．
４３％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４３ ＳＭＡ５７０　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932236
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．
４４％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４４ ＳＭＡ５７０　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932238
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．
４５％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４５ ＳＭＡ５７０　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932240
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．
４６％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４６ ＳＭＡ５７０　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932242
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．
４７％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４７ ＳＭＡ５７０　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611932244
鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ カーボン（Ｃ）当量エキストラ ＳＭＡ５７０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ　Ｃ当量０．
４８％

中厚板　加算額　Ｃ当量０．４８ ＳＭＡ５７０　３８＜Ｔ≦５０ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611970020 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ ＬＰ鋼板エキストラ　形状エキストラ ＬＰ１（Ｔ１＞Ｔ２） ＬＰ鋼板エキストラ　加算額 形状種別コード　ＬＰ１ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611970025 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ ＬＰ鋼板エキストラ　形状エキストラ ＬＰ２（Ｔ１＞Ｔ２） ＬＰ鋼板エキストラ　加算額 形状種別コード　ＬＰ２ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611970030 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ ＬＰ鋼板エキストラ　形状エキストラ ＬＰ３（Ｔ２＞Ｔ１≧Ｔ３） ＬＰ鋼板エキストラ　加算額 形状種別コード　ＬＰ３ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611970035 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ ＬＰ鋼板エキストラ　形状エキストラ ＬＰ４（Ｔ２＞Ｔ１≧Ｔ３） ＬＰ鋼板エキストラ　加算額 形状種別コード　ＬＰ４ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611970040 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ ＬＰ鋼板エキストラ　形状エキストラ ＬＰ５（Ｔ１≧Ｔ３＞Ｔ２） ＬＰ鋼板エキストラ　加算額 形状種別コード　ＬＰ５ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611970045 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ ＬＰ鋼板エキストラ　形状エキストラ ＬＰ６（Ｔ１≧Ｔ３＞Ｔ２） ＬＰ鋼板エキストラ　加算額 形状種別コード　ＬＰ６ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611971005 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ ＬＰ鋼板エキストラ　狭幅エキストラ １，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ ＬＰ鋼板エキストラ　加算額 狭幅１０００≦Ｗ＜１２００ｍｍ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611971010 鋼板エキストラ 特別仕様エキストラ ＬＰ鋼板エキストラ　狭幅エキストラ １，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ ＬＰ鋼板エキストラ　加算額 狭幅１２００≦Ｗ＜１５００ｍｍ ｔ 10 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611950022 鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ ベース（無規格） 建築構造ＴＭＣＰ鋼　ベース規格 特殊鋼仕様　無規格 ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611950024
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＢＴ－ＨＴ　３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 日本製
鉄

建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ ＢＴ－ＨＴ３２５Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611950026
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＢＴ－ＨＴ　３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 日本製
鉄

建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ ＢＴ－ＨＴ３２５Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611950044
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＢＴ－ＨＴ　３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 日本製
鉄

建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ ＢＴ－ＨＴ３５５Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611950046
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＢＴ－ＨＴ　３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 日本製
鉄

建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ ＢＴ－ＨＴ３５５Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611950028
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＨＢＬ　３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ ＪＦＥス
チール

建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ ＨＢＬ３２５Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611950030
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＨＢＬ　３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ ＪＦＥス
チール

建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ ＨＢＬ３２５Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611950048
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＨＢＬ　３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ ＪＦＥス
チール

建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ ＨＢＬ３５５Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611950050
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＨＢＬ　３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ ＪＦＥス
チール

建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ ＨＢＬ３５５Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611950040
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＫＣＬ　Ａ　３２５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 神戸製
鋼所

建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ ＫＣＬＡ３２５Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611950042
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＫＣＬ　Ａ　３２５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 神戸製
鋼所

建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ ＫＣＬＡ３２５Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611950060
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＫＣＬ　Ａ　３５５Ｂ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 神戸製
鋼所

建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ ＫＣＬＡ３５５Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611950062
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 建築構造用ＴＭＣＰ鋼 ＫＣＬ　Ａ　３５５Ｃ　４０＜ｔ≦１００ｍｍ 神戸製
鋼所

建築構造ＴＭＣＰ鋼加算４０＜Ｔ ＫＣＬＡ３５５Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611941002 鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接構造用耐硫酸性鋼 Ｓ－ＴＥＮ１　６≦ｔ≦２５ｍｍ 日本製鉄 中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ Ｓ－ＴＥＮ　１ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611941004 鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接構造用耐硫酸性鋼 Ｓ－ＴＥＮ２　６≦ｔ≦２５ｍｍ 日本製鉄 中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ Ｓ－ＴＥＮ　２ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611941016
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接構造用耐硫酸性鋼 ＪＦＥ－ＡＳＡ　４００Ｄ　６≦ｔ≦２５ｍｍ ＪＦＥ
スチール

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＪＦＥ－ＡＳＡ４００Ｄ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611941018
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接構造用耐硫酸性鋼 ＪＦＥ－ＡＳＡ　４００Ｈ　６≦ｔ≦２５ｍｍ ＪＦＥ
スチール

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＪＦＥ－ＡＳＡ４００Ｈ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611941020
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接構造用耐硫酸性鋼 ＪＦＥ－ＡＳＡ　４００Ｗ　６≦ｔ≦２５ｍｍ ＪＦＥ
スチール

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＪＦＥ－ＡＳＡ４００Ｗ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611941012 鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接構造用耐硫酸性鋼 ＴＡＩＣＯＲ－Ｓ　６≦ｔ≦２５ｍｍ 神戸製鋼所 中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＴＡＩＣＯＲ－Ｓ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611944005 鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 塗装周期延長鋼 ＣＯＲＳＰＡＣＥ 日本製鉄 中厚板特殊鋼　加算額 ＣＯＲＳＰＡＣＥ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611944010 鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 塗装周期延長鋼 ＥＸＰＡＬ ＪＦＥスチール 中厚板特殊鋼　加算額 ＥＸＰＡＬ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611944015 鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 塗装周期延長鋼 エコビュー 神戸製鋼所 中厚板特殊鋼　加算額 エコビュー ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943002
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ 日本
製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８ ＮＡＷ　Ｋ４００Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943004
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ｂ　６≦ｔ≦３８ｍｍ 日本
製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８ ＮＡＷ　Ｋ４００Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943006
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ｃ　６≦ｔ≦３８ｍｍ 日本
製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８ ＮＡＷ　Ｋ４００Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943008
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８ ＣＯＲＴＥＮ４９０Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943010
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　６≦ｔ≦３８ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８ ＣＯＲＴＥＮ４９０Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943012
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　６≦ｔ≦３８ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８ ＣＯＲＴＥＮ４９０Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943014
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　５９０　６≦ｔ≦３８ｍｍ 日
本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８ ＣＯＲＴＥＮ５９０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943062
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943064
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ　６≦ｔ≦３８ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943066
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ　６≦ｔ≦３８ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943068
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ　６≦ｔ≦３８ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943070
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　６≦ｔ≦３８ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943072
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　６≦ｔ≦３８ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943074
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０　６≦ｔ≦３８ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦３８ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943102
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ａ　６≦ｔ≦２５ｍｍ 日本
製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＮＡＷ　Ｋ４００Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943104
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ 日本
製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＮＡＷ　Ｋ４００Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943106
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ 日本
製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＮＡＷ　Ｋ４００Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943108
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ａ　６≦ｔ≦２５ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＣＯＲＴＥＮ４９０Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943110
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＣＯＲＴＥＮ４９０Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943112
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＣＯＲＴＥＮ４９０Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943114
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　５９０　６≦ｔ≦２０ｍｍ 日
本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２０ ＣＯＲＴＥＮ５９０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943162
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ　６≦ｔ≦２５ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943164
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943166
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943168
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ　６≦ｔ≦２５ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943170
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　６≦ｔ≦２５ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943172
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　６≦ｔ≦２５ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943174
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０　６≦ｔ≦２５ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦２５ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943202
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ａ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 日
本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　２５＜Ｔ ＮＡＷ　Ｋ４００Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943204
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 日
本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　２５＜Ｔ ＮＡＷ　Ｋ４００Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943206
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 日
本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　２５＜Ｔ ＮＡＷ　Ｋ４００Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943208
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ａ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　２５＜Ｔ ＣＯＲＴＥＮ４９０Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943210
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　２５＜Ｔ ＣＯＲＴＥＮ４９０Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943212
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　２５＜Ｔ ＣＯＲＴＥＮ４９０Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943214
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　５９０　２０＜ｔ≦３８ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　２０＜Ｔ ＣＯＲＴＥＮ５９０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943262
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ　２５＜ｔ≦３８ｍ
ｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　２５＜Ｔ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943264
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍ
ｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　２５＜Ｔ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943266
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍ
ｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　２５＜Ｔ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943268
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ　２５＜ｔ≦３８ｍ
ｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　２５＜Ｔ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943270
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍ
ｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　２５＜Ｔ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943272
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ｍ
ｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　２５＜Ｔ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943274
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０　２５＜ｔ≦３８ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　２５＜Ｔ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943302
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ａ　６≦ｔ≦５０ｍｍ 日本
製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＮＡＷ　Ｋ４００Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943304
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ｂ　６≦ｔ≦５０ｍｍ 日本
製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＮＡＷ　Ｋ４００Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943306
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ｃ　６≦ｔ≦５０ｍｍ 日本
製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＮＡＷ　Ｋ４００Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943308
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ａ　６≦ｔ≦５０ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＣＯＲＴＥＮ４９０Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943310
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　６≦ｔ≦５０ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＣＯＲＴＥＮ４９０Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943312
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　６≦ｔ≦５０ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＣＯＲＴＥＮ４９０Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943314
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　５９０　６≦ｔ≦５０ｍｍ 日
本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＣＯＲＴＥＮ５９０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943362
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ　６≦ｔ≦５０ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943364
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ　６≦ｔ≦５０ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943366
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ　６≦ｔ≦５０ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943368
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ　６≦ｔ≦５０ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943370
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　６≦ｔ≦５０ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943372
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　６≦ｔ≦５０ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943374
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０　６≦ｔ≦５０ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943402
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ａ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 日
本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ ＮＡＷ　Ｋ４００Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943404
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 日
本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ ＮＡＷ　Ｋ４００Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943406
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＮＡＷ　Ｋ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ 日
本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ ＮＡＷ　Ｋ４００Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943408
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ａ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ ＣＯＲＴＥＮ４９０Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943410
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ ＣＯＲＴＥＮ４９０Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943412
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ ＣＯＲＴＥＮ４９０Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943414
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＣＯＲＴＥＮ　５９０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ
日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ ＣＯＲＴＥＮ５９０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943462
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ　３８＜ｔ≦５０ｍ
ｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943464
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍ
ｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943466
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍ
ｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４００Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943468
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ　３８＜ｔ≦５０ｍ
ｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943470
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ　３８＜ｔ≦５０ｍ
ｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｂ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943472
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ｍ
ｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ４９０Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611943474
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０　３８＜ｔ≦５０ｍｍ
神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　３８＜Ｔ ＴＡＩＣＯＲ　Ｅ５９０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940052
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＷＥＬＴＥＮ　６９０　６≦ｔ≦５０
ｍｍ 日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＷＥＬＴＥＮ６９０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940054
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＷＥＬＴＥＮ　６９０Ｃ　６≦ｔ≦５
０ｍｍ 日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＷＥＬＴＥＮ６９０Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940056
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＷＥＬＴＥＮ　７８０　６≦ｔ≦５０
ｍｍ 日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＷＥＬＴＥＮ７８０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940058
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＷＥＬＴＥＮ　７８０Ｃ　６≦ｔ≦５
０ｍｍ 日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＷＥＬＴＥＮ７８０Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940060
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＷＥＬＴＥＮ　７８０Ｐ　６≦ｔ≦５
０ｍｍ 日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＷＥＬＴＥＮ７８０Ｐ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940072
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ　６９０　６≦ｔ
≦５０ｍｍ ＪＦＥスチール

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ６９０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940062
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ　６９０Ｍ　６≦
ｔ≦５０ｍｍ ＪＦＥスチール

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ６９０Ｍ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940063
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ　７１０　６≦ｔ
≦５０ｍｍ ＪＦＥスチール

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ７１０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940070
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ　７１０Ｍ　６≦
ｔ≦５０ｍｍ ＪＦＥスチール

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ７１０Ｍ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940066
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ　７８０Ｆ　６≦
ｔ≦５０ｍｍ ＪＦＥスチール

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ７８０Ｆ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940074
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ　７８０Ｍ　６≦
ｔ≦５０ｍｍ ＪＦＥスチール

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ７８０Ｍ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940085
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） Ｋ－ＴＥＮ　７１０　６≦ｔ≦５０ｍ
ｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ Ｋ－ＴＥＮ７１０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940088
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） Ｋ－ＴＥＮ　７８０　６≦ｔ≦５０ｍ
ｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ Ｋ－ＴＥＮ７８０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940090
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） Ｋ－ＴＥＮ　７８０Ａ　６≦ｔ≦５０
ｍｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦５０ Ｋ－ＴＥＮ７８０Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940202
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＷＥＬＴＥＮ　６９０　５０＜ｔ≦７
５ｍｍ 日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦７５ ＷＥＬＴＥＮ６９０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940204
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＷＥＬＴＥＮ　６９０Ｃ　５０＜ｔ≦
７５ｍｍ 日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦７５ ＷＥＬＴＥＮ６９０Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940206
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＷＥＬＴＥＮ　７８０　５０＜ｔ≦７
５ｍｍ 日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦７５ ＷＥＬＴＥＮ７８０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940208
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＷＥＬＴＥＮ　７８０Ｃ　５０＜ｔ≦
７５ｍｍ 日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦７５ ＷＥＬＴＥＮ７８０Ｃ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940210
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＷＥＬＴＥＮ　７８０Ｐ　５０＜ｔ≦
７５ｍｍ 日本製鉄

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦７５ ＷＥＬＴＥＮ７８０Ｐ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940222
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ　６９０　５０＜
ｔ≦７５ｍｍ ＪＦＥスチール

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦７５ ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ６９０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940212
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ　６９０Ｍ　５０
＜ｔ≦７５ｍｍ ＪＦＥスチール

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦７５ ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ６９０Ｍ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940213
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ　７１０　５０＜
ｔ≦７５ｍｍ ＪＦＥスチール

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦７５ ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ７１０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940220
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ　７１０Ｍ　５０
＜ｔ≦７５ｍｍ ＪＦＥスチール

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦７５ ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ７１０Ｍ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940216
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ　７８０Ｆ　５０
＜ｔ≦７５ｍｍ ＪＦＥスチール

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦７５ ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ７８０Ｆ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940224
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ　７８０Ｍ　５０
＜ｔ≦７５ｍｍ ＪＦＥスチール

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦７５ ＪＦＥ－ＨＩＴＥＮ７８０Ｍ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940235
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） Ｋ－ＴＥＮ　７１０　５０≦ｔ≦７５
ｍｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦７５ Ｋ－ＴＥＮ７１０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940238
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） Ｋ－ＴＥＮ　７８０　５０≦ｔ≦７５
ｍｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦７５ Ｋ－ＴＥＮ７８０ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0611940240
鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 溶接性高張力鋼（６９０～７８０Ｎ級） Ｋ－ＴＥＮ　７８０Ａ　５０≦ｔ≦７
５ｍｍ 神戸製鋼所

中厚板特殊鋼　加算額　Ｔ≦７５ Ｋ－ＴＥＮ７８０Ａ ｔ 11 ○ ○ 0611 鋼板

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910015 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ベース（無規格） 広幅平鋼　ベース　規格 無規格 ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910025 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＳ４００ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＳ４００ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼
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月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910020 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＳ４９０ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＳ４９０ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910030 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ｍｍ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＭ４００Ａ　Ｔ≦３８ｍｍ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910035 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＭ４００Ａ　３８ｍｍ＜ｔ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＭ４００Ａ　３８ｍｍ＜Ｔ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910040 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＭ４００Ｂ　Ｔ≦２５ｍｍ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910045 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＭ４００Ｂ　２５＜Ｔ≦３８ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910050 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ｍｍ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＭ４９０Ａ　Ｔ≦５０ｍｍ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910060 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５ｍｍ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＭ４９０Ｂ　Ｔ≦２５ｍｍ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910065 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＭ４９０Ｂ　２５＜Ｔ≦３８ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910070 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＭ４９０Ｂ　３８ｍｍ＜ｔ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＭ４９０Ｂ　３８ｍｍ＜Ｔ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910100 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＮ４００Ａ　６≦ｔ≦４０ｍｍ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＮ４００Ａ　６≦Ｔ≦４０ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910105 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＮ４００Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＮ４００Ｂ　６≦Ｔ≦１２ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910110 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＮ４００Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＮ４００Ｂ　１２＜Ｔ≦４０ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910115 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＮ４００Ｃ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＮ４００Ｃ　１６≦Ｔ≦４０ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910120 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＮ４９０Ｂ　６≦ｔ≦１２ｍｍ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＮ４９０Ｂ　６≦Ｔ≦１２ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910125 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＮ４９０Ｂ　１２＜ｔ≦４０ｍｍ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＮ４９０Ｂ　１２＜Ｔ≦４０ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910130 広幅平鋼エキストラ 規格エキストラ ＳＮ４９０Ｃ　１６≦ｔ≦４０ｍｍ 広幅平鋼　加算額　規格 ＳＮ４９０Ｃ　１６≦Ｔ≦４０ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910080 広幅平鋼エキストラ 板厚エキストラ ベース（板厚９～２５ｍｍ） 広幅平鋼　ベース　板厚 板厚９～２５ｍｍ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼

月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼板・平鋼―エキ
ストラ―

0601910090 広幅平鋼エキストラ 板厚エキストラ ５ｍｍ又はその端数を増すごとに（板厚９～２５ｍｍをベースとして） 広幅平鋼　加算額　板厚 ５ｍｍ・端数ピッチ ｔ 11 ○ ○ 0601 平鋼
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異形棒鋼 0501012210 異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ１０ ０．５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ１０ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012213 異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ１３ ０．９９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ１３ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012216 異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ１６ １．５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ１６ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012219 異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ１９ ２．２５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ１９ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012222 異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ２２ ３．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ２２ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012225 異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ２５ ３．９８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ２５ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012310 異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１０ ０．５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ１０ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012313 異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１３ ０．９９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ１３ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012316 異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１６ １．５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ１６ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012319 異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１９ ２．２５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ１９ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012322 異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ２２ ３．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ２２ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012325 異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ２５ ３．９８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ２５ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012329 異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ２９ ５．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ２９ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012332 異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ３２ ６．２３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ３２ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012335 異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ３５ ７．５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ３５ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012338 異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ３８ ８．９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ３８ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012341 異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ４１ １０．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ４１ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501016351 異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ５１ １５．９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３４５ Ｄ５１ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼
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異形棒鋼 0501012625 異形棒鋼 ＳＤ３９０ Ｄ２５ ３．９８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３９０ Ｄ２５ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012629 異形棒鋼 ＳＤ３９０ Ｄ２９ ５．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３９０ Ｄ２９ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012632 異形棒鋼 ＳＤ３９０ Ｄ３２ ６．２３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３９０ Ｄ３２ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012635 異形棒鋼 ＳＤ３９０ Ｄ３５ ７．５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３９０ Ｄ３５ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012638 異形棒鋼 ＳＤ３９０ Ｄ３８ ８．９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３９０ Ｄ３８ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012641 異形棒鋼 ＳＤ３９０ Ｄ４１ １０．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ３９０ Ｄ４１ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012835 異形棒鋼 ＳＤ４９０ Ｄ３５ ７．５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ４９０ Ｄ３５ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012838 異形棒鋼 ＳＤ４９０ Ｄ３８ ８．９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ４９０ Ｄ３８ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012841 異形棒鋼 ＳＤ４９０ Ｄ４１ １０．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ４９０ Ｄ４１ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100002 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ１３ ０．９９５ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３４５ Ｄ１３ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100004 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ１６ １．５６ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３４５ Ｄ１６ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100006 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ１９ ２．２５ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３４５ Ｄ１９ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100008 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ２２ ３．０４ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３４５ Ｄ２２ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100010 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ２５ ３．９８ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３４５ Ｄ２５ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100012 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ２９ ５．０４ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３４５ Ｄ２９ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100014 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ３２ ６．２３ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３４５ Ｄ３２ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100016 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ３５ ７．５１ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３４５ Ｄ３５ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100018 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ３８ ８．９５ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３４５ Ｄ３８ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼
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ねじ節鉄筋 0501100020 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ４１ １０．５ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３４５ Ｄ４１ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100022 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５ Ｄ５１ １５．９ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３４５ Ｄ５１ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100024 ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０ Ｄ２５ ３．９８ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３９０ Ｄ２５ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100026 ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０ Ｄ２９ ５．０４ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３９０ Ｄ２９ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100028 ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０ Ｄ３２ ６．２３ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３９０ Ｄ３２ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100030 ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０ Ｄ３５ ７．５１ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３９０ Ｄ３５ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100032 ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０ Ｄ３８ ８．９５ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３９０ Ｄ３８ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100034 ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０ Ｄ４１ １０．５ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ３９０ Ｄ４１ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100036 ねじ節鉄筋 ＳＤ４９０ Ｄ３５ ７．５１ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ４９０ Ｄ３５ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100038 ねじ節鉄筋 ＳＤ４９０ Ｄ３８ ８．９５ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ４９０ Ｄ３８ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

ねじ節鉄筋 0501100040 ねじ節鉄筋 ＳＤ４９０ Ｄ４１ １０．５ｋｇ／ｍ ねじ節鉄筋　ＳＤ４９０ Ｄ４１ ｔ 16 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 0501960002 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ１０ 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ１０ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 0501960004 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ１３ 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ１３ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 0501960006 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ１６ 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ１６ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 0501960008 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ１９～２５ 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ１９～２５ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 0501960010 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ２９～３８ 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ２９～３８ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 0501960012 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ４１～５１ 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 Ｄ４１～５１ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501032401 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ １３ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ １３ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼
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一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501032402 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ １６ｍｍ １．５８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ １６ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501032412 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ １９ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ １９ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501032414 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ２２ｍｍ ２．９８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ ２２ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501032403 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ２５ｍｍ ３．８５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ ２５ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501032404 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ３２ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ ３２ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501032406 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ３８ｍｍ ８．９０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ ３８ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501032408 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ４４ｍｍ １１．９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ ４４ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501032410 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ４８ｍｍ １４．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ ４８ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501036402 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ５０ｍｍ １５．４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ ５０ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501036404 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ６０ｍｍ ２２．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ ６０ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501036406 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ６５ｍｍ ２６．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ ６５ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501036408 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ７０ｍｍ ３０．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ ７０ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501036410 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ７５ｍｍ ３４．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ ７５ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501036412 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ８０ｍｍ ３９．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ ８０ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501036414 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ９０ｍｍ ４９．９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ ９０ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501036416 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ １００ｍｍ ６１．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ １００ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501036418 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ １１０ｍｍ ７４．６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ １１０ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501036420 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ １３０ｍｍ １０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ １３０ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼
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一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501036422 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ １５０ｍｍ １３９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ １５０ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501036424 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ １８０ｍｍ ２００ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ １８０ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

一般構造用丸鋼（ＳＳ４００） 0501036426 一般構造用丸鋼 ＳＳ４００ ２００ｍｍ ２４７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１０１ 一般構造用丸鋼ＳＳ４００ ２００ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋用小形丸鋼（ＳＲ２３５） 0501022209 鉄筋用小形丸鋼 ＳＲ２３５ ９ｍｍ ０．４９９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 鉄筋用小形丸鋼　ＳＲ２３５ ９ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋用小形丸鋼（ＳＲ２３５） 0501022213 鉄筋用小形丸鋼 ＳＲ２３５ １３ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 鉄筋用小形丸鋼　ＳＲ２３５ １３ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋用小形丸鋼（ＳＲ２３５） 0501022216 鉄筋用小形丸鋼 ＳＲ２３５ １６～２５ｍｍ －ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 鉄筋用小形丸鋼　ＳＲ２３５ １６～２５ｍｍ ｔ 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080002 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１３ ３，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ１３　２ｍ以下 ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080004 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１６ ３，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ１６　２ｍ以下 ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080006 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１９ ３，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ１９　２ｍ以下 ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080008 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２２ ３，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ２２　２ｍ以下 ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080010 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２５ ３，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ２５　２ｍ以下 ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080012 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２９ ３，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ２９　２ｍ以下 ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080014 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３２ ３，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ３２　２ｍ以下 ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080016 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３５ ３，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ３５　２ｍ以下 ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080018 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３８ ３，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ３８　２ｍ以下 ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080020 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ４１ ３，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ４１　２ｍ以下 ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080022 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ５１ ３，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ５１　２ｍ以下 ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080024 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１３ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ１３　２ｍ～４ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼
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機械式鉄筋定着加工費 0501080026 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１６ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ１６　２ｍ～４ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080028 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１９ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ１９　２ｍ～４ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080030 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２２ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ２２　２ｍ～４ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080032 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２５ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ２５　２ｍ～４ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080034 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２９ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ２９　２ｍ～４ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080036 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３２ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ３２　２ｍ～４ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080038 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３５ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ３５　２ｍ～４ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080040 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３８ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ３８　２ｍ～４ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080042 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ４１ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ４１　２ｍ～４ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080044 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ５１ ３，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ５１　２ｍ～４ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080046 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１３ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ１３　４ｍ～６ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080048 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１６ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ１６　４ｍ～６ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080050 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１９ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ１９　４ｍ～６ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080052 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２２ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ２２　４ｍ～６ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080054 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２５ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ２５　４ｍ～６ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080056 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２９ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ２９　４ｍ～６ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080058 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３２ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ３２　４ｍ～６ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080060 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３５ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ３５　４ｍ～６ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼
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機械式鉄筋定着加工費 0501080062 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３８ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ３８　４ｍ～６ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080064 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ４１ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ４１　４ｍ～６ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080066 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ５１ ３，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ５１　４ｍ～６ｍ ３０００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080068 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１３ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ１３　２ｍ以下 ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080070 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１６ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ１６　２ｍ以下 ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080072 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１９ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ１９　２ｍ以下 ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080074 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２２ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ２２　２ｍ以下 ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080076 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２５ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ２５　２ｍ以下 ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080078 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２９ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ２９　２ｍ以下 ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080080 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３２ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ３２　２ｍ以下 ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080082 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３５ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ３５　２ｍ以下 ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080084 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３８ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ３８　２ｍ以下 ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080086 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ４１ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ４１　２ｍ以下 ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080088 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ５１ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ以下 鉄筋端部加工　Ｄ５１　２ｍ以下 ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080090 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１３ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ１３　２ｍ～４ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080092 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１６ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ１６　２ｍ～４ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080094 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１９ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ１９　２ｍ～４ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080096 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２２ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ２２　２ｍ～４ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼
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機械式鉄筋定着加工費 0501080098 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２５ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ２５　２ｍ～４ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080100 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２９ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ２９　２ｍ～４ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080102 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３２ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ３２　２ｍ～４ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080104 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３５ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ３５　２ｍ～４ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080106 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３８ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ３８　２ｍ～４ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080108 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ４１ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ４１　２ｍ～４ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080110 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ５１ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ２ｍ超～４ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ５１　２ｍ～４ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080112 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１３ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ１３　４ｍ～６ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080114 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１６ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ１６　４ｍ～６ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080116 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ１９ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ１９　４ｍ～６ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080118 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２２ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ２２　４ｍ～６ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080120 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２５ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ２５　４ｍ～６ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080122 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ２９ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ２９　４ｍ～６ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080124 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３２ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ３２　４ｍ～６ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080126 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３５ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ３５　４ｍ～６ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080128 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ３８ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ３８　４ｍ～６ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080130 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ４１ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ４１　４ｍ～６ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式鉄筋定着加工費 0501080132 機械式鉄筋定着加工費 鉄筋端部加工費 呼び径　Ｄ５１ ３，０００本以上～５０，０００本未満 ４ｍ超～６ｍ以下 鉄筋端部加工Ｄ５１　４ｍ～６ｍ ３０００以上～５００００本未満 箇所 22 ○ ○ 0501 棒鋼

69 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090002
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 曲げ加工　平鋼 ２０ｋｇ未満 リ
ング溶接含む

鉄筋かご部材　補強リング加工 曲げ　平鋼　２０ｋｇ未満 本 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090004
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 曲げ加工　平鋼 ２０ｋｇ以上～３
０ｋｇ未満 リング溶接含む

鉄筋かご部材　補強リング加工 曲げ　平鋼　２０～３０ｋｇ未満 本 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090006
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 曲げ加工　平鋼 ３０ｋｇ以上～４
０ｋｇ未満 リング溶接含む

鉄筋かご部材　補強リング加工 曲げ　平鋼　３０～４０ｋｇ未満 本 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090008
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 曲げ加工　平鋼 ４０ｋｇ以上 リ
ング溶接含む

鉄筋かご部材　補強リング加工 曲げ　平鋼　４０ｋｇ以上 本 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090010
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 曲げ加工　等辺山形鋼 ３０ｋｇ未
満 リング溶接含む

鉄筋かご部材　補強リング加工 曲げ　等辺山形鋼３０ｋｇ未満 本 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090012
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 曲げ加工　等辺山形鋼 ３０ｋｇ以
上～５５ｋｇ未満 リング溶接含む

鉄筋かご部材　補強リング加工 曲げ　等辺山形鋼３０～５５ｋｇ 本 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090014
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 曲げ加工　等辺山形鋼 ５５ｋｇ以
上～７５ｋｇ未満 リング溶接含む

鉄筋かご部材　補強リング加工 曲げ　等辺山形鋼５５～７５ｋｇ 本 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090016
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 曲げ加工　等辺山形鋼 ７５ｋｇ以
上（素材質量に乗算） リング溶接含む

鉄筋かご部材　補強リング加工 曲げ　等辺山形鋼７５ｋｇ以上 ｋｇ 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090018 鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 穴あけ加工　平鋼 穴１箇所 鉄筋かご部材　補強リング加工 穴あけ加工　平鋼　穴１箇所 箇所 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090020 鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 補強リング加工費 穴あけ加工　等辺山形鋼 穴１箇所 鉄筋かご部材　補強リング加工 穴あけ加工　等辺山形鋼穴１箇所 箇所 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090022
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 補強リング固定用Ｕボルト 鉄筋Ｄ２２用
ナット２個含む

鉄筋かご部材　標準　固定金具 補強リング固定用ＵボルトＤ２２ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090024
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 補強リング固定用Ｕボルト 鉄筋Ｄ２５用
ナット２個含む

鉄筋かご部材　標準　固定金具 補強リング固定用ＵボルトＤ２５ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090026
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 補強リング固定用Ｕボルト 鉄筋Ｄ２９用
ナット２個含む

鉄筋かご部材　標準　固定金具 補強リング固定用ＵボルトＤ２９ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090028
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 補強リング固定用Ｕボルト 鉄筋Ｄ３２用
ナット２個含む

鉄筋かご部材　標準　固定金具 補強リング固定用ＵボルトＤ３２ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090030
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 補強リング固定用Ｕボルト 鉄筋Ｄ３５用
ナット２個含む

鉄筋かご部材　標準　固定金具 補強リング固定用ＵボルトＤ３５ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090032
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 補強リング固定用Ｕボルト 鉄筋Ｄ３８用
ナット２個含む

鉄筋かご部材　標準　固定金具 補強リング固定用ＵボルトＤ３８ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090034
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 補強リング固定用Ｕボルト 鉄筋Ｄ４１用
ナット２個含む

鉄筋かご部材　標準　固定金具 補強リング固定用ＵボルトＤ４１ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090036
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 補強リング固定用Ｕボルト 鉄筋Ｄ５１用
ナット２個含む

鉄筋かご部材　標準　固定金具 補強リング固定用ＵボルトＤ５１ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼
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鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090038
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 重ね継手用Ｕボルト 鉄筋Ｄ２２用 ナット
２個及び裏当て材含む

鉄筋かご部材　標準　固定金具 重ね継手用Ｕボルト　Ｄ２２ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090040
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 重ね継手用Ｕボルト 鉄筋Ｄ２５用 ナット
２個及び裏当て材含む

鉄筋かご部材　標準　固定金具 重ね継手用Ｕボルト　Ｄ２５ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090042
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 重ね継手用Ｕボルト 鉄筋Ｄ２９用 ナット
２個及び裏当て材含む

鉄筋かご部材　標準　固定金具 重ね継手用Ｕボルト　Ｄ２９ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090044
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 重ね継手用Ｕボルト 鉄筋Ｄ３２用 ナット
２個及び裏当て材含む

鉄筋かご部材　標準　固定金具 重ね継手用Ｕボルト　Ｄ３２ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090046
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 重ね継手用Ｕボルト 鉄筋Ｄ３５用 ナット
２個及び裏当て材含む

鉄筋かご部材　標準　固定金具 重ね継手用Ｕボルト　Ｄ３５ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090048
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 重ね継手用Ｕボルト 鉄筋Ｄ３８用 ナット
２個及び裏当て材含む

鉄筋かご部材　標準　固定金具 重ね継手用Ｕボルト　Ｄ３８ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090050
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 重ね継手用Ｕボルト 鉄筋Ｄ４１用 ナット
２個及び裏当て材含む

鉄筋かご部材　標準　固定金具 重ね継手用Ｕボルト　Ｄ４１ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材 0501090052
鉄筋かご無溶接工法用部材　標準工法（補強リング＋Ｕボルト） 固定金具 重ね継手用Ｕボルト 鉄筋Ｄ５１用 ナット
２個及び裏当て材含む

鉄筋かご部材　標準　固定金具 重ね継手用Ｕボルト　Ｄ５１ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091002 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＵＳ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２～３８×組立筋Ｄ２２～２９ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＵＳ型　組立筋Ｄ２２ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091004 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＵＷ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２～３８×組立筋Ｄ２２～２５ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＵＷ型　組立筋Ｄ２２ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091006 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＵＷ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２～３８×組立筋Ｄ２９ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＵＷ型　組立筋Ｄ２９ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091008 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＣＳ型（２点ロック） 主筋Ｄ２２～３８×組立筋Ｄ２２～２５ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＣＳ型　組立筋Ｄ２２ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091010 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＣＷ型（２点ロック） 主筋Ｄ２２～３８×組立筋Ｄ２２～２５ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＣＷ型　組立筋Ｄ２２ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091012 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＦＺ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２～３８×平鋼５０～６５ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＦＺ型　平鋼５０ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091014 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＦＺ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２～３８×平鋼７５ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＦＺ型　平鋼７５ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091016 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＡＣ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２～３８×平鋼５０～７５ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＡＣ型　平鋼５０ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091018 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＡＺ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２～３８×アングル５０～６５ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＡＺ型　アングル５０ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091020 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＡＺ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２～３８×アングル７５ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＡＺ型　アングル７５ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼
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鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091022 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＵＢ型（２点ロック） 主筋Ｄ２２～３８×帯鉄筋Ｄ１６～１９ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＵＢ型　帯鉄筋Ｄ１６ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091024 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＲＳ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２～３８×帯鉄筋Ｄ２２～２９ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＲＳ型　帯鉄筋Ｄ２２ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091026 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＲＷ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２～３８×帯鉄筋Ｄ２２～２５ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＲＷ型　帯鉄筋Ｄ２２ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091028 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＭＬ型（主筋重ね継手） 主筋Ｄ３２～３８×主筋Ｄ３２～３８ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＭＬ型　主筋Ｄ３２ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091030 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＭＬ型（主筋重ね継手） 主筋Ｄ２５～２９×主筋Ｄ２５～２９ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＭＬ型　主筋Ｄ２５ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091032 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＭＬ型（主筋重ね継手） 主筋Ｄ２２×主筋Ｄ２２ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＭＬ型　主筋Ｄ２２ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091034 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＫＬ型（組立筋重ね継手） 組立筋Ｄ１６×組立筋Ｄ１６ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＫＬ型　組立筋Ｄ１６ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091036 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＫＬ型（組立筋重ね継手） 組立筋Ｄ１９×組立筋Ｄ１９ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＫＬ型　組立筋Ｄ１９ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091038 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＫＬ型（組立筋重ね継手） 組立筋Ｄ２２×組立筋Ｄ２２ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＫＬ型　組立筋Ｄ２２ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091040 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＳＨ型（底鉄筋） 主筋Ｄ２２～３８×底鉄筋Ｄ１３～１６ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＳＨ型　底鉄筋Ｄ１３ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091042 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック Ｚ型スペーサー 主筋Ｄ２２～３８ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック Ｚ型スペーサー　主筋Ｄ２２ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091044 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック Ｘ型スペーサー 主筋Ｄ２２～３８×帯鉄筋Ｄ１３～２９ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック Ｘ型スペーサー　帯鉄筋Ｄ１３ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091046 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＳＨ型スペーサー 主筋Ｄ２２～３８×スペーサーＤ１３～１６ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＳＨ型スペーサ　スペーサＤ１３ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091048 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＦＢ・アングル固定用ＢＮ 主筋Ｄ２２～２５　ＢＮ　Ｕ４５－１７ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＦＢアングル固定ＢＮ主筋Ｄ２２ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091050 鉄筋かご無溶接工法用部材　ゼスロック ＦＢ・アングル固定用ＢＮ 主筋Ｄ３２～３５　ＢＮ　Ｕ５１－１７ ゼン技研 鉄筋かご部材　ゼスロック ＦＢアングル固定ＢＮ主筋Ｄ３２ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091052 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ガチットフックＡタイプ 主筋とＦＢ固定　Ｄ１３～３２ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ガチットフックＡ　Ｄ１３ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091054 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ガチットフックＡタイプ 主筋とＦＢ固定　Ｄ３５～４１ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ガチットフックＡ　Ｄ３５ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091056 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ガチットフックＢタイプ 主筋とＦＢ固定　Ｄ１３～３２ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ガチットフックＢ　Ｄ１３ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼
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鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091058 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ガチットフックＢタイプ 主筋とＦＢ固定　Ｄ３５～４１ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ガチットフックＢ　Ｄ３５ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091060 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ガチットフックＢＷタイプ 主筋とＦＢ固定　Ｄ１３～３２ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ガチットフックＢＷ　Ｄ１３ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091062 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ガチットフックＢＷタイプ 主筋とＦＢ固定　Ｄ３５～４１ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ガチットフックＢＷ　Ｄ３５ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091064 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ガチットフックＳＪタイプ 主筋重ね継手用　Ｄ１３～３２ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ガチットフックＳＪ　Ｄ１３ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091066 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ガチットフックＳＪタイプ 主筋重ね継手用　Ｄ３５～４１ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ガチットフックＳＪ　Ｄ３５ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091068 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ガチットフックＦＪタイプ 帯鉄筋重ね継手用　Ｄ１３～３２ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ガチットフックＦＪ　Ｄ１３ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091070 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ガチットフックＦＪタイプ 帯鉄筋重ね継手用　Ｄ３５～４１ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ガチットフックＦＪ　Ｄ３５ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091072 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ガチットフックＴＴタイプ 主筋と帯鉄筋固定　Ｄ１３～３２ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ガチットフックＴＴ　Ｄ１３ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091074 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ガチットフックＴＴタイプ 主筋と帯鉄筋固定　Ｄ３５～４１ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ガチットフックＴＴ　Ｄ３５ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091076 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ガチットスペーサー Ｄ１３×座金付（Ｕボルト使用）　Ｄ１３～３２ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ガチットスペーサー　Ｄ１３ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091078 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ガチットスペーサー Ｄ１３×座金付（Ｕボルト使用）　Ｄ３５～４１ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ガチットスペーサー　Ｄ３５ 個 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091080 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ピタットフープ アプセットバット溶接　Ｄ１３ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ピタットフープ　Ｄ１３ 本 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091082 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ピタットフープ アプセットバット溶接　Ｄ１６ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ピタットフープ　Ｄ１６ 本 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091084 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ピタットフープ アプセットバット溶接　Ｄ１９ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ピタットフープ　Ｄ１９ 本 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091086 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ピタットフープ アプセットバット溶接　Ｄ２２ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ピタットフープ　Ｄ２２ 本 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091088 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ピタットフープ アプセットバット溶接　Ｄ２５ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ピタットフープ　Ｄ２５ 本 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091090 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 ピタットフープ アプセットバット溶接　Ｄ２９ 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 ピタットフープ　Ｄ２９ 本 23 ○ ○ 0501 棒鋼

鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091092 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 補強枠製作費 ＦＢ９Ｔ×５０～７５　径１２００まで 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 補強枠製作費　径１２００まで 本 23 ○ ○ 0501 棒鋼
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鉄筋かご無溶接工法用部材―ブランド品― 0501091094 鉄筋かご無溶接工法用部材　ＫＳ工法 補強枠製作費 ＦＢ９Ｔ×５０～７５　径１５００まで 恵信工業 鉄筋かご部材　ＫＳ工法 補強枠製作費　径１５００まで 本 23 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055113 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ１３ 建築用 ねじ節鉄筋継手 Ｄ１３　建築用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055116 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ１６ 建築用 ねじ節鉄筋継手 Ｄ１６　建築用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055119 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ１９ 建築用 ねじ節鉄筋継手 Ｄ１９　建築用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055122 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ２２ 建築用 ねじ節鉄筋継手 Ｄ２２　建築用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055125 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ２５ 建築用 ねじ節鉄筋継手 Ｄ２５　建築用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055129 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ２９ 建築用 ねじ節鉄筋継手 Ｄ２９　建築用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055132 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ３２ 建築用 ねじ節鉄筋継手 Ｄ３２　建築用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055135 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ３５ 建築用 ねじ節鉄筋継手 Ｄ３５　建築用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055138 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ３８ 建築用 ねじ節鉄筋継手 Ｄ３８　建築用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055141 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ４１ 建築用 ねじ節鉄筋継手 Ｄ４１　建築用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055151 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ５１ 建築用 ねじ節鉄筋継手 Ｄ５１　建築用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055213 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ１３ 土木用 ★ ねじ節鉄筋継手 Ｄ１３　土木用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055216 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ１６ 土木用 ★ ねじ節鉄筋継手 Ｄ１６　土木用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055219 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ１９ 土木用 ★ ねじ節鉄筋継手 Ｄ１９　土木用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055222 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ２２ 土木用 ★ ねじ節鉄筋継手 Ｄ２２　土木用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055225 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ２５ 土木用 ★ ねじ節鉄筋継手 Ｄ２５　土木用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055229 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ２９ 土木用 ★ ねじ節鉄筋継手 Ｄ２９　土木用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼
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機械式継手 0501055232 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ３２ 土木用 ★ ねじ節鉄筋継手 Ｄ３２　土木用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055235 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ３５ 土木用 ★ ねじ節鉄筋継手 Ｄ３５　土木用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055238 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ３８ 土木用 ★ ねじ節鉄筋継手 Ｄ３８　土木用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055241 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ４１ 土木用 ★ ねじ節鉄筋継手 Ｄ４１　土木用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055251 機械式継手 ねじ節鉄筋継手 呼び径　Ｄ５１ 土木用 ★ ねじ節鉄筋継手 Ｄ５１　土木用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053113 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ１３ 継手一般用 ★ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３　継手一般用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053116 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ１６ 継手一般用 ★ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６　継手一般用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053119 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ１９ 継手一般用 ★ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９　継手一般用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053122 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ２２ 継手一般用 ★ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２　継手一般用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053125 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ２５ 継手一般用 ★ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５　継手一般用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053129 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ２９ 継手一般用 ★ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９　継手一般用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053132 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ３２ 継手一般用 ★ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２　継手一般用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053135 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ３５ 継手一般用 ★ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５　継手一般用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053138 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ３８ 継手一般用 ★ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８　継手一般用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053141 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ４１ 継手一般用 ★ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１　継手一般用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053151 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ５１ 継手一般用 ★ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１　継手一般用 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053213 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ１３ 打継用標準タイプ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１３　打継用標準タイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053216 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ１６ 打継用標準タイプ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１６　打継用標準タイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼
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機械式継手 0501053219 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ１９ 打継用標準タイプ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ１９　打継用標準タイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053222 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ２２ 打継用標準タイプ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２２　打継用標準タイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053225 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ２５ 打継用標準タイプ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２５　打継用標準タイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053229 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ２９ 打継用標準タイプ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ２９　打継用標準タイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053232 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ３２ 打継用標準タイプ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３２　打継用標準タイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053235 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ３５ 打継用標準タイプ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３５　打継用標準タイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053238 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ３８ 打継用標準タイプ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ３８　打継用標準タイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053241 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ４１ 打継用標準タイプ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ４１　打継用標準タイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501053251 機械式継手 摩擦圧接ネジ継手 呼び径　Ｄ５１ 打継用標準タイプ 摩擦圧接ネジ継手 Ｄ５１　打継用標準タイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070010 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１３ Ａタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ１３　Ａタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070020 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１６ Ａタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ１６　Ａタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070030 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１９ Ａタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ１９　Ａタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070040 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２２ Ａタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ２２　Ａタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070050 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２５ Ａタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ２５　Ａタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070060 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２９ Ａタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ２９　Ａタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070070 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３２ Ａタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ３２　Ａタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070080 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３５ Ａタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ３５　Ａタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070090 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３８ Ａタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ３８　Ａタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼
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機械式継手 0501070100 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ４１ Ａタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ４１　Ａタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070110 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ５１ Ａタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ５１　Ａタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070112 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１３ Ｂタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ１３　Ｂタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070114 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１６ Ｂタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ１６　Ｂタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070116 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１９ Ｂタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ１９　Ｂタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070118 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２２ Ｂタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ２２　Ｂタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070120 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２５ Ｂタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ２５　Ｂタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070122 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２９ Ｂタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ２９　Ｂタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070124 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３２ Ｂタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ３２　Ｂタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070126 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３５ Ｂタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ３５　Ｂタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070128 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３８ Ｂタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ３８　Ｂタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070130 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ４１ Ｂタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ４１　Ｂタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070132 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ５１ Ｂタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ５１　Ｂタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070134 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１３ Ｈタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ１３　Ｈタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070136 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１６ Ｈタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ１６　Ｈタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070138 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ１９ Ｈタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ１９　Ｈタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070140 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２２ Ｈタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ２２　Ｈタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070142 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２５ Ｈタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ２５　Ｈタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼
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機械式継手 0501070144 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ２９ Ｈタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ２９　Ｈタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070146 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３２ Ｈタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ３２　Ｈタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070148 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３５ Ｈタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ３５　Ｈタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070150 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ３８ Ｈタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ３８　Ｈタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070152 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ４１ Ｈタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ４１　Ｈタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501070154 機械式継手 スリーブ圧着ネジ継手 呼び径　Ｄ５１ Ｈタイプ ★ スリーブ圧着ネジ継手 Ｄ５１　Ｈタイプ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055316 機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ５Ｕ スリーブ長２４０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ１６ モルタル充てん継手 Ｓ５Ｕ　２４０ｍｍ　Ｄ１６ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055319 機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ６Ｕ スリーブ長２７０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ１９ モルタル充てん継手 Ｓ６Ｕ　２７０ｍｍ　Ｄ１９ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055322 機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ７Ｕ スリーブ長３００ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ２２ モルタル充てん継手 Ｓ７Ｕ　３００ｍｍ　Ｄ２２ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055325 機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ８Ｕ スリーブ長３３０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ２５ モルタル充てん継手 Ｓ８Ｕ　３３０ｍｍ　Ｄ２５ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055329 機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ９Ｕ スリーブ長３７０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ２９ モルタル充てん継手 Ｓ９Ｕ　３７０ｍｍ　Ｄ２９ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055332 機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ１０Ｕ スリーブ長４１０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ３２ モルタル充てん継手 Ｓ１０Ｕ　４１０ｍｍ　Ｄ３２ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055335 機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ１１Ｕ スリーブ長４５０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ３５ モルタル充てん継手 Ｓ１１Ｕ　４５０ｍｍ　Ｄ３５ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055338 機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ１２Ｕ スリーブ長４９０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ３８ モルタル充てん継手 Ｓ１２Ｕ　４９０ｍｍ　Ｄ３８ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055341 機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ１３Ｕ スリーブ長５５０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ４１ モルタル充てん継手 Ｓ１３Ｕ　５５０ｍｍ　Ｄ４１ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501055351 機械式継手 モルタル充てん継手 Ｓ１６Ｕ スリーブ長７１０ｍｍ 使用鉄筋　呼び径　Ｄ５１ モルタル充てん継手 Ｓ１６Ｕ　７１０ｍｍ　Ｄ５１ 組 24 ○ ○ 0501 棒鋼

機械式継手 0501059960 機械式継手 モルタル充てん継手 グラウト材　ＳＳモルタル １５ｋｇ／袋 モルタル充てん継手 グラウト材　ＳＳモルタル 袋 24 ○ ○ 0501 棒鋼

平鋼 0601011031 平鋼 ＳＳ４００ 厚３ｍｍ ×幅２５～３８ｍｍ －ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ３×２５～３８ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼
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平鋼 0601011041 平鋼 ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ ×幅２５ｍｍ ０．８８３ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ４．５×２５ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011042 平鋼 ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ ×幅３２～３８ｍｍ －ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ４．５×３２～３８ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011043 平鋼 ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ ×幅５０ｍｍ １．７７ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ４．５×５０ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011063 平鋼 ＳＳ４００ 厚６ｍｍ ×幅２５ｍｍ １．１８ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ６×２５ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011064 平鋼 ＳＳ４００ 厚６ｍｍ ×幅３２～４４ｍｍ －ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ６×３２～４４ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011068 平鋼 ＳＳ４００ 厚６ｍｍ ×幅５０ｍｍ ２．３６ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ６×５０ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011002 平鋼 ＳＳ４００ 厚６ｍｍ ×幅６５ｍｍ ３．０６ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ６ｍｍ×６５ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011069 平鋼 ＳＳ４００ 厚６ｍｍ ×幅７５ｍｍ ３．５３ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ６×７５ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011066 平鋼 ＳＳ４００ 厚６ｍｍ ×幅９０～１００ｍｍ －ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ６×９０～１００ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011067 平鋼 ＳＳ４００ 厚６ｍｍ ×幅１２５ｍｍ ５．８９ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ６×１２５ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011094 平鋼 ＳＳ４００ 厚９ｍｍ ×幅２５ｍｍ １．７７ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ９×２５ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011095 平鋼 ＳＳ４００ 厚９ｍｍ ×幅３２～４４ｍｍ －ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ９×３２～４４ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011090 平鋼 ＳＳ４００ 厚９ｍｍ ×幅５０ｍｍ ３．５３ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ９×５０ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011004 平鋼 ＳＳ４００ 厚９ｍｍ ×幅６５ｍｍ ４．５９ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ９ｍｍ×６５ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011099 平鋼 ＳＳ４００ 厚９ｍｍ ×幅７５ｍｍ ５．３０ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ９×７５ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011097 平鋼 ＳＳ４００ 厚９ｍｍ ×幅９０～１００ｍｍ －ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ９×９０～１００ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011098 平鋼 ＳＳ４００ 厚９ｍｍ ×幅１２５ｍｍ ８．８３ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ９×１２５ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011124 平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅２５ｍｍ ２．３６ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ １２×２５ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼
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平鋼 0601011125 平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅３２～４４ｍｍ －ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ １２×３２～４４ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011120 平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅５０ｍｍ ４．７１ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ １２×５０ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011129 平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅７５ｍｍ ７．０６ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ １２×７５ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011127 平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅９０～１００ｍｍ －ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ １２×９０～１００ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011128 平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅１２５ｍｍ １１．８ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ １２×１２５ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011164 平鋼 ＳＳ４００ 厚１６ｍｍ ×幅３２～３８ｍｍ －ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ １６×３２～３８ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011167 平鋼 ＳＳ４００ 厚１６ｍｍ ×幅５０ｍｍ ６．２８ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ １６×５０ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011168 平鋼 ＳＳ４００ 厚１６ｍｍ ×幅７５ｍｍ ９．４２ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ １６×７５ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011166 平鋼 ＳＳ４００ 厚１６ｍｍ ×幅９０～１００ｍｍ －ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ １６×９０～１００ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011194 平鋼 ＳＳ４００ 厚１９ｍｍ ×幅３２～３８ｍｍ －ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ １９×３２～３８ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011197 平鋼 ＳＳ４００ 厚１９ｍｍ ×幅５０ｍｍ ７．４６ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ １９×５０ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011198 平鋼 ＳＳ４００ 厚１９ｍｍ ×幅７５ｍｍ １１．２ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ １９×７５ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011196 平鋼 ＳＳ４００ 厚１９ｍｍ ×幅９０～１００ｍｍ －ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ １９×９０～１００ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011223 平鋼 ＳＳ４００ 厚２２ｍｍ ×幅７５ｍｍ １３．０ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ２２×７５ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011222 平鋼 ＳＳ４００ 厚２２ｍｍ ×幅９０～１００ｍｍ －ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ２２×９０～１００ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011253 平鋼 ＳＳ４００ 厚２５ｍｍ ×幅７５ｍｍ １４．７ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ２５×７５ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

平鋼 0601011252 平鋼 ＳＳ４００ 厚２５ｍｍ ×幅９０～１００ｍｍ －ｋｇ／ｍ 平鋼　ＳＳ４００ ２５×９０～１００ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

広幅平鋼 0601011061 広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚６ｍｍ ×幅２００ｍｍ ９．４２ｋｇ／ｍ 広幅平鋼　ＳＳ４００ ６×２００ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼
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広幅平鋼 0601011062 広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚６ｍｍ ×幅２５０ｍｍ １１．８ｋｇ／ｍ 広幅平鋼　ＳＳ４００ ６×２５０ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

広幅平鋼 0601011091 広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚９ｍｍ ×幅２００ｍｍ １４．１ｋｇ／ｍ 広幅平鋼　ＳＳ４００ ９×２００ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

広幅平鋼 0601011092 広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚９ｍｍ ×幅２５０ｍｍ １７．７ｋｇ／ｍ 広幅平鋼　ＳＳ４００ ９×２５０ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

広幅平鋼 0601011093 広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚９ｍｍ ×幅３００ｍｍ ２１．２ｋｇ／ｍ 広幅平鋼　ＳＳ４００ ９×３００ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

広幅平鋼 0601011121 広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅２００ｍｍ １８．８ｋｇ／ｍ 広幅平鋼　ＳＳ４００ １２×２００ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

広幅平鋼 0601011122 広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅２５０ｍｍ ２３．６ｋｇ／ｍ 広幅平鋼　ＳＳ４００ １２×２５０ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

広幅平鋼 0601011123 広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１２ｍｍ ×幅３００ｍｍ ２８．３ｋｇ／ｍ 広幅平鋼　ＳＳ４００ １２×３００ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

広幅平鋼 0601011161 広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１６ｍｍ ×幅２００ｍｍ ２５．１ｋｇ／ｍ 広幅平鋼　ＳＳ４００ １６×２００ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

広幅平鋼 0601011162 広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１６ｍｍ ×幅２５０ｍｍ ３１．４ｋｇ／ｍ 広幅平鋼　ＳＳ４００ １６×２５０ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

広幅平鋼 0601011163 広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１６ｍｍ ×幅３００ｍｍ ３７．７ｋｇ／ｍ 広幅平鋼　ＳＳ４００ １６×３００ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

広幅平鋼 0601011191 広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１９ｍｍ ×幅２００ｍｍ ２９．８ｋｇ／ｍ 広幅平鋼　ＳＳ４００ １９×２００ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

広幅平鋼 0601011192 広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１９ｍｍ ×幅２５０ｍｍ ３７．３ｋｇ／ｍ 広幅平鋼　ＳＳ４００ １９×２５０ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

広幅平鋼 0601011193 広幅平鋼 ＳＳ４００ 厚１９ｍｍ ×幅３００ｍｍ ４４．７ｋｇ／ｍ 広幅平鋼　ＳＳ４００ １９×３００ｍｍ ｔ 25 ○ ○ 0601 平鋼

Ｈ形鋼 0605054205 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高１００ｍｍ×幅１００ｍｍ×厚（１）６ｍｍ×厚（２）８ｍｍ １６．９ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　広幅 １００×１００×６×８ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054210 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高１２５ｍｍ×幅１２５ｍｍ×厚（１）６．５ｍｍ×厚（２）９ｍｍ ２３．６ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　広幅 １２５×１２５×６．５×９ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054215 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高１５０ｍｍ×幅１５０ｍｍ×厚（１）７ｍｍ×厚（２）１０ｍｍ ３１．１ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　広幅 １５０×１５０×７×１０ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054220 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高１７５ｍｍ×幅１７５ｍｍ×厚（１）７．５ｍｍ×厚（２）１１ｍｍ ４０．４ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　広幅 １７５×１７５×７．５×１１ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054225 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高２００ｍｍ×幅２００ｍｍ×厚（１）８ｍｍ×厚（２）１２ｍｍ ４９．９ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　広幅 ２００×２００×８×１２ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼
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Ｈ形鋼 0605054230 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高２５０ｍｍ×幅２５０ｍｍ×厚（１）９ｍｍ×厚（２）１４ｍｍ ７１．８ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　広幅 ２５０×２５０×９×１４ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054235 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高３００ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚（１）１０ｍｍ×厚（２）１５ｍｍ ９３．０ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　広幅 ３００×３００×１０×１５ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054240 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高３５０ｍｍ×幅３５０ｍｍ×厚（１）１２ｍｍ×厚（２）１９ｍｍ １３５．０ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　広幅 ３５０×３５０×１２×１９ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054245 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 広幅 高４００ｍｍ×幅４００ｍｍ×厚（１）１３ｍｍ×厚（２）２１ｍｍ １７２．０ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　広幅 ４００×４００×１３×２１ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054405 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高１４８ｍｍ×幅１００ｍｍ×厚（１）６ｍｍ×厚（２）９ｍｍ ２０．７ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中幅 １４８×１００×６×９ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054410 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高１９４ｍｍ×幅１５０ｍｍ×厚（１）６ｍｍ×厚（２）９ｍｍ ２９．９ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中幅 １９４×１５０×６×９ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054415 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高２４４ｍｍ×幅１７５ｍｍ×厚（１）７ｍｍ×厚（２）１１ｍｍ ４３．６ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中幅 ２４４×１７５×７×１１ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054420 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高２９４ｍｍ×幅２００ｍｍ×厚（１）８ｍｍ×厚（２）１２ｍｍ ５５．８ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中幅 ２９４×２００×８×１２ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054425 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高３４０ｍｍ×幅２５０ｍｍ×厚（１）９ｍｍ×厚（２）１４ｍｍ ７８．１ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中幅 ３４０×２５０×９×１４ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054430 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高３９０ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚（１）１０ｍｍ×厚（２）１６ｍｍ １０５．０ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中幅 ３９０×３００×１０×１６ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054435 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高４４０ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚（１）１１ｍｍ×厚（２）１８ｍｍ １２１．０ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中幅 ４４０×３００×１１×１８ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054440 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高４８８ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚（１）１１ｍｍ×厚（２）１８ｍｍ １２５．０ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中幅 ４８８×３００×１１×１８ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054445 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高５８８ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚（１）１２ｍｍ×厚（２）２０ｍｍ １４７．０ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中幅 ５８８×３００×１２×２０ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054450 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高７００ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚（１）１３ｍｍ×厚（２）２４ｍｍ １８２．０ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中幅 ７００×３００×１３×２４ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054455 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高８００ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚（１）１４ｍｍ×厚（２）２６ｍｍ ２０７．０ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中幅 ８００×３００×１４×２６ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054460 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 中幅 高９００ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚（１）１６ｍｍ×厚（２）２８ｍｍ ２４０．０ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　中幅 ９００×３００×１６×２８ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054605 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚（１）５ｍｍ×厚（２）７ｍｍ ９．３ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　細幅 １００×５０×５×７ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054610 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高１５０ｍｍ×幅７５ｍｍ×厚（１）５ｍｍ×厚（２）７ｍｍ １４．０ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　細幅 １５０×７５×５×７ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼
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Ｈ形鋼 0605054615 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高１７５ｍｍ×幅９０ｍｍ×厚（１）５ｍｍ×厚（２）８ｍｍ １８．０ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　細幅 １７５×９０×５×８ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054620 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高２００ｍｍ×幅１００ｍｍ×厚（１）５．５ｍｍ×厚（２）８ｍｍ ２０．９ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　細幅 ２００×１００×５．５×８ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054625 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高２５０ｍｍ×幅１２５ｍｍ×厚（１）６ｍｍ×厚（２）９ｍｍ ２９．０ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　細幅 ２５０×１２５×６×９ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054630 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高３００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×厚（１）６．５ｍｍ×厚（２）９ｍｍ ３６．７ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　細幅 ３００×１５０×６．５×９ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054635 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高３５０ｍｍ×幅１７５ｍｍ×厚（１）７ｍｍ×厚（２）１１ｍｍ ４９．４ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　細幅 ３５０×１７５×７×１１ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054640 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高４００ｍｍ×幅２００ｍｍ×厚（１）８ｍｍ×厚（２）１３ｍｍ ６５．４ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　細幅 ４００×２００×８×１３ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054645 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高４５０ｍｍ×幅２００ｍｍ×厚（１）９ｍｍ×厚（２）１４ｍｍ ７４．９ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　細幅 ４５０×２００×９×１４ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054650 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高５００ｍｍ×幅２００ｍｍ×厚（１）１０ｍｍ×厚（２）１６ｍｍ ８８．２ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　細幅 ５００×２００×１０×１６ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

Ｈ形鋼 0605054655 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 細幅 高６００ｍｍ×幅２００ｍｍ×厚（１）１１ｍｍ×厚（２）１７ｍｍ １０３．０ｋｇ／ｍ Ｈ形鋼　ＳＳ４００　細幅 ６００×２００×１１×１７ ｔ 26 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014202 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形 厚３ｍｍ×辺２０ｍｍ×辺２０ｍｍ ０．８８５ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　小形 ３×２０×２０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014204 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形 厚３ｍｍ×辺２５ｍｍ×辺２５ｍｍ １．１２ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　小形 ３×２５×２５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014206 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形 厚３ｍｍ×辺３０ｍｍ×辺３０ｍｍ １．３６ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　小形 ３×３０×３０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014208 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形 厚３ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺４０ｍｍ １．８３ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　小形 ３×４０×４０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014210 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形 厚５ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺４０ｍｍ ２．９５ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　小形 ５×４０×４０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014402 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚４ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ ３．０６ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 ４×５０×５０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014404 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚６ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ ４．４３ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 ６×５０×５０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014406 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚６ｍｍ×辺６５ｍｍ×辺６５ｍｍ ５．９１ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 ６×６５×６５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014408 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚８ｍｍ×辺６５ｍｍ×辺６５ｍｍ ７．６６ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 ８×６５×６５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼
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等辺山形鋼 0605014410 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚６ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺７５ｍｍ ６．８５ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 ６×７５×７５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014412 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚９ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺７５ｍｍ ９．９６ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 ９×７５×７５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014414 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚１２ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺７５ｍｍ １３．０ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 １２×７５×７５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014416 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚７ｍｍ×辺９０ｍｍ×辺９０ｍｍ ９．５９ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 ７×９０×９０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014418 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚１０ｍｍ×辺９０ｍｍ×辺９０ｍｍ １３．３ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 １０×９０×９０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014420 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚１３ｍｍ×辺９０ｍｍ×辺９０ｍｍ １７．０ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 １３×９０×９０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014422 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚７ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ １０．７ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 ７×１００×１００ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014424 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚１０ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ １４．９ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 １０×１００×１００ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014426 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚１３ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ １９．１ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 １３×１００×１００ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014652 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚９ｍｍ×辺１３０ｍｍ×辺１３０ｍｍ １７．９ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　大形 ９×１３０×１３０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014654 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１２ｍｍ×辺１３０ｍｍ×辺１３０ｍｍ ２３．４ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　大形 １２×１３０×１３０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014656 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１５ｍｍ×辺１３０ｍｍ×辺１３０ｍｍ ２８．８ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　大形 １５×１３０×１３０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014658 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１２ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１５０ｍｍ ２７．３ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　大形 １２×１５０×１５０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014660 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１５ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１５０ｍｍ ３３．６ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　大形 １５×１５０×１５０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014662 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１９ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１５０ｍｍ ４１．９ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　大形 １９×１５０×１５０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014664 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１５ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ４５．３ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　大形 １５×２００×２００ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

等辺山形鋼 0605014666 等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚２０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ５９．７ｋｇ／ｍ 等辺山形鋼　ＳＳ４００　大形 ２０×２００×２００ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

溝形鋼 0605034405 溝形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚５ｍｍ×高７５ｍｍ×幅４０ｍｍ ６．９２ｋｇ／ｍ 溝形鋼　ＳＳ４００　中形 ５×７５×４０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼
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溝形鋼 0605034410 溝形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚５ｍｍ×高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ ９．３６ｋｇ／ｍ 溝形鋼　ＳＳ４００　中形 ５×１００×５０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

溝形鋼 0605034605 溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚６ｍｍ×高１２５ｍｍ×幅６５ｍｍ １３．４ｋｇ／ｍ 溝形鋼　ＳＳ４００　大形 ６×１２５×６５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

溝形鋼 0605034610 溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚６．５ｍｍ×高１５０ｍｍ×幅７５ｍｍ １８．６ｋｇ／ｍ 溝形鋼　ＳＳ４００　大形 ６．５×１５０×７５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

溝形鋼 0605034615 溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚９ｍｍ×高１５０ｍｍ×幅７５ｍｍ ２４．０ｋｇ／ｍ 溝形鋼　ＳＳ４００　大形 ９×１５０×７５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

溝形鋼 0605034620 溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚７ｍｍ×高１８０ｍｍ×幅７５ｍｍ ２１．４ｋｇ／ｍ 溝形鋼　ＳＳ４００　大形 ７×１８０×７５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

溝形鋼 0605034625 溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚７．５ｍｍ×高２００ｍｍ×幅８０ｍｍ ２４．６ｋｇ／ｍ 溝形鋼　ＳＳ４００　大形 ７．５×２００×８０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

溝形鋼 0605034630 溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚８ｍｍ×高２００ｍｍ×幅９０ｍｍ ３０．３ｋｇ／ｍ 溝形鋼　ＳＳ４００　大形 ８×２００×９０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

溝形鋼 0605034635 溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚９ｍｍ×高２５０ｍｍ×幅９０ｍｍ ３４．６ｋｇ／ｍ 溝形鋼　ＳＳ４００　大形 ９×２５０×９０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

溝形鋼 0605034637 溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１１ｍｍ×高２５０ｍｍ×幅９０ｍｍ ４０．２ｋｇ／ｍ 溝形鋼　ＳＳ４００　大形 １１×２５０×９０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

溝形鋼 0605034640 溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚９ｍｍ×高３００ｍｍ×幅９０ｍｍ ３８．１ｋｇ／ｍ 溝形鋼　ＳＳ４００　大形 ９×３００×９０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

溝形鋼 0605034645 溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１０ｍｍ×高３００ｍｍ×幅９０ｍｍ ４３．８ｋｇ／ｍ 溝形鋼　ＳＳ４００　大形 １０×３００×９０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

溝形鋼 0605034650 溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１２ｍｍ×高３００ｍｍ×幅９０ｍｍ ４８．６ｋｇ／ｍ 溝形鋼　ＳＳ４００　大形 １２×３００×９０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

溝形鋼 0605034655 溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１３ｍｍ×高３８０ｍｍ×幅１００ｍｍ ６７．３ｋｇ／ｍ 溝形鋼　ＳＳ４００　大形 １３×３８０×１００ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

不等辺山形鋼 0605024405 不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚７ｍｍ×辺（１）１００ｍｍ×辺（２）７５ｍｍ ９．３２ｋｇ／ｍ 不等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 ７×１００×７５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

不等辺山形鋼 0605024410 不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚１０ｍｍ×辺（１）１００ｍｍ×辺（２）７５ｍｍ １３．０ｋｇ／ｍ 不等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 １０×１００×７５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

不等辺山形鋼 0605024415 不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚７ｍｍ×辺（１）１２５ｍｍ×辺（２）７５ｍｍ １０．７ｋｇ／ｍ 不等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 ７×１２５×７５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

不等辺山形鋼 0605024420 不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚１０ｍｍ×辺（１）１２５ｍｍ×辺（２）７５ｍｍ １４．９ｋｇ／ｍ 不等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 １０×１２５×７５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

不等辺山形鋼 0605024605 不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚９ｍｍ×辺（１）１５０ｍｍ×辺（２）９０ｍｍ １６．４ｋｇ／ｍ 不等辺山形鋼　ＳＳ４００　大形 ９×１５０×９０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼
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不等辺山形鋼 0605024610 不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１２ｍｍ×辺（１）１５０ｍｍ×辺（２）９０ｍｍ ２１．５ｋｇ／ｍ 不等辺山形鋼　ＳＳ４００　大形 １２×１５０×９０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

Ｉ形鋼 0605044605 Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚５．５ｍｍ×高１５０ｍｍ×幅７５ｍｍ １７．１ｋｇ／ｍ Ｉ形鋼　ＳＳ４００　大形 ５．５×１５０×７５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

Ｉ形鋼 0605044610 Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚７ｍｍ×高２００ｍｍ×幅１００ｍｍ ２６．０ｋｇ／ｍ Ｉ形鋼　ＳＳ４００　大形 ７×２００×１００ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

Ｉ形鋼 0605044615 Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚７．５ｍｍ×高２５０ｍｍ×幅１２５ｍｍ ３８．３ｋｇ／ｍ Ｉ形鋼　ＳＳ４００　大形 ７．５×２５０×１２５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

Ｉ形鋼 0605044620 Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１０ｍｍ×高２５０ｍｍ×幅１２５ｍｍ ５５．５ｋｇ／ｍ Ｉ形鋼　ＳＳ４００　大形 １０×２５０×１２５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

Ｉ形鋼 0605044625 Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１０ｍｍ×高３００ｍｍ×幅１５０ｍｍ ６５．５ｋｇ／ｍ Ｉ形鋼　ＳＳ４００　大形 １０×３００×１５０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

Ｉ形鋼 0605044630 Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１２ｍｍ×高３５０ｍｍ×幅１５０ｍｍ ８７．２ｋｇ／ｍ Ｉ形鋼　ＳＳ４００　大形 １２×３５０×１５０ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

Ｉ形鋼 0605044635 Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１３ｍｍ×高４５０ｍｍ×幅１７５ｍｍ １１５．０ｋｇ／ｍ Ｉ形鋼　ＳＳ４００　大形 １３×４５０×１７５ｍｍ ｔ 30 ○ ○ 0605 形鋼

リップ溝形鋼 0607011150 リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高６０ｍｍ×幅３０ｍｍ×リップ１０ｍｍ×厚１．６ｍｍ １．６３ｋｇ／ｍ リップ溝形鋼ＳＳＣ４００相当品 ６０×３０×１０×１．６ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

リップ溝形鋼 0607011020 リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高６０ｍｍ×幅３０ｍｍ×リップ１０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ２．２５ｋｇ／ｍ リップ溝形鋼ＳＳＣ４００相当品 ６０×３０×１０×２．３ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

リップ溝形鋼 0607011040 リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高７５ｍｍ×幅４５ｍｍ×リップ１５ｍｍ×厚２．３ｍｍ ３．２５ｋｇ／ｍ リップ溝形鋼ＳＳＣ４００相当品 ７５×４５×１５×２．３ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

リップ溝形鋼 0607011060 リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ４．０６ｋｇ／ｍ リップ溝形鋼ＳＳＣ４００相当品 １００×５０×２０×２．３ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

リップ溝形鋼 0607011100 リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１２５ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ６．１３ｋｇ／ｍ リップ溝形鋼ＳＳＣ４００相当品 １２５×５０×２０×３．２ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

リップ溝形鋼 0607011120 リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１５０ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ６．７６ｋｇ／ｍ リップ溝形鋼ＳＳＣ４００相当品 １５０×５０×２０×３．２ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

リップ溝形鋼 0607011140 リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高２００ｍｍ×幅７５ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ９．２７ｋｇ／ｍ リップ溝形鋼ＳＳＣ４００相当品 ２００×７５×２０×３．２ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

カラーリップ溝形鋼 0607013005 カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高６０ｍｍ×幅３０ｍｍ×リップ１０ｍｍ×厚１．６ｍｍ １．６３ｋｇ／ｍ カラーリップ溝形鋼 ６０×３０×１０×１．６ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

カラーリップ溝形鋼 0607013010 カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高６０ｍｍ×幅３０ｍｍ×リップ１０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ２．２５ｋｇ／ｍ カラーリップ溝形鋼 ６０×３０×１０×２．３ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

カラーリップ溝形鋼 0607013020 カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高７５ｍｍ×幅４５ｍｍ×リップ１５ｍｍ×厚１．６ｍｍ ２．３２ｋｇ／ｍ カラーリップ溝形鋼 ７５×４５×１５×１．６ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

86 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

カラーリップ溝形鋼 0607013030 カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高７５ｍｍ×幅４５ｍｍ×リップ１５ｍｍ×厚２．３ｍｍ ３．２５ｋｇ／ｍ カラーリップ溝形鋼 ７５×４５×１５×２．３ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

カラーリップ溝形鋼 0607013040
カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚１．６ｍｍ ２．８８ｋｇ／
ｍ

カラーリップ溝形鋼 １００×５０×２０×１．６ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

カラーリップ溝形鋼 0607013050
カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ４．０６ｋｇ／
ｍ

カラーリップ溝形鋼 １００×５０×２０×２．３ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

カラーリップ溝形鋼 0607013060
カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ５．５０ｋｇ／
ｍ

カラーリップ溝形鋼 １００×５０×２０×３．２ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

カラーリップ溝形鋼 0607013062
カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１２０ｍｍ×幅６０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ６．５１ｋｇ／
ｍ

カラーリップ溝形鋼 １２０×６０×２０×３．２ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

カラーリップ溝形鋼 0607013064
カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１２５ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ４．５１ｋｇ／
ｍ

カラーリップ溝形鋼 １２５×５０×２０×２．３ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

カラーリップ溝形鋼 0607013070
カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１２５ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ６．１３ｋｇ／
ｍ

カラーリップ溝形鋼 １２５×５０×２０×３．２ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

カラーリップ溝形鋼 0607013080
カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１５０ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ４．９６ｋｇ／
ｍ

カラーリップ溝形鋼 １５０×５０×２０×２．３ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

カラーリップ溝形鋼 0607013090
カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１５０ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ６．７６ｋｇ／
ｍ

カラーリップ溝形鋼 １５０×５０×２０×３．２ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

カラーリップ溝形鋼 0607013100
カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１５０ｍｍ×幅６５ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ７．５１ｋｇ／
ｍ

カラーリップ溝形鋼 １５０×６５×２０×３．２ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

カラーリップ溝形鋼 0607013110
カラーリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高２００ｍｍ×幅７５ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ９．２７ｋｇ／
ｍ

カラーリップ溝形鋼 ２００×７５×２０×３．２ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

亜鉛めっきリップ溝形鋼 0607012010
亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高４０ｍｍ×幅２０ｍｍ×リップ１０ｍｍ×厚１．６ｍｍ １．１４ｋｇ
／ｍ

亜鉛めっきリップ溝形鋼 ４０×２０×１０×１．６ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

亜鉛めっきリップ溝形鋼 0607012020
亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高６０ｍｍ×幅３０ｍｍ×リップ１０ｍｍ×厚１．６ｍｍ １．６５ｋｇ
／ｍ

亜鉛めっきリップ溝形鋼 ６０×３０×１０×１．６ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

亜鉛めっきリップ溝形鋼 0607012030
亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高６０ｍｍ×幅３０ｍｍ×リップ１０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ２．２７ｋｇ
／ｍ

亜鉛めっきリップ溝形鋼 ６０×３０×１０×２．３ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

亜鉛めっきリップ溝形鋼 0607012040
亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高７５ｍｍ×幅４５ｍｍ×リップ１５ｍｍ×厚１．６ｍｍ ２．３５ｋｇ
／ｍ

亜鉛めっきリップ溝形鋼 ７５×４５×１５×１．６ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

亜鉛めっきリップ溝形鋼 0607012050
亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高７５ｍｍ×幅４５ｍｍ×リップ１５ｍｍ×厚２．３ｍｍ ３．２８ｋｇ
／ｍ

亜鉛めっきリップ溝形鋼 ７５×４５×１５×２．３ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

亜鉛めっきリップ溝形鋼 0607012060
亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚１．６ｍｍ ２．９２ｋ
ｇ／ｍ

亜鉛めっきリップ溝形鋼 １００×５０×２０×１．６ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

亜鉛めっきリップ溝形鋼 0607012070
亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ４．１０ｋ
ｇ／ｍ

亜鉛めっきリップ溝形鋼 １００×５０×２０×２．３ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼
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亜鉛めっきリップ溝形鋼 0607012080
亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ５．５４ｋ
ｇ／ｍ

亜鉛めっきリップ溝形鋼 １００×５０×２０×３．２ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

亜鉛めっきリップ溝形鋼 0607012090
亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１２５ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ６．１７ｋ
ｇ／ｍ

亜鉛めっきリップ溝形鋼 １２５×５０×２０×３．２ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

亜鉛めっきリップ溝形鋼 0607012100
亜鉛めっきリップ溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１５０ｍｍ×幅５０ｍｍ×リップ２０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ６．８１ｋ
ｇ／ｍ

亜鉛めっきリップ溝形鋼 １５０×５０×２０×３．２ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

軽溝形鋼 0607021010 軽溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高６０ｍｍ×幅３０ｍｍ×厚２．３ｍｍ ２．０３ｋｇ／ｍ 軽溝形鋼　ＳＳＣ４００相当品 ６０×３０×２．３ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

軽溝形鋼 0607021020 軽溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１５０ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ６．０２ｋｇ／ｍ 軽溝形鋼　ＳＳＣ４００相当品 １５０×５０×３．２ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

軽溝形鋼 0607021030 軽溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高２００ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ７．２７ｋｇ／ｍ 軽溝形鋼　ＳＳＣ４００相当品 ２００×５０×３．２ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

軽溝形鋼 0607021040 軽溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高２５０ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚４．０ｍｍ １０．６０ｋｇ／ｍ 軽溝形鋼　ＳＳＣ４００相当品 ２５０×５０×４ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

軽溝形鋼 0607021050 軽溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高３００ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚４．０ｍｍ １２．１０ｋｇ／ｍ 軽溝形鋼　ＳＳＣ４００相当品 ３００×５０×４ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

軽溝形鋼 0607021060 軽溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高３５０ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚４．０ｍｍ １３．７０ｋｇ／ｍ 軽溝形鋼　ＳＳＣ４００相当品 ３５０×５０×４ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

軽溝形鋼 0607021070 軽溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高３５０ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚４．５ｍｍ １５．４０ｋｇ／ｍ 軽溝形鋼　ＳＳＣ４００相当品 ３５０×５０×４．５ｍｍ ｔ 36 ○ ○ 0607 軽量形鋼

軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 0607030010
軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 高１５０ｍｍ×幅７５ｍｍ×厚（１）３．２ｍｍ×厚（２）４．５ｍｍ ８．８４ｋｇ／
ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３５３

軽量Ｈ形鋼　ＳＷＨ４００ １５０×７５×３．２×４．５ ｔ 37 ○ ○ 0607 軽量形鋼

軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 0607030082
軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 高１５０ｍｍ×幅１００ｍｍ×厚（１）３．２ｍｍ×厚（２）４．５ｍｍ １０．６ｋｇ
／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３５３

軽量Ｈ形鋼　ＳＷＨ４００ １５０×１００×３．２×４．５ ｔ 37 ○ ○ 0607 軽量形鋼

軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 0607030020
軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 高１７５ｍｍ×幅９０ｍｍ×厚（１）３．２ｍｍ×厚（２）４．５ｍｍ １０．５ｋｇ／
ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３５３

軽量Ｈ形鋼　ＳＷＨ４００ １７５×９０×３．２×４．５ ｔ 37 ○ ○ 0607 軽量形鋼

軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 0607030030
軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 高２００ｍｍ×幅１００ｍｍ×厚（１）３．２ｍｍ×厚（２）４．５ｍｍ １１．９ｋｇ
／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３５３

軽量Ｈ形鋼　ＳＷＨ４００ ２００×１００×３．２×４．５ ｔ 37 ○ ○ 0607 軽量形鋼

軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 0607030040
軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 高２００ｍｍ×幅１００ｍｍ×厚（１）３．２ｍｍ×厚（２）６．０ｍｍ １４．１ｋｇ
／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３５３

軽量Ｈ形鋼　ＳＷＨ４００ ２００×１００×３．２×６．０ ｔ 37 ○ ○ 0607 軽量形鋼

軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 0607030050
軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 高２５０ｍｍ×幅１２５ｍｍ×厚（１）３．２ｍｍ×厚（２）４．５ｍｍ １４．９ｋｇ
／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３５３

軽量Ｈ形鋼　ＳＷＨ４００ ２５０×１２５×３．２×４．５ ｔ 37 ○ ○ 0607 軽量形鋼

軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 0607030060
軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 高２５０ｍｍ×幅１２５ｍｍ×厚（１）４．５ｍｍ×厚（２）６．０ｍｍ ２０．２ｋｇ
／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３５３

軽量Ｈ形鋼　ＳＷＨ４００ ２５０×１２５×４．５×６．０ ｔ 37 ○ ○ 0607 軽量形鋼

軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 0607030080
軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 高３００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×厚（１）３．２ｍｍ×厚（２）４．５ｍｍ １７．９ｋｇ
／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３５３

軽量Ｈ形鋼　ＳＷＨ４００ ３００×１５０×３．２×４．５ ｔ 37 ○ ○ 0607 軽量形鋼
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軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 0607030084
軽量Ｈ形鋼（ＳＷＨ４００） 高３００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×厚（１）４．５ｍｍ×厚（２）６．０ｍｍ ２４．３ｋｇ
／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３５３

軽量Ｈ形鋼　ＳＷＨ４００ ３００×１５０×４．５×６．０ ｔ 37 ○ ○ 0607 軽量形鋼

キーストンプレート（ＡＫＤ） 0609010020
キーストンプレート（ＡＫＤ） ＳＤＰ１相当品 幅６５０ｍｍ×高２５ｍｍ×厚１．２ｍｍ（めっき） ８．６３ｋｇ／
ｍ

キーストンプレートＳＤＰ１相当 ＡＫＤ型めっき　６５０×１．２ ｔ 37 ○ ○ 0609 デッキプレート

デッキプレート（ＡＬＢ） 0609022010 デッキプレート（ＡＬＢ） ＳＤＰ１相当品 幅６１４ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ（カラー） ８．２１ｋｇ／ｍ デッキプレート　ＳＤＰ１相当品 ＡＬＢ型カラー　６１４×１．２ ｔ 37 ○ ○ 0609 デッキプレート

デッキプレート（ＡＬＢ） 0609022020 デッキプレート（ＡＬＢ） ＳＤＰ１相当品 幅６１４ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．６ｍｍ（カラー） １０．９０ｋｇ／ｍ デッキプレート　ＳＤＰ１相当品 ＡＬＢ型カラー　６１４×１．６ ｔ 37 ○ ○ 0609 デッキプレート

デッキプレート（ＡＬＢ） 0609024010 デッキプレート（ＡＬＢ） ＳＤＰ１相当品 幅６１４ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ（めっき） ８．３７ｋｇ／ｍ デッキプレート　ＳＤＰ１相当品 ＡＬＢ型めっき　６１４×１．２ ｔ 37 ○ ○ 0609 デッキプレート

デッキプレート（ＡＬＢ） 0609024020 デッキプレート（ＡＬＢ） ＳＤＰ１相当品 幅６１４ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．６ｍｍ（めっき） １１．０ｋｇ／ｍ デッキプレート　ＳＤＰ１相当品 ＡＬＢ型めっき　６１４×１．６ ｔ 37 ○ ○ 0609 デッキプレート

大型デッキプレート 0609030010 大型デッキプレート ＳＳ４００ 厚２．７ｍｍ×高１００ｍｍ×幅５７０ｍｍ １７．６ｋｇ／ｍ 大型デッキプレート　ＳＳ４００ ２．７×１００×５７０ｍｍ ｔ 37 ○ ○ 0609 デッキプレート

大型デッキプレート 0609030020 大型デッキプレート ＳＳ４００ 厚３．２ｍｍ×高１００ｍｍ×幅５７０ｍｍ ２０．７ｋｇ／ｍ 大型デッキプレート　ＳＳ４００ ３．２×１００×５７０ｍｍ ｔ 37 ○ ○ 0609 デッキプレート

大型デッキプレート 0609030030 大型デッキプレート ＳＳ４００ 厚４．０ｍｍ×高１００ｍｍ×幅５７０ｍｍ ２５．８ｋｇ／ｍ 大型デッキプレート　ＳＳ４００ ４．０×１００×５７０ｍｍ ｔ 37 ○ ○ 0609 デッキプレート

大型デッキプレート 0609030040 大型デッキプレート ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ×高１００ｍｍ×幅５７０ｍｍ ２８．８ｋｇ／ｍ 大型デッキプレート　ＳＳ４００ ４．５×１００×５７０ｍｍ ｔ 37 ○ ○ 0609 デッキプレート

大型デッキプレート 0609039910 大型デッキプレート ＳＳ４００ 精度切断費　加算額 長さ３ｍ以上 大型デッキプレート　ＳＳ４００ 精度切断費　Ｌ≧３ｍ　加算額 ｔ 37 ○ ○ 0609 デッキプレート

大型デッキプレート 0609039920 大型デッキプレート ＳＳ４００ 精度切断費　加算額 長さ３ｍ未満 大型デッキプレート　ＳＳ４００ 精度切断費　Ｌ＜３ｍ　加算額 ｔ 37 ○ ○ 0609 デッキプレート

合成スラブ用デッキプレート 0609040110 合成スラブ用デッキプレート 溝広タイプ 幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ　カラー 合成スラブデッキプレート　溝広 ６００×５０×１．２　カラー ｔ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

合成スラブ用デッキプレート 0609040020 合成スラブ用デッキプレート 溝広タイプ 幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ　めっき　Ｚ－１２ 合成スラブデッキプレート　溝広 ６００×５０×１．２　めっき ｔ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

合成スラブ用デッキプレート 0609040120 合成スラブ用デッキプレート 溝広タイプ 幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．６ｍｍ　カラー 合成スラブデッキプレート　溝広 ６００×５０×１．６　カラー ｔ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

合成スラブ用デッキプレート 0609040040 合成スラブ用デッキプレート 溝広タイプ 幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．６ｍｍ　めっき　Ｚ－１２ 合成スラブデッキプレート　溝広 ６００×５０×１．６　めっき ｔ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

合成スラブ用デッキプレート 0609040130 合成スラブ用デッキプレート 溝広タイプ 幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ×厚１．２ｍｍ　カラー 合成スラブデッキプレート　溝広 ６００×７５×１．２　カラー ｔ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

合成スラブ用デッキプレート 0609040060 合成スラブ用デッキプレート 溝広タイプ 幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ×厚１．２ｍｍ　めっき　Ｚ－１２ 合成スラブデッキプレート　溝広 ６００×７５×１．２　めっき ｔ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート
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合成スラブ用デッキプレート 0609040140 合成スラブ用デッキプレート 溝広タイプ 幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ×厚１．６ｍｍ　カラー 合成スラブデッキプレート　溝広 ６００×７５×１．６　カラー ｔ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

合成スラブ用デッキプレート 0609040080 合成スラブ用デッキプレート 溝広タイプ 幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ×厚１．６ｍｍ　めっき　Ｚ－１２ 合成スラブデッキプレート　溝広 ６００×７５×１．６　めっき ｔ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

合成スラブ用デッキプレート 0609040002 合成スラブ用デッキプレート 溝狭タイプ 幅６１４ｍｍ×高５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ　めっき　Ｚ－１２ 合成スラブデッキプレート　溝狭 ６１４×５０×１．２　めっき ｔ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

合成スラブ用デッキプレート 0609049010 合成スラブ用デッキプレート　エキストラ 長さ３ｍ未満切りそろえ 合成スラブ用デッキプレート エキストラＬ＜３ｍ切りそろえ費 ｔ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

合成スラブ用デッキプレート 0609049020 合成スラブ用デッキプレート　エキストラ Ｚ－２７ 合成スラブ用デッキプレート エキストラ　めっき（Ｚ－２７） ｔ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

合成スラブ用デッキプレート 0609049050 合成スラブ用デッキプレート　エキストラ エンドクローズ加工　１．２ｍｍ 合成スラブ用デッキプレート エキストラエンドクローズ１．２ ｔ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

合成スラブ用デッキプレート 0609049060 合成スラブ用デッキプレート　エキストラ エンドクローズ加工　１．６ｍｍ 合成スラブ用デッキプレート エキストラエンドクローズ１．６ ｔ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

デッキプレート 0609027010 フラットデッキ 幅６３０ｍｍ×高７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ　めっきＺ１２ デッキプレート　フラットデッキ ６３０×７５×０．８　めっき ｍ２ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

デッキプレート 0609027020 フラットデッキ 幅６３０ｍｍ×高７５ｍｍ×厚１．０ｍｍ　めっきＺ１２ デッキプレート　フラットデッキ ６３０×７５×１　めっき ｍ２ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

デッキプレート 0609027030 フラットデッキ 幅６３０ｍｍ×高７５ｍｍ×厚１．２ｍｍ　めっきＺ１２ デッキプレート　フラットデッキ ６３０×７５×１．２　めっき ｍ２ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

デッキプレート 0609027040 フラットデッキ 幅６３０ｍｍ×高７５ｍｍ×厚１．４ｍｍ　めっきＺ１２ デッキプレート　フラットデッキ ６３０×７５×１．４　めっき ｍ２ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

デッキプレート 0609027050 フラットデッキ 幅６３０ｍｍ×高７５ｍｍ×厚１．６ｍｍ　めっきＺ１２ デッキプレート　フラットデッキ ６３０×７５×１．６　めっき ｍ２ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

デッキプレート―ブランド品― 0609060050 ニューフェローデッキ（エコタイプ） ＥＡタイプ　上弦材Ｄ１０，　下弦材Ｄ１０ 富士昭サンマテック ニューフェローデッキエコタイプ ＥＡタイプ　上Ｄ１０　下Ｄ１０ ｍ２ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

デッキプレート―ブランド品― 0609060060 ニューフェローデッキ（エコタイプ） ＥＢタイプ　上弦材Ｄ１３，　下弦材Ｄ１３ 富士昭サンマテック ニューフェローデッキエコタイプ ＥＢタイプ　上Ｄ１３　下Ｄ１３ ｍ２ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

デッキプレート―ブランド品― 0609060070 ニューフェローデッキ（エコタイプ） ＥＣタイプ　上弦材Ｄ１３，　下弦材Ｄ１０ 富士昭サンマテック ニューフェローデッキエコタイプ ＥＣタイプ　上Ｄ１３　下Ｄ１０ ｍ２ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

デッキプレート―ブランド品― 0609060080 ニューフェローデッキ（エコタイプ） ＥＤタイプ　上弦材Ｄ１６，　下弦材Ｄ１３ 富士昭サンマテック ニューフェローデッキエコタイプ ＥＤタイプ　上Ｄ１６　下Ｄ１３ ｍ２ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

デッキプレート―ブランド品― 0609070010 スーパーフェローデッキ Ａタイプ　上弦材Ｄ１０，　下弦材Ｄ１０ ケンテック スーパーフェローデッキ Ａタイプ　上Ｄ１０　下Ｄ１０ ｍ２ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

デッキプレート―ブランド品― 0609070020 スーパーフェローデッキ Ｂタイプ　上弦材Ｄ１３，　下弦材Ｄ１３ ケンテック スーパーフェローデッキ Ｂタイプ　上Ｄ１３　下Ｄ１３ ｍ２ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート
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デッキプレート―ブランド品― 0609070030 スーパーフェローデッキ Ｃタイプ　上弦材Ｄ１３，　下弦材Ｄ１０ ケンテック スーパーフェローデッキ Ｃタイプ　上Ｄ１３　下Ｄ１０ ｍ２ 38 ○ ○ 0609 デッキプレート

床用鋼板 0611016002 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚１．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ２０．１ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　片面型 １．６×９１４×１８２９ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016004 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚２．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ２５．１ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　片面型 ２×９１４×１８２９ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016010 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚３．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ３９．５ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　片面型 ３．２×９１４×１８２９ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016020 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚３．２ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ ７０．１ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　片面型 ３．２×１２１９×２４３８ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016025 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚３．２ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ １１０．０ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　片面型 ３．２×１５２４×３０４８ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016030 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ５５．６ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　片面型 ４．５×９１４×１８２９ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016040 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ ９８．６ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　片面型 ４．５×１２１９×２４３８ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016050 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ １５４．０ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　片面型 ４．５×１５２４×３０４８ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016060 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚６．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ７４．２ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　片面型 ６×９１４×１８２９ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016070 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚６．０ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ １３１．０ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　片面型 ６×１２１９×２４３８ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016075 アンチスリップ鋼板 片面型ＳＳ４００ 厚６．０ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ ２０６．０ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　片面型 ６×１５２４×３０４８ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016080 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚３．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ３７．１ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　両面型 ３．２×９１４×１８２９ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016090 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚３．２ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ ６５．６ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　両面型 ３．２×１２１９×２４３８ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016095 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚３．２ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ １０３．０ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　両面型 ３．２×１５２４×３０４８ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016100 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ５２．２ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　両面型 ４．５×９１４×１８２９ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016110 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ ９２．２ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　両面型 ４．５×１２１９×２４３８ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016120 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚４．５ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ １４５．０ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　両面型 ４．５×１５２４×３０４８ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板
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床用鋼板 0611016130 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚６．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ６９．６ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　両面型 ６×９１４×１８２９ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016140 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚６．０ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ １２３．０ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　両面型 ６×１２１９×２４３８ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

床用鋼板 0611016150 アンチスリップ鋼板 両面型ＳＳ４００ 厚６．０ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ １９３．０ｋｇ／枚 アンチスリップ鋼板　両面型 ６×１５２４×３０４８ 枚 39 ○ ○ 0611 鋼板

簡易鋼製床材―ブランド品― 0611018210
ハーディエンボスフロア 厚２．３ｍｍ×幅１２５ｍｍ×高４０ｍｍ×長２，０００～６，０００ｍｍ ４．１ｋｇ／ｍ
三進金属工業

ハーディエンボスフロア ２．３×１２５×４０ｍｍ ｍ 39 ○ ○ 0611 鋼板

簡易鋼製床材―ブランド品― 0611018215
ハーディエンボスフロア 厚３．２ｍｍ×幅２００ｍｍ×高４０ｍｍ×長２，０００～６，０００ｍｍ ７．５ｋｇ／ｍ
三進金属工業

ハーディエンボスフロア ３．２×２００×４０ｍｍ ｍ 39 ○ ○ 0611 鋼板

簡易鋼製床材―ブランド品― 0611018220
ハーディパンチフロアＡ 厚２．３ｍｍ×幅２００ｍｍ×高４０ｍｍ×長２，０００～６，０００ｍｍ ４．７ｋｇ／ｍ
三進金属工業

ハーディパンチフロアＡ ２．３×２００×４０ｍｍ ｍ 39 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611042010 鋼板 冷延薄板（ＳＰＣＣ） 厚０．８ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延薄板　ＳＰＣＣ　シート ０．８×９１４×１８２９ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611042020 鋼板 冷延薄板（ＳＰＣＣ） 厚１．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延薄板　ＳＰＣＣ　シート １．０×９１４×１８２９ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611042030 鋼板 冷延薄板（ＳＰＣＣ） 厚１．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延薄板　ＳＰＣＣ　シート １．２×９１４×１８２９ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611042040 鋼板 冷延薄板（ＳＰＣＣ） 厚１．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延薄板　ＳＰＣＣ　シート １．６×９１４×１８２９ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611042050 鋼板 冷延薄板（ＳＰＣＣ） 厚２．３ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延薄板　ＳＰＣＣ　シート ２．３×９１４×１８２９ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611042060 鋼板 冷延薄板（ＳＰＣＣ） 厚１．６ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ 冷延薄板　ＳＰＣＣ　シート １．６×１２１９×２４３８ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611042070 鋼板 冷延薄板（ＳＰＣＣ） 厚２．３ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ 冷延薄板　ＳＰＣＣ　シート ２．３×１２１９×２４３８ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611032010 鋼板 熱延薄板（ＳＰＨＣ） 厚１．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 熱延薄板　ＳＰＨＣ　シート １．６×９１４×１８２９ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611032020 鋼板 熱延薄板（ＳＰＨＣ） 厚２．３ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 熱延薄板　ＳＰＨＣ　シート ２．３×９１４×１８２９ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611032030 鋼板 熱延薄板（ＳＰＨＣ） 厚１．６ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ 熱延薄板　ＳＰＨＣ　シート １．６×１２１９×２４３８ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611032040 鋼板 熱延薄板（ＳＰＨＣ） 厚２．３ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ 熱延薄板　ＳＰＨＣ　シート ２．３×１２１９×２４３８ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611050010 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚３．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 ３．２×９１４×１８２９ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板
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鋼板 0611050020 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚４．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 ４．５×９１４×１８２９ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611060010 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚６．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 ６×９１４×１８２９ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611060025 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚９～１２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 ９・１２×９１４×１８２９ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611060033 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚１６～２５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 １６－２５×９１４×１８２９ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611050030 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚３．２ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 ３．２×１２１９×２４３８ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611050040 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚４．５ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 ４．５×１２１９×２４３８ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611060040 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚６．０ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 ６×１２１９×２４３８ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611060055 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚９～１２ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 ９・１２×１２１９×２４３８ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611060063 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚１６～２５ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 １６－２５×１２１９×２４３８ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611050050 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚３．２ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 ３．２×１５２４×３０４８ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611050060 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚４．５ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 ４．５×１５２４×３０４８ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611060070 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚６．０ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 ６×１５２４×３０４８ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611060085 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚９～１２ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 ９・１２×１５２４×３０４８ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611060093 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚１６～２５ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 １６－２５×１５２４×３０４８ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611060100 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚６．０ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長６，０９６ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 ６×１５２４×６０９６ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611060115 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚９～１２ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長６，０９６ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 ９・１２×１５２４×６０９６ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

鋼板 0611060123 鋼板 中厚板（ＳＰＨＣ又は無規格品） 厚１６～２５ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長６，０９６ｍｍ 中厚板　ＳＰＨＣ又は無規格 １６－２５×１５２４×６０９６ ｔ 40 ○ ○ 0611 鋼板

しま鋼板 0611012010 しま鋼板 無規格品 厚３．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ４４．８ｋｇ／枚 しま鋼板　無規格 ３．２×９１４×１８２９ ｔ 43 ○ ○ 0611 鋼板
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しま鋼板 0611012030 しま鋼板 無規格品 厚４．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ６１．８ｋｇ／枚 しま鋼板　無規格 ４．５×９１４×１８２９ ｔ 43 ○ ○ 0611 鋼板

しま鋼板 0611012060 しま鋼板 無規格品 厚６．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ８１．５ｋｇ／枚 しま鋼板　無規格 ６×９１４×１８２９ ｔ 43 ○ ○ 0611 鋼板

しま鋼板 0611012020 しま鋼板 無規格品 厚３．２ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ ７９．６ｋｇ／枚 しま鋼板　無規格 ３．２×１２１９×２４３８ ｔ 43 ○ ○ 0611 鋼板

しま鋼板 0611012040 しま鋼板 無規格品 厚４．５ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ １１０．０ｋｇ／枚 しま鋼板　無規格 ４．５×１２１９×２４３８ ｔ 43 ○ ○ 0611 鋼板

しま鋼板 0611012070 しま鋼板 無規格品 厚６．０ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ １４５．０ｋｇ／枚 しま鋼板　無規格 ６×１２１９×２４３８ ｔ 43 ○ ○ 0611 鋼板

しま鋼板 0611012090 しま鋼板 無規格品 厚９．０ｍｍ×幅１，２１９ｍｍ×長２，４３８ｍｍ ２１５．０ｋｇ／枚 しま鋼板　無規格 ９×１２１９×２４３８ ｔ 43 ○ ○ 0611 鋼板

しま鋼板 0611012050 しま鋼板 無規格品 厚４．５ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ １７２．０ｋｇ／枚 しま鋼板　無規格 ４．５×１５２４×３０４８ ｔ 43 ○ ○ 0611 鋼板

しま鋼板 0611012080 しま鋼板 無規格品 厚６．０ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ ２２７．０ｋｇ／枚 しま鋼板　無規格 ６×１５２４×３０４８ ｔ 43 ○ ○ 0611 鋼板

しま鋼板 0611012100 しま鋼板 無規格品 厚９．０ｍｍ×幅１，５２４ｍｍ×長３，０４８ｍｍ ３３６．０ｋｇ／枚 しま鋼板　無規格 ９×１５２４×３０４８ ｔ 43 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き） 0611022020 切板（ひも付き） ＳＳ４００ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ 鋼板切板　ＳＳ４００ ひも付ベース１２≦ｔ≦２５ｍｍ ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き） 0611024010 切板（ひも付き） ＳＭ４００Ａ ｔ≦３８ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ 鋼板切板　ＳＭ４００Ａ ひも付　ｔ≦３８ｍｍ ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き） 0611024050 切板（ひも付き） ＳＭ４００Ｂ ｔ≦２５ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ 鋼板切板　ＳＭ４００Ｂ ひも付　ｔ≦２５ｍｍ ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き） 0611024060 切板（ひも付き） ＳＭ４９０Ａ ｔ≦５０ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ 鋼板切板　ＳＭ４９０Ａ ひも付　ｔ≦５０ｍｍ ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き） 0611024070 切板（ひも付き） ＳＭ４９０Ｂ ｔ≦２５ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ 鋼板切板　ＳＭ４９０Ｂ ひも付　ｔ≦２５ｍｍ ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き） 0611024080 切板（ひも付き） ＳＭ４９０Ｃ ｔ≦２５ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ 鋼板切板　ＳＭ４９０Ｃ ひも付　ｔ≦２５ｍｍ ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き） 0611024030 切板（ひも付き） ＳＭ４９０ＹＡ ｔ≦２５ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ 鋼板切板　ＳＭ４９０ＹＡ ひも付　ｔ≦２５ｍｍ ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き） 0611024040 切板（ひも付き） ＳＭ４９０ＹＢ ｔ≦２５ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ 鋼板切板　ＳＭ４９０ＹＢ ひも付　ｔ≦２５ｍｍ ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き） 0611026010
切板（ひも付き） ＳＮ４００Ａ ６ｍｍ≦ｔ≦１２ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プ
ラズマ

鋼板切板　ＳＮ４００Ａ ひも付（６≦ｔ≦１２ｍｍ） ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板
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切板（ひも付き） 0611026020
切板（ひも付き） ＳＮ４００Ａ １２ｍｍ＜ｔ≦４０ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・
プラズマ

鋼板切板　ＳＮ４００Ａ ひも付（１２＜ｔ≦４０ｍｍ） ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き） 0611026030
切板（ひも付き） ＳＮ４００Ｂ ６ｍｍ≦ｔ≦１２ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プ
ラズマ

鋼板切板　ＳＮ４００Ｂ ひも付（６≦ｔ≦１２ｍｍ） ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き） 0611026040
切板（ひも付き） ＳＮ４００Ｂ １２ｍｍ＜ｔ≦４０ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・
プラズマ

鋼板切板　ＳＮ４００Ｂ ひも付（１２＜ｔ≦４０ｍｍ） ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き） 0611026050
切板（ひも付き） ＳＮ４９０Ｂ ６ｍｍ≦ｔ≦１２ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プ
ラズマ

鋼板切板　ＳＮ４９０Ｂ ひも付（６≦ｔ≦１２ｍｍ） ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き） 0611026060
切板（ひも付き） ＳＮ４９０Ｂ １２ｍｍ＜ｔ≦４０ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・
プラズマ

鋼板切板　ＳＮ４９０Ｂ ひも付（１２＜ｔ≦４０ｍｍ） ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き） 0611026070
切板（ひも付き） ＳＮ４９０Ｃ １６ｍｍ≦ｔ≦４０ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・
プラズマ

鋼板切板　ＳＮ４９０Ｃ ひも付（１６≦ｔ≦４０ｍｍ） ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き） 0611026080
切板（ひも付き） ＳＮ４９０Ｃ ４０ｍｍ＜ｔ≦１００ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガ
ス・プラズマ

鋼板切板　ＳＮ４９０Ｃ ひも付（４０＜ｔ≦１００ｍｍ） ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（市中） 0611020010 切板（市中） 無規格 １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ 鋼板切板　無規格 市中　ベース１２≦ｔ≦２５ｍｍ ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（市中） 0611022010 切板（市中） ＳＳ４００ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ 鋼板切板　ＳＳ４００ 市中　ベース１２≦ｔ≦２５ｍｍ ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（市中） 0611024020 切板（市中） ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ｍｍ １２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ １枚５０ｋｇ超 寸法切り ガス・プラズマ 鋼板切板　ＳＭ４９０Ａ 市中　ｔ≦５０ｍｍ ｔ 44 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611962005 切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ ベース（板厚１２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ） 切板　板厚　ベース １２≦Ｔ≦２５ｍｍ ｔ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611962010 切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ 厚板　６ｍｍ≦ｔ＜８ｍｍ 切板　加算額　板厚　厚板 ６≦Ｔ＜８ｍｍ ｔ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611962015 切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ 厚板　８ｍｍ≦ｔ＜１２ｍｍ 切板　加算額　板厚　厚板 ８≦Ｔ＜１２ｍｍ ｔ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611962020 切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ 厚板　１２ｍｍ≦ｔ≦２５ｍｍ 切板　加算額　板厚　厚板 １２≦Ｔ≦２５ｍｍ ｔ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611962025 切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ 厚板　２５ｍｍ＜ｔ≦５０ｍｍ　５ｍｍピッチ又はその端数ごとに 切板　加算額　板厚　厚板 Ｔ≦５０ｍｍ　５ｍｍピッチ ｔ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611962030 切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ 厚板　５０ｍｍ＜ｔ≦１００ｍｍ　１０ｍｍピッチ又はその端数ごとに 切板　加算額　板厚　厚板 Ｔ≦１００ｍｍ　１０ｍｍピッチ ｔ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611962035 切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ 厚板　１００ｍｍ＜ｔ　１０ｍｍピッチ又はその端数ごとに 切板　加算額　板厚　厚板 １００ｍｍ＜Ｔ　１０ｍｍピッチ ｔ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611962040 切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ 中板　３．０ｍｍ≦ｔ＜４．５ｍｍ 切板　加算額　板厚　中板 ３≦Ｔ＜４．５ｍｍ ｔ 45 ○ ○ 0611 鋼板
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切板（ひも付き）―エキストラ― 0611962045 切板（ひも付き）エキストラ 板厚エキストラ 中板　４．５ｍｍ≦ｔ＜６ｍｍ 切板　加算額　板厚　中板 ４．５≦Ｔ＜６ｍｍ ｔ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611960010 切板（ひも付き）エキストラ 単質別，形状別エキストラ 寸法切りエキストラ（Ｓ） １枚２ｋｇ以下 切板　加算額　寸法切り ２ｋｇ以下 枚 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611960020 切板（ひも付き）エキストラ 単質別，形状別エキストラ 寸法切りエキストラ（Ｓ） １枚２ｋｇ超～５０ｋｇ以下 切板　加算額　寸法切り ２ｋｇ超～５０ｋｇ以下 ｔ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611960023
切板（ひも付き）エキストラ 単質別，形状別エキストラ 寸法切りエキストラ（Ｓ） １枚５０ｋｇ超～１５００ｋｇ以
下

切板　加算額　寸法切り ５０ｋｇ超～１５００ｋｇ以下 ｔ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611960025 切板（ひも付き）エキストラ 単質別，形状別エキストラ 寸法切りエキストラ（Ｓ） １枚１５００ｋｇ超 切板　加算額　寸法切り １５００ｋｇ超 ｔ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611960030 切板（ひも付き）エキストラ 単質別，形状別エキストラ その他エキストラ（Ｔ） １枚２ｋｇ以下 切板　加算額　その他 ２ｋｇ以下 枚 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611960040 切板（ひも付き）エキストラ 単質別，形状別エキストラ その他エキストラ（Ｔ） １枚２ｋｇ超～５０ｋｇ以下 切板　加算額　その他 ２ｋｇ超～５０ｋｇ以下 ｔ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611960050 切板（ひも付き）エキストラ 単質別，形状別エキストラ その他エキストラ（Ｔ） １枚５０ｋｇ超～１５００ｋｇ以下 切板　加算額　その他 ５０ｋｇ超～１５００ｋｇ以下 ｔ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611960060 切板（ひも付き）エキストラ 単質別，形状別エキストラ その他エキストラ（Ｔ） １枚１５００ｋｇ超 切板　加算額　その他 １５００ｋｇ超 ｔ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965005 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ１２ 板厚≦１２ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（丸孔） 孔径≦φ１２　板厚≦１２ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965010 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ１２ 板厚≦２５ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（丸孔） 孔径≦φ１２　板厚≦２５ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965015 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ１２ 板厚≦４０ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（丸孔） 孔径≦φ１２　板厚≦４０ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965020 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ２５ 板厚≦１２ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（丸孔） 孔径≦φ２５　板厚≦１２ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965025 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ２５ 板厚≦２５ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（丸孔） 孔径≦φ２５　板厚≦２５ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965030 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ２５ 板厚≦４０ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（丸孔） 孔径≦φ２５　板厚≦４０ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965035 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ３６ 板厚≦１２ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（丸孔） 孔径≦φ３６　板厚≦１２ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965040 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ３６ 板厚≦２５ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（丸孔） 孔径≦φ３６　板厚≦２５ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965045 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（丸孔） 孔径≦φ３６ 板厚≦４０ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（丸孔） 孔径≦φ３６　板厚≦４０ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板
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切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965050 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦１００ｍｍ 板厚≦１６ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（中抜） 長辺長・直径≦１００板厚≦１６ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965055 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦１００ｍｍ 板厚≦３５ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（中抜） 長辺長・直径≦１００板厚≦３５ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965060 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦１００ｍｍ 板厚≦５０ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（中抜） 長辺長・直径≦１００板厚≦５０ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965065 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦３００ｍｍ 板厚≦１６ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（中抜） 長辺長・直径≦３００板厚≦１６ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965070 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦３００ｍｍ 板厚≦３５ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（中抜） 長辺長・直径≦３００板厚≦３５ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965075 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦３００ｍｍ 板厚≦５０ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（中抜） 長辺長・直径≦３００板厚≦５０ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965080 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦５００ｍｍ 板厚≦１６ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（中抜） 長辺長・直径≦５００板厚≦１６ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965085 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦５００ｍｍ 板厚≦３５ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（中抜） 長辺長・直径≦５００板厚≦３５ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611965090 切板（ひも付き）エキストラ 孔あけ加工エキストラ（中抜き） 長辺長・直径≦５００ｍｍ 板厚≦５０ｍｍ 切板　加算額孔あけ加工（中抜） 長辺長・直径≦５００板厚≦５０ 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611966005 切板（ひも付き）エキストラ 面取り加工エキストラ １Ｃまたは１Ｒ エキストラ 切板　加算額　面取り加工 １Ｃまたは１Ｒ ｍ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611966010 切板（ひも付き）エキストラ 面取り加工エキストラ ２Ｃまたは２Ｒ エキストラ 切板　加算額　面取り加工 ２Ｃまたは２Ｒ ｍ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611966015 切板（ひも付き）エキストラ 面取り加工エキストラ ３Ｃまたは３Ｒ エキストラ 切板　加算額　面取り加工 ３Ｃまたは３Ｒ ｍ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611966020 切板（ひも付き）エキストラ 開先加工エキストラ レ開先 切板　加算額　開先加工 レ開先 ｍ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611966025 切板（ひも付き）エキストラ マーキングエキストラ 罫書き・矢視 切板　加算額　マーキング 罫書き・矢視 ｍ 45 ○ ○ 0611 鋼板

切板（ひも付き）―エキストラ― 0611966030 切板（ひも付き）エキストラ スニップ・スカラップエキストラ 半径（Ｒ）４０ｍｍ以下のスニップ・スカラップ 切板加算額スニップ・スカラップ 半径（Ｒ）４０ｍｍ以下 個 45 ○ ○ 0611 鋼板

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032005 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２１．７ｍｍ×肉厚１．９ｍｍ ０．９２８ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径２１．７　肉厚１．９ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032010 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２７．２ｍｍ×肉厚１．９ｍｍ １．１９ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径２７．２　肉厚１．９ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032013 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２７．２ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ １．４１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径２７．２　肉厚２．３ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管
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一般構造用炭素鋼鋼管 0613032015 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３４．０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ １．８０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径３４　肉厚２．３ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032018 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３４．０ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ ２．４３ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径３４　肉厚３．２ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032020 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４２．７ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ ２．２９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径４２．７　肉厚２．３ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032022 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４２．７ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ ３．１２ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径４２．７　肉厚３．２ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032024 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４２．７ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ ３．３８ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径４２．７　肉厚３．５ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032025 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４８．６ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ ２．６３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径４８．６　肉厚２．３ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032030 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４８．６ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ ３．５８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径４８．６　肉厚３．２ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032035 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ ３．３０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径６０．５　肉厚２．３ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032032 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径６０．５ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ ３．９８ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径６０．５　肉厚２．８ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032040 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径６０．５ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ ４．５２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径６０．５　肉厚３．２ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032045 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径７６．３ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ ５．０８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径７６．３　肉厚２．８ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032050 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径７６．３ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ ５．７７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径７６．３　肉厚３．２ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032051 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径７６．３ｍｍ×肉厚４．２ｍｍ ７．４７ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径７６．３　肉厚４．２ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032053 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径８９．１ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ ５．９６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径８９．１　肉厚２．８ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032055 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径８９．１ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ ６．７８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径８９．１　肉厚３．２ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032060 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径８９．１ｍｍ×肉厚４．２ｍｍ ８．７９ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径８９．１　肉厚４．２ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032062 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径８９．１ｍｍ×肉厚５．５ｍｍ １１．３ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径８９．１　肉厚５．５ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032065 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１０１．６ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ ７．７６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径１０１．６　肉厚３．２ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

98 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032070 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１０１．６ｍｍ×肉厚４．２ｍｍ １０．１ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径１０１．６　肉厚４．２ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032072 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１０１．６ｍｍ×肉厚５．７ｍｍ １３．５ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径１０１．６　肉厚５．７ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032075 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１１４．３ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ ９．５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径１１４．３　肉厚３．５ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032080 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１１４．３ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ １２．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径１１４．３　肉厚４．５ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032081 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１１４．３ｍｍ×肉厚６．０ｍｍ １６．０ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径１１４．３　肉厚６ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032083 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１３９．８ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ １１．８ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径１３９．８　肉厚３．５ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032084 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１３９．８ｍｍ×肉厚４．０ｍｍ １３．４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径１３９．８　肉厚４ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032085 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１３９．８ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ １５．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径１３９．８　肉厚４．５ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032087 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１３９．８ｍｍ×肉厚６．６ｍｍ ２１．７ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径１３９．８　肉厚６．６ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032089 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１６５．２ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ １７．８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径１６５．２　肉厚４．５ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032090 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１６５．２ｍｍ×肉厚５．０ｍｍ １９．８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径１６５．２　肉厚５ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032092 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１６５．２ｍｍ×肉厚７．１ｍｍ ２７．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径１６５．２　肉厚７．１ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032095 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径１９０．７ｍｍ×肉厚５．３ｍｍ ２４．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径１９０．７　肉厚５．３ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032097 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２１６．３ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ ２３．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径２１６．３　肉厚４．５ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032098 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２１６．３ｍｍ×肉厚５．８ｍｍ ３０．１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径２１６．３　肉厚５．８ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032100 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２１６．３ｍｍ×肉厚８．２ｍｍ ４２．１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径２１６．３　肉厚８．２ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032102 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２６７．４ｍｍ×肉厚５．８ｍｍ ３７．４ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径２６７．４　肉厚５．８ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032103 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２６７．４ｍｍ×肉厚６．６ｍｍ ４２．４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径２６７．４　肉厚６．６ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管
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一般構造用炭素鋼鋼管 0613032105 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２６７．４ｍｍ×肉厚９．３ｍｍ ５９．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径２６７．４　肉厚９．３ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032108 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３１８．５ｍｍ×肉厚６．０ｍｍ ４６．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径３１８．５　肉厚６ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032110 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３１８．５ｍｍ×肉厚６．９ｍｍ ５３．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径３１８．５　肉厚６．９ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032112 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３１８．５ｍｍ×肉厚７．９ｍｍ ６０．５ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径３１８．５　肉厚７．９ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032115
一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３１８．５ｍｍ×肉厚１０．３ｍｍ ７８．３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４
４

一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径３１８．５　肉厚１０．３ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032118 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３５５．６ｍｍ×肉厚６．４ｍｍ ５５．１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径３５５．６　肉厚６．４ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032120 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３５５．６ｍｍ×肉厚７．９ｍｍ ６７．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径３５５．６　肉厚７．９ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032122 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３５５．６ｍｍ×肉厚９．５ｍｍ ８１．１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径３５５．６　肉厚９．５ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032125 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径３５５．６ｍｍ×肉厚１１．１ｍｍ ９４．３ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径３５５．６　肉厚１１．１ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032128 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４０６．４ｍｍ×肉厚６．４ｍｍ ６３．１ｋｇ／ｍ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径４０６．４　肉厚６．４ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032130 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４０６．４ｍｍ×肉厚７．９ｍｍ ７７．６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径４０６．４　肉厚７．９ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032135 一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４０６．４ｍｍ×肉厚９．５ｍｍ ９３．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４４ 一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径４０６．４　肉厚９．５ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用炭素鋼鋼管 0613032140
一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径４０６．４ｍｍ×肉厚１２．７ｍｍ １２３．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４４

一般構造炭素鋼鋼管ＳＴＫ４００ 外径４０６．４　肉厚１２．７ ｔ 46 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613012010
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚１．６ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ ２．３８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ １．６×５０×５０ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613012020
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚２．３ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ ３．３４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ２．３×５０×５０ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613012030
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚１．６ｍｍ×辺６０ｍｍ×辺６０ｍｍ ２．８８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ １．６×６０×６０ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613012040
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚２．３ｍｍ×辺６０ｍｍ×辺６０ｍｍ ４．０６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ２．３×６０×６０ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613012050
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚２．３ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺７５ｍｍ ５．１４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ２．３×７５×７５ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管
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一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613012060
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚３．２ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺７５ｍｍ ７．０１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ３．２×７５×７５ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613012070
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚２．３ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ ６．９５ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ２．３×１００×１００ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613012080
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚３．２ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ ９．５２ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ３．２×１００×１００ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613012090
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚４．５ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ １３．１ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ４．５×１００×１００ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613012100
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚６．０ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ １７．０ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ６．０×１００×１００ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613012110
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚３．２ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺１２５ｍｍ １２．０ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ３．２×１２５×１２５ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613012120
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚４．５ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺１２５ｍｍ １６．６ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ４．５×１２５×１２５ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613012130
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚４．５ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１５０ｍｍ ２０．１ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ４．５×１５０×１５０ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613012140
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚６．０ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１５０ｍｍ ２６．４ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ６．０×１５０×１５０ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613012150
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚６．０ｍｍ×辺１７５ｍｍ×辺１７５ｍｍ ３１．１ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ６．０×１７５×１７５ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613014010
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 長方形 厚１．６ｍｍ×辺６０ｍｍ×辺３０ｍｍ ２．１３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ １．６×６０×３０ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613014020
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 長方形 厚２．３ｍｍ×辺６０ｍｍ×辺３０ｍｍ ２．９８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ２．３×６０×３０ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613014030
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 長方形 厚２．３ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺４５ｍｍ ４．０６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ２．３×７５×４５ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613014040
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 長方形 厚３．２ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺４５ｍｍ ５．５０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ３．２×７５×４５ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613014050
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 長方形 厚２．３ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺５０ｍｍ ５．１４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ２．３×１００×５０ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613014060
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 長方形 厚３．２ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺５０ｍｍ ７．０１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ３．２×１００×５０ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613014070
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 長方形 厚２．３ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺７５ｍｍ ６．９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ２．３×１２５×７５ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613014080
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 長方形 厚３．２ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺７５ｍｍ ９．５２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ３．２×１２５×７５ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管
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一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613014090
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 長方形 厚４．５ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１００ｍｍ １６．６ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ４．５×１５０×１００ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613014100
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 長方形 厚６．０ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１００ｍｍ ２１．７ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ６．０×１５０×１００ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613014110
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 長方形 厚４．５ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺１００ｍｍ ２０．１ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ４．５×２００×１００ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００） 0613014120
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 長方形 厚６．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺１００ｍｍ ２６．４ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　３４６６

一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００ ６．０×２００×１００ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0613 構造用鋼管

小径角形鋼管（スモール角パイプ） 0913012010 小径角形鋼管（スモール角パイプ） 正方形 厚１．２ｍｍ×辺１６ｍｍ×辺１６ｍｍ ０．６２１ｋｇ／ｍ 小径角形鋼管　正方形 Ｔ１．２×１６×１６ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0913 小径角鋼管

小径角形鋼管（スモール角パイプ） 0913012020 小径角形鋼管（スモール角パイプ） 正方形 厚１．６ｍｍ×辺１６ｍｍ×辺１６ｍｍ ０．８１３ｋｇ／ｍ 小径角形鋼管　正方形 Ｔ１．６×１６×１６ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0913 小径角鋼管

小径角形鋼管（スモール角パイプ） 0913012030 小径角形鋼管（スモール角パイプ） 正方形 厚１．６ｍｍ×辺１９ｍｍ×辺１９ｍｍ ０．９３９ｋｇ／ｍ 小径角形鋼管　正方形 Ｔ１．６×１９×１９ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0913 小径角鋼管

小径角形鋼管（スモール角パイプ） 0913012040 小径角形鋼管（スモール角パイプ） 正方形 厚１．６ｍｍ×辺２５ｍｍ×辺２５ｍｍ １．２８ｋｇ／ｍ 小径角形鋼管　正方形 Ｔ１．６×２５×２５ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0913 小径角鋼管

小径角形鋼管（スモール角パイプ） 0913012050 小径角形鋼管（スモール角パイプ） 正方形 厚１．６ｍｍ×辺３１ｍｍ×辺３１（Ｒ）ｍｍ １．４４ｋｇ／ｍ 小径角形鋼管　正方形 Ｔ１．６×３１×３１（Ｒ）ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0913 小径角鋼管

小径角形鋼管（スモール角パイプ） 0913012060 小径角形鋼管（スモール角パイプ） 正方形 厚１．６ｍｍ×辺３２ｍｍ×辺３２ｍｍ １．６２ｋｇ／ｍ 小径角形鋼管　正方形 Ｔ１．６×３２×３２ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0913 小径角鋼管

小径角形鋼管（スモール角パイプ） 0913012070 小径角形鋼管（スモール角パイプ） 正方形 厚１．６ｍｍ×辺３８ｍｍ×辺３８ｍｍ １．９４ｋｇ／ｍ 小径角形鋼管　正方形 Ｔ１．６×３８×３８ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0913 小径角鋼管

小径角形鋼管（スモール角パイプ） 0913012080 小径角形鋼管（スモール角パイプ） 正方形 厚１．６ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺４０（Ｒ）ｍｍ １．９４ｋｇ／ｍ 小径角形鋼管　正方形 Ｔ１．６×４０×４０（Ｒ）ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0913 小径角鋼管

小径角形鋼管（スモール角パイプ） 0913014010 小径角形鋼管（スモール角パイプ） 長方形 厚１．２ｍｍ×辺２２ｍｍ×辺１０ｍｍ ０．６２１ｋｇ／ｍ 小径角形鋼管　長方形 Ｔ１．２×２２×１０ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0913 小径角鋼管

小径角形鋼管（スモール角パイプ） 0913014020 小径角形鋼管（スモール角パイプ） 長方形 厚１．２ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺２５ｍｍ １．２３ｋｇ／ｍ 小径角形鋼管　長方形 Ｔ１．２×４０×２５ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0913 小径角鋼管

小径角形鋼管（スモール角パイプ） 0913014030 小径角形鋼管（スモール角パイプ） 長方形 厚１．２ｍｍ×辺２５ｍｍ×辺１２ｍｍ ０．７１６ｋｇ／ｍ 小径角形鋼管　長方形 Ｔ１．２×２５×１２ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0913 小径角鋼管

小径角形鋼管（スモール角パイプ） 0913014040 小径角形鋼管（スモール角パイプ） 長方形 厚１．６ｍｍ×辺２５ｍｍ×辺１２ｍｍ ０．９３９ｋｇ／ｍ 小径角形鋼管　長方形 Ｔ１．６×２５×１２ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0913 小径角鋼管

小径角形鋼管（スモール角パイプ） 0913014060 小径角形鋼管（スモール角パイプ） 長方形 厚１．６ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺２０（Ｒ）ｍｍ １．４４ｋｇ／ｍ 小径角形鋼管　長方形 Ｔ１．６×４０×２０（Ｒ）ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0913 小径角鋼管

小径角形鋼管（スモール角パイプ） 0913014070 小径角形鋼管（スモール角パイプ） 長方形 厚１．６ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺２６ｍｍ １．９４ｋｇ／ｍ 小径角形鋼管　長方形 Ｔ１．６×５０×２６ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0913 小径角鋼管
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小径角形鋼管（スモール角パイプ） 0913014080 小径角形鋼管（スモール角パイプ） 長方形 厚１．６ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺３０（Ｒ）ｍｍ １．９４ｋｇ／ｍ 小径角形鋼管　長方形 Ｔ１．６×５０×３０（Ｒ）ｍｍ ｔ 47 ○ ○ 0913 小径角鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022010 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚６．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ３５．８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６６ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 ６×２００×２００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022020 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚８．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ４６．９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６６ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 ８×２００×２００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022030 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚９．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ５２．３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６６ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 ９×２００×２００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022040 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚１２．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ６７．９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６６ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 １２×２００×２００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022050 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚６．０ｍｍ×辺２５０ｍｍ×辺２５０ｍｍ ４５．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６６ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 ６×２５０×２５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022060 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚９．０ｍｍ×辺２５０ｍｍ×辺２５０ｍｍ ６６．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６６ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 ９×２５０×２５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022070 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚１２．０ｍｍ×辺２５０ｍｍ×辺２５０ｍｍ ８６．８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６６ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 １２×２５０×２５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022080 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚６．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ ５４．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６６ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 ６×３００×３００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022090 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚９．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ ８０．６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６６ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 ９×３００×３００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022100 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚１２．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ １０６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６６ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 １２×３００×３００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022110 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚１６．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ １３８ｋｇ／ｍ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 １６×３００×３００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022120 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚９．０ｍｍ×辺３５０ｍｍ×辺３５０ｍｍ ９４．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６６ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 ９×３５０×３５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022130 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚１２．０ｍｍ×辺３５０ｍｍ×辺３５０ｍｍ １２４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６６ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 １２×３５０×３５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022140 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚１６．０ｍｍ×辺３５０ｍｍ×辺３５０ｍｍ １６３ｋｇ／ｍ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 １６×３５０×３５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022150 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚９．０ｍｍ×辺４００ｍｍ×辺４００ｍｍ １０９ｋｇ／ｍ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 ９×４００×４００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022160 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚１２．０ｍｍ×辺４００ｍｍ×辺４００ｍｍ １４３ｋｇ／ｍ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 １２×４００×４００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＳＴＫＲ　４００） 0613022170 コラム ＳＴＫＲ４００ 厚１６．０ｍｍ×辺４００ｍｍ×辺４００ｍｍ １８８ｋｇ／ｍ コラム　ＳＴＫＲ４００電縫管 １６×４００×４００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管
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コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023010 コラム ＢＣＲ２９５ 厚６．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ３５．６ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 ６×２００×２００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023020 コラム ＢＣＲ２９５ 厚８．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ４６．５ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 ８×２００×２００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023030 コラム ＢＣＲ２９５ 厚９．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ５１．８ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 ９×２００×２００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023040 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１２．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ ６７ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １２×２００×２００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023050 コラム ＢＣＲ２９５ 厚６．０ｍｍ×辺２５０ｍｍ×辺２５０ｍｍ ４５ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 ６×２５０×２５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023060 コラム ＢＣＲ２９５ 厚９．０ｍｍ×辺２５０ｍｍ×辺２５０ｍｍ ６５．９ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 ９×２５０×２５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023070 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１２．０ｍｍ×辺２５０ｍｍ×辺２５０ｍｍ ８５．８ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １２×２５０×２５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023080 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１６．０ｍｍ×辺２５０ｍｍ×辺２５０ｍｍ １１１ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １６×２５０×２５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023090 コラム ＢＣＲ２９５ 厚６．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ ５４．４ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 ６×３００×３００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023100 コラム ＢＣＲ２９５ 厚９．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ ８０．１ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 ９×３００×３００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023110 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１２．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ １０５ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １２×３００×３００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023120 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１６．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ １３６ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １６×３００×３００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023130 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１９．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ １５８ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １９×３００×３００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023140 コラム ＢＣＲ２９５ 厚９．０ｍｍ×辺３５０ｍｍ×辺３５０ｍｍ ９４．２ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 ９×３５０×３５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023150 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１２．０ｍｍ×辺３５０ｍｍ×辺３５０ｍｍ １２３ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １２×３５０×３５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023160 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１６．０ｍｍ×辺３５０ｍｍ×辺３５０ｍｍ １６１ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １６×３５０×３５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023170 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１９．０ｍｍ×辺３５０ｍｍ×辺３５０ｍｍ １８８ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １９×３５０×３５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023180 コラム ＢＣＲ２９５ 厚２２．０ｍｍ×辺３５０ｍｍ×辺３５０ｍｍ ２１４ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 ２２×３５０×３５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管
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コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023190 コラム ＢＣＲ２９５ 厚９．０ｍｍ×辺４００ｍｍ×辺４００ｍｍ １０８ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 ９×４００×４００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023200 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１２．０ｍｍ×辺４００ｍｍ×辺４００ｍｍ １４２ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １２×４００×４００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023210 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１６．０ｍｍ×辺４００ｍｍ×辺４００ｍｍ １８６ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １６×４００×４００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023220 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１９．０ｍｍ×辺４００ｍｍ×辺４００ｍｍ ２１８ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １９×４００×４００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023230 コラム ＢＣＲ２９５ 厚２２．０ｍｍ×辺４００ｍｍ×辺４００ｍｍ ２４８ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 ２２×４００×４００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023240 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１２．０ｍｍ×辺４５０ｍｍ×辺４５０ｍｍ １６１ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １２×４５０×４５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023250 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１６．０ｍｍ×辺４５０ｍｍ×辺４５０ｍｍ ２１１ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １６×４５０×４５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023260 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１９．０ｍｍ×辺４５０ｍｍ×辺４５０ｍｍ ２４７ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １９×４５０×４５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023270 コラム ＢＣＲ２９５ 厚２２．０ｍｍ×辺４５０ｍｍ×辺４５０ｍｍ ２８３ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 ２２×４５０×４５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023280 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１６．０ｍｍ×辺５００ｍｍ×辺５００ｍｍ ２３６ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １６×５００×５００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023290 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１９．０ｍｍ×辺５００ｍｍ×辺５００ｍｍ ２７７ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １９×５００×５００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023300 コラム ＢＣＲ２９５ 厚２２．０ｍｍ×辺５００ｍｍ×辺５００ｍｍ ３１７ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 ２２×５００×５００ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023310 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１６．０ｍｍ×辺５５０ｍｍ×辺５５０ｍｍ ２６１ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １６×５５０×５５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023320 コラム ＢＣＲ２９５ 厚１９．０ｍｍ×辺５５０ｍｍ×辺５５０ｍｍ ３０７ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 １９×５５０×５５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（電縫管　ＢＣＲ　２９５） 0613023330 コラム ＢＣＲ２９５ 厚２２．０ｍｍ×辺５５０ｍｍ×辺５５０ｍｍ ３５２ｋｇ／ｍ コラム　ＢＣＲ２９５電縫管 ２２×５５０×５５０ｍｍ ｔ 48 ○ ○ 0613 構造用鋼管

熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） 0613027010 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚９ｍｍ×辺２００ｍｍ～３５０ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ Ｔ９×２００～３５０角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） 0613027020 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚１２ｍｍ×辺２００ｍｍ～５００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ Ｔ１２×２００～５００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） 0613027030 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚１６ｍｍ×辺２００ｍｍ 角 ８７．３ｋｇ／ｍ スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ Ｔ１６×２００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管
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熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） 0613027040 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚１６ｍｍ×辺２５０ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ Ｔ１６×２５０～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） 0613027160 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚１９ｍｍ×辺３００ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ Ｔ１９×３００～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） 0613027170 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚２２ｍｍ×辺３５０ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ Ｔ２２×３５０～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） 0613027180 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚２５ｍｍ×辺４００ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ Ｔ２５×４００～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） 0613027080 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚２８ｍｍ×辺４００ｍｍ 角 ３１１ｋｇ／ｍ スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ Ｔ２８×４００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） 0613027190 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚２８ｍｍ×辺４５０ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ Ｔ２８×４５０～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） 0613027100 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚３２ｍｍ×辺４００ｍｍ～４５０ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ Ｔ３２×４００～４５０角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） 0613027200 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚３２ｍｍ×辺５００ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ Ｔ３２×５００～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） 0613027120 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚３６ｍｍ×辺４００ｍｍ～５００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ Ｔ３６×４００～５００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） 0613027210 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚３６ｍｍ×辺５５０ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ Ｔ３６×５５０～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） 0613027140 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚４０ｍｍ×辺４００ｍｍ～５５０ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ Ｔ４０×４００～５５０角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム） 0613027220 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚４０ｍｍ×辺６００ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ スーパーホット　ＳＨＣ４９０Ｂ Ｔ４０×６００～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025010 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚１６ｍｍ×辺４００ｍｍ 角 １８３．０ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ１６×４００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025020 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚１６ｍｍ×辺４５０ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ１６×４５０～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025030 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚１９ｍｍ×辺４００ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ１９×４００～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025040 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚１９ｍｍ×辺７５０ｍｍ～８００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ１９×７５０～８００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025050 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚１９ｍｍ×辺８５０ｍｍ～１，０００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ１９×８５０～１０００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025060 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２２ｍｍ×辺４００ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ２２×４００～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管
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コラム（プレスサイズコラム） 0613025070 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２２ｍｍ×辺７５０ｍｍ～８００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ２２×７５０～８００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025080 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２２ｍｍ×辺８５０ｍｍ～１，０００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ２２×８５０～１０００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025090 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２５ｍｍ×辺４００ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ２５×４００～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025100 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２５ｍｍ×辺７５０ｍｍ～８００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ２５×７５０～８００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025110 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２５ｍｍ×辺８５０ｍｍ～１，０００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ２５×８５０～１０００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025120 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２８ｍｍ×辺４５０ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ２８×４５０～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025130 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２８ｍｍ×辺７５０ｍｍ～８００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ２８×７５０～８００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025140 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚２８ｍｍ×辺８５０ｍｍ～１，０００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ２８×８５０～１０００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025150 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚３２ｍｍ×辺４５０ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ３２×４５０～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025160 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚３２ｍｍ×辺７５０ｍｍ～８００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ３２×７５０～８００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025170 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚３２ｍｍ×辺８５０ｍｍ～１，０００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ３２×８５０～１０００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025180 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚３６ｍｍ×辺５００ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ３６×５００～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025190 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚３６ｍｍ×辺７５０ｍｍ～８００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ３６×７５０～８００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025200 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚３６ｍｍ×辺８５０ｍｍ～１，０００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ３６×８５０～１０００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025210 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚３８ｍｍ×辺６００ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ３８×６００～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025220 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚３８ｍｍ×辺７５０ｍｍ～８００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ３８×７５０～８００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025230 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚３８ｍｍ×辺８５０ｍｍ～１，０００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ３８×８５０～１０００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025240 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚４０ｍｍ×辺５５０ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ４０×５５０～７００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管
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コラム（プレスサイズコラム） 0613025250 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚４０ｍｍ×辺７５０ｍｍ～８００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ４０×７５０～８００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

コラム（プレスサイズコラム） 0613025260 コラム（プレスサイズコラム）　ＢＣＰ　３２５ 厚４０ｍｍ×辺８５０ｍｍ～１，０００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ プレスサイズコラムＢＣＰ３２５ Ｔ４０×８５０～１０００角 ｔ 49 ○ ○ 0613 構造用鋼管

角形鋼管柱・Ｈ形鋼はり接合部材（ノンダイア
フラム）

0615020014 ＮＤコア（ＮＤ１７５） 辺□１７５ｍｍ×長１５０ｍｍ～ ８５．１ｋｇ／ｍ ＮＤコア（ＮＤ１７５） １７５×Ｌ１５０ｍｍ～ ｍ 49 ○ ○ 0615 鉄骨構造接合部材

角形鋼管柱・Ｈ形鋼はり接合部材（ノンダイア
フラム）

0615020016 ＮＤコア（ＮＤ２００） 辺□２００ｍｍ×長１５０ｍｍ～ １２４ｋｇ／ｍ ＮＤコア（ＮＤ２００） ２００×Ｌ１５０ｍｍ～ ｍ 49 ○ ○ 0615 鉄骨構造接合部材

角形鋼管柱・Ｈ形鋼はり接合部材（ノンダイア
フラム）

0615020018 ＮＤコア（ＮＤ２５０） 辺□２５０ｍｍ×長１５０ｍｍ～ １８４ｋｇ／ｍ ＮＤコア（ＮＤ２５０） ２５０×Ｌ１５０ｍｍ～ ｍ 49 ○ ○ 0615 鉄骨構造接合部材

角形鋼管柱・Ｈ形鋼はり接合部材（ノンダイア
フラム）

0615020020 ＮＤコア（ＮＤ３００） 辺□３００ｍｍ×長１５０ｍｍ～ ２６５ｋｇ／ｍ ＮＤコア（ＮＤ３００） ３００×Ｌ１５０ｍｍ～ ｍ 49 ○ ○ 0615 鉄骨構造接合部材

角形鋼管柱・Ｈ形鋼はり接合部材（ノンダイア
フラム）

0615020022 ＮＤコア（ＮＤ３５０） 辺□３５０ｍｍ×長１５０ｍｍ～ ３６０ｋｇ／ｍ ＮＤコア（ＮＤ３５０） ３５０×Ｌ１５０ｍｍ～ ｍ 49 ○ ○ 0615 鉄骨構造接合部材

角形鋼管柱・Ｈ形鋼はり接合部材（ノンダイア
フラム）

0615020024 ＮＤコア（ＮＤ４００） 辺□４００ｍｍ×長１５０ｍｍ～ ４７０ｋｇ／ｍ ＮＤコア（ＮＤ４００） ４００×Ｌ１５０ｍｍ～ ｍ 49 ○ ○ 0615 鉄骨構造接合部材

軽量鋼矢板 0101020010 軽量鋼矢板 標準型 ＳＳ４００ 標準長２ｍ～１２ｍ（５００ｍｍピッチ） 製造可能寸法は２～１２ｍまで 軽量鋼矢板　ＳＳ４００ ２～１２ｍ（５００ｍｍピッチ） ｔ 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

軽量鋼矢板 0101920002 軽量鋼矢板　エキストラ 長さ　２ｍ未満　加算額 軽量鋼矢板　加算額　長さ Ｌ＜２ｍ ｔ 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101040070 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） ＧＨ－Ｒ　Ｈ４００～１，２００　ＳＭ４９０Ａ 日本製鉄 鋼製地中連続壁用鋼材 ＮＳ－ＢＯＸ　ＧＨ－Ｒ ｔ 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101040080 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） ＧＨ－Ｈ　Ｈ４００～１，２００　ＳＭ４９０Ａ 日本製鉄 鋼製地中連続壁用鋼材 ＮＳ－ＢＯＸ　ＧＨ－Ｈ ｔ 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101040090 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） ＧＨ－Ｉ　Ｈ４００～１，０００　ＳＭ４９０Ａ 日本製鉄 鋼製地中連続壁用鋼材 ＮＳ－ＢＯＸ　ＧＨ－Ｉ ｔ 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101940032
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　工法－Ⅰエキストラ ＧＨ－Ｒ・ＧＨ－Ｈ　（かんざし孔加工・塞ぎ板・ウェ
ブ孔加工） 日本製鉄

鋼製地中連続壁用鋼材　加算 工法－１　ＧＨ－Ｒ・ＧＨ－Ｈ ｔ 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101940014 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　長さエキストラ ３ｍ未満 １３ｍ超別途 日本製鉄 鋼製地中連続壁用鋼材　加算長さ Ｌ３ｍ未満 ｔ 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101940052
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　小ロットエキストラ （ＧＨ－Ｒフランジサイズごとの主部材質量）ＧＨ－Ｒ
２００ｔ未満 日本製鉄

鋼製地中連続壁用鋼材　加算 小ロットＧＨ－Ｒ　２００ｔ未満 ｔ 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101940018
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　エキストラ 嵌合継手　ＧＨ－Ｈ　開先加工無し ＧＨ－Ｈ用Ｔ型継手　Ａ継
手仕様としＢ継手は別途 開先平鋼を用いたＡ継手・Ｂ継手は別途 日本製鉄

鋼製地中連続壁用鋼材加算Ａ継手 嵌合継手　ＧＨ－Ｈ　開先加工無 個 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101940020
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　エキストラ 嵌合継手　ＧＨ－Ｈ　開先加工有り ＧＨ－Ｈ用Ｔ型継手　Ａ継
手仕様としＢ継手は別途 開先平鋼を用いたＡ継手・Ｂ継手は別途 日本製鉄

鋼製地中連続壁用鋼材加算Ａ継手 嵌合継手　ＧＨ－Ｈ　開先加工有 個 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板
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鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101940030 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　エキストラ 嵌合継手　ＧＨ－Ｉ ＦＢ５０×６ｍｍ　連続取付 日本製鉄 鋼製地中連続壁用鋼材　加算 嵌合継手　ＧＨ－Ｉ ｍ 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101940036
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　エキストラ 現場継手孔あけ加工　ＧＨ－Ｒ・ＧＨ－Ｈ・ＧＨ－Ｉ 添接板材
料費は含まず　高力ボルト（Ｓ１０Ｔ）含む 日本製鉄

鋼製地中連続壁用鋼材　加算 現場継手孔あけ加工 孔 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101940038 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　エキストラ フィラー 材料費及び孔あけ加工 日本製鉄 鋼製地中連続壁用鋼材　加算 フィラー　材料費・孔あけ加工 孔 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101940040
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　エキストラ リーマー処理 １条４組継手以上は別途（Ｈ形鋼接合部は除く）
日本製鉄

鋼製地中連続壁用鋼材　加算 リーマー処理 継手 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101940042
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　エキストラ 条組加工 １条４組継手以上は別途　仮組み検査１回含む 日本製
鉄

鋼製地中連続壁用鋼材　加算 条組加工　仮組み検査１回含む 継手 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101940044
鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　エキストラ 先行エレメント端部加工（工法－Ⅰのみ） ＥＶＡシート（幅５
００ｍｍ）取付加工　ウェブ補強及び端部補強は別途 床版接合部加工，フランジ・ウェブ補強，カップラー取付け，床
版接合部補強は別途 日本製鉄

鋼製地中連続壁用鋼材　加算 先行エレメント端部加工 ｍ 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101940046 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　エキストラ 吊金具 ５ｔ以下用 日本製鉄 鋼製地中連続壁用鋼材　加算 吊金具　５ｔ以下用 個 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101940054 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　エキストラ 吊金具 ７ｔ以下用 日本製鉄 鋼製地中連続壁用鋼材　加算 吊金具　７ｔ以下用 個 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101940056 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　エキストラ 吊金具 ９ｔ以下用 日本製鉄 鋼製地中連続壁用鋼材　加算 吊金具　９ｔ以下用 個 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ） 0101940048 鋼製地中連続壁用鋼材（ＮＳ－ＢＯＸ）　エキストラ スペーサー 工法－Ⅰのみ 日本製鉄 鋼製地中連続壁用鋼材　加算 スペーサー　工法－１のみ 個 50 ○ ○ 0101 鋼製矢板

ステンレス鋼 0911011010
冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ４３０　Ｎｏ．２Ｂ 厚０．３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４．６２ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）

ステンレス板　冷延　４３０ ０．３ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911011020
冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ４３０　Ｎｏ．２Ｂ 厚０．５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７．７０ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）

ステンレス板　冷延　４３０ ０．５ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911011035
冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ４３０　Ｎｏ．２Ｂ 厚０．８ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １２．３ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）

ステンレス板　冷延　４３０ ０．８ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911011040
冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ４３０　Ｎｏ．２Ｂ 厚１．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １５．４ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）

ステンレス板　冷延　４３０ １ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911011045
冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ４３０　Ｎｏ．２Ｂ 厚１．２ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １８．５ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）

ステンレス板　冷延　４３０ １．２ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911011050
冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ４３０　Ｎｏ．２Ｂ 厚１．５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２３．１ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）

ステンレス板　冷延　４３０ １．５ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911011055
冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ４３０　Ｎｏ．２Ｂ 厚２．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３０．８ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）

ステンレス板　冷延　４３０ ２ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012010
冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚０．３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４．７６ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）

ステンレス板　冷延　３０４ ０．３ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼
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ステンレス鋼 0911012020
冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚０．５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７．９３ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）

ステンレス板　冷延　３０４ ０．５ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012025
冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚０．６ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９．５２ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）

ステンレス板　冷延　３０４ ０．６ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012035
冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚０．８ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １２．７ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）

ステンレス板　冷延　３０４ ０．８ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012040
冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚１．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １５．９ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）

ステンレス板　冷延　３０４ １ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012045
冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚１．２ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １９．０ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）

ステンレス板　冷延　３０４ １．２ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012050
冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚１．５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２３．８ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）

ステンレス板　冷延　３０４ １．５ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012055
冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚２．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３１．７ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）

ステンレス板　冷延　３０４ ２ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012065
冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．２Ｂ 厚３．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４７．６ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０５）

ステンレス板　冷延　３０４ ３ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012070
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４７．６ｋｇ／枚
（ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ ３ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012080
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚４ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６３．４ｋｇ／枚
（ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ ４ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012090
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７９．３ｋｇ／枚
（ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ ５ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012100
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚６ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９５．２ｋｇ／枚
（ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ ６ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012120
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚８ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １２７．０ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ ８ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012130
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚９ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １４３．０ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ ９ｍｍ×１×２ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012145
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚１０ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ １１７９ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ １０ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012155
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚１２ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ １４１５ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ １２ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012160
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚１４ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ １６５１ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ １４ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012170
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚１５ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ １７７０ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ １５ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼
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ステンレス鋼 0911012180
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚１６ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ １８８７ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ １６ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012190
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚１８ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ ２１２２ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ １８ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012200
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚１９ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ ２２４１ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ １９ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012210
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚２０ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ ２３５８ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ ２０ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012220
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚２２ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ ２５９５ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ ２２ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012260
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚２４ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ ２８３０ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ ２４ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012270
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚２５ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ ２９４９ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ ２５ｍｍ×２．４３８×６．１ｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911060010 ステンレスしま鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚２．５ｍｍ×幅１，０２０ｍｍ×長２，１００ｍｍ ４６．５ｋｇ／枚 ステンレスしま鋼板 ２．５×１０２０×２１００ｍｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911060020 ステンレスしま鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚３．０ｍｍ×幅１，０２０ｍｍ×長２，１００ｍｍ ５５．０ｋｇ／枚 ステンレスしま鋼板 ３×１０２０×２１００ｍｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911060060 ステンレスしま鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚３．０ｍｍ×幅１，２４０ｍｍ×長２，５００ｍｍ ７９．６ｋｇ／枚 ステンレスしま鋼板 ３×１２４０×２５００ｍｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911060030 ステンレスしま鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚３．５ｍｍ×幅１，０２０ｍｍ×長２，１００ｍｍ ６３．５ｋｇ／枚 ステンレスしま鋼板 ３．５×１０２０×２１００ｍｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911060065 ステンレスしま鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚３．５ｍｍ×幅１，２４０ｍｍ×長２，５００ｍｍ ９１．９ｋｇ／枚 ステンレスしま鋼板 ３．５×１２４０×２５００ｍｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911060070 ステンレスしま鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚３．５ｍｍ×幅１，５４０ｍｍ×長４，１００ｍｍ １８７．０ｋｇ／枚 ステンレスしま鋼板 ３．５×１５４０×４１００ｍｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911060040 ステンレスしま鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚４．５ｍｍ×幅１，０２０ｍｍ×長２，１００ｍｍ ８０．５ｋｇ／枚 ステンレスしま鋼板 ４．５×１０２０×２１００ｍｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911060075 ステンレスしま鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚４．５ｍｍ×幅１，２４０ｍｍ×長２，５００ｍｍ １１６．０ｋｇ／枚 ステンレスしま鋼板 ４．５×１２４０×２５００ｍｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911060080 ステンレスしま鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚４．５ｍｍ×幅１，５４０ｍｍ×長４，１００ｍｍ ２３７．０ｋｇ／枚 ステンレスしま鋼板 ４．５×１５４０×４１００ｍｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911060050 ステンレスしま鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚６．０ｍｍ×幅１，０２０ｍｍ×長２，１００ｍｍ １０６．０ｋｇ／枚 ステンレスしま鋼板 ６×１０２０×２１００ｍｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911060085 ステンレスしま鋼板 ＳＵＳ３０４ 厚６．０ｍｍ×幅１，５４０ｍｍ×長４，１００ｍｍ ３１２．０ｋｇ／枚 ステンレスしま鋼板 ６×１５４０×４１００ｍｍ ｋｇ 51 ○ ○ 0911 ステンレス鋼
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ステンレス鋼 0911032010
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×辺２０ｍｍ×辺２０ｍｍ×長４，０００ｍｍ ０．８９５ｋ
ｇ／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４　３×２０×２０ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911032020
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×辺２５ｍｍ×辺２５ｍｍ×長４，０００ｍｍ １．１３ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４　３×２５×２５ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911032030
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×辺３０ｍｍ×辺３０ｍｍ×長４，０００ｍｍ １．３７ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４　３×３０×３０ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911032040
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚５ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺４０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２．９８ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４　５×４０×４０ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911032050
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚６ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ４．４８ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４　６×５０×５０ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911032060
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚６ｍｍ×辺６５ｍｍ×辺６５ｍｍ×長６，０００ｍｍ ５．９７ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４　６×６５×６５ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911032070
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚６ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺７５ｍｍ×長６，０００ｍｍ ６．９２ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４　６×７５×７５ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911032080
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚９ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺７５ｍｍ×長６，０００ｍｍ １０．１ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４　９×７５×７５ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911070010
冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×辺３０ｍｍ×辺３０ｍｍ×長４，０００ｍｍ １．３３ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３２０）

冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ３×３０×３０×４０００ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911070020
冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚４ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２．９７ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３２０）

冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ４×５０×５０×６０００ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911070030
冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚５ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺４０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２．８５ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３２０）

冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ５×４０×４０×６０００ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911070040
冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚６ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ４．２８ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３２０）

冷間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ６×５０×５０×６０００ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911110010
熱間成形ステンレス溝形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚６ｍｍ×高１３０ｍｍ×幅６５ｍｍ×長６，０００ｍｍ １２．０ｋｇ／ｍ
（ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス溝形鋼 ６×１３０×６５ｍｍ×６ｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911110020
熱間成形ステンレス溝形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚６ｍｍ×高１５０ｍｍ×幅７５ｍｍ×長６，０００ｍｍ １３．９ｋｇ／ｍ
（ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス溝形鋼 ６×１５０×７５ｍｍ×６ｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911110030
熱間成形ステンレス溝形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚９ｍｍ×高１５０ｍｍ×幅７５ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２０．３ｋｇ／ｍ
（ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス溝形鋼 ９×１５０×７５ｍｍ×６ｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911110040
熱間成形ステンレス溝形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚１０ｍｍ×高２００ｍｍ×幅１００ｍｍ×長６，０００ｍｍ ３０．３ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス溝形鋼 １０×２００×１００ｍｍ×６ｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911120010
熱間成形ステンレスＨ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高１００ｍｍ×幅１００ｍｍ×（厚１）６ｍｍ×（厚２）８ｍｍ×長６，０
００ｍｍ １７．１ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレスＨ形鋼 １００×１００×６×８ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911120020
熱間成形ステンレスＨ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高１２５ｍｍ×幅１２５ｍｍ×（厚１）６．５ｍｍ×（厚２）９ｍｍ×長
６，０００ｍｍ ２３．８ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレスＨ形鋼 １２５×１２５×６．５×９ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼
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ステンレス鋼 0911120030
熱間成形ステンレスＨ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高１５０ｍｍ×幅１５０ｍｍ×（厚１）７ｍｍ×（厚２）１０ｍｍ×長６，
０００ｍｍ ３１．４ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレスＨ形鋼 １５０×１５０×７×１０ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911120040
熱間成形ステンレスＨ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高２００ｍｍ×幅１００ｍｍ×（厚１）５．５ｍｍ×（厚２）８ｍｍ×長
６，０００ｍｍ ２１．１ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレスＨ形鋼 ２００×１００×５．５×８ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911120050
熱間成形ステンレスＨ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高２００ｍｍ×幅２００ｍｍ×（厚１）８ｍｍ×（厚２）１２ｍｍ×長６，
０００ｍｍ ５０．４ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレスＨ形鋼 ２００×２００×８×１２ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911120060
熱間成形ステンレスＨ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高２５０ｍｍ×幅２５０ｍｍ×（厚１）９ｍｍ×（厚２）１４ｍｍ×長６，
０００ｍｍ ７２．５ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレスＨ形鋼 ２５０×２５０×９×１４ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911100010 熱間仕上げステンレス平鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×幅２５ｍｍ×長４，０００ｍｍ ０．５９５ｋｇ／ｍ 熱間仕上ステンレス平鋼 ３×２５×４０００ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911100020 熱間仕上げステンレス平鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×幅３０ｍｍ×長４，０００ｍｍ ０．７１４ｋｇ／ｍ 熱間仕上ステンレス平鋼 ３×３０×４０００ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911100030 熱間仕上げステンレス平鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×幅４０ｍｍ×長４，０００ｍｍ ０．９５２ｋｇ／ｍ 熱間仕上ステンレス平鋼 ３×４０×４０００ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911100040 熱間仕上げステンレス平鋼 ＳＵＳ３０４ 厚６ｍｍ×幅５０ｍｍ×長４，０００ｍｍ ２．３８ｋｇ／ｍ 熱間仕上ステンレス平鋼 ６×５０×４０００ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911100050 熱間仕上げステンレス平鋼 ＳＵＳ３０４ 厚９ｍｍ×幅５０ｍｍ×長４，０００ｍｍ ３．５７ｋｇ／ｍ 熱間仕上ステンレス平鋼 ９×５０×４０００ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911100060 熱間仕上げステンレス平鋼 ＳＵＳ３０４ 厚９ｍｍ×幅７５ｍｍ×長４，０００ｍｍ ５．３５ｋｇ／ｍ 熱間仕上ステンレス平鋼 ９×７５×４０００ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911100070 熱間仕上げステンレス平鋼 ＳＵＳ３０４ 厚１２ｍｍ×幅５０ｍｍ×長４，０００ｍｍ ４．７６ｋｇ／ｍ 熱間仕上ステンレス平鋼 １２×５０×４０００ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911100080 熱間仕上げステンレス平鋼 ＳＵＳ３０４ 厚１２ｍｍ×幅７５ｍｍ×長４，０００ｍｍ ７．１４ｋｇ／ｍ 熱間仕上ステンレス平鋼 １２×７５×４０００ｍｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911050010
熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径９．０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ ０．５０５ｋｇ／ｍ （ＪＩ
Ｓ　Ｇ　４３０３）

熱間仕上ステンレス丸鋼 ９ｍｍ×４～６ｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911050020
熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径１０．０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ ０．６２３ｋｇ／ｍ （Ｊ
ＩＳ　Ｇ　４３０３）

熱間仕上ステンレス丸鋼 １０ｍｍ×４～６ｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911050030
熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径１３．０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ １．０５ｋｇ／ｍ （ＪＩ
Ｓ　Ｇ　４３０３）

熱間仕上ステンレス丸鋼 １３ｍｍ×４～６ｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911050040
熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径１６．０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ １．５９ｋｇ／ｍ （ＪＩ
Ｓ　Ｇ　４３０３）

熱間仕上ステンレス丸鋼 １６ｍｍ×４～６ｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911050050
熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径２０．０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ ２．４９ｋｇ／ｍ （ＪＩ
Ｓ　Ｇ　４３０３）

熱間仕上ステンレス丸鋼 ２０ｍｍ×４～６ｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911050060
熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径２２．０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ ３．０１ｋｇ／ｍ （ＪＩ
Ｓ　Ｇ　４３０３）

熱間仕上ステンレス丸鋼 ２２ｍｍ×４～６ｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼
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ステンレス鋼 0911050070
熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径２５～１００ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ －ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ
Ｇ　４３０３）

熱間仕上ステンレス丸鋼 ２５～１００ｍｍ×４～６ｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911050080
熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径１１０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ ７５．４ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ
Ｇ　４３０３）

熱間仕上ステンレス丸鋼 １１０ｍｍ×４～６ｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911050090
熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径１２０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ ８９．７ｋｇ／ｍ （ＪＩＳ
Ｇ　４３０３）

熱間仕上ステンレス丸鋼 １２０ｍｍ×４～６ｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911050100
熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径１６０～２００ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ －ｋｇ／ｍ （ＪＩ
Ｓ　Ｇ　４３０３）

熱間仕上ステンレス丸鋼 １６０～２００ｍｍ×４～６ｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911050120
熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径２１０～２５０ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ －ｋｇ／ｍ （ＪＩ
Ｓ　Ｇ　４３０３）

熱間仕上ステンレス丸鋼 ２１０～２５０ｍｍ×４～６ｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911050130
熱間仕上げステンレス丸鋼 ＳＵＳ３０４ 径２６０～３００ｍｍ×長４，０００～６，０００ｍｍ －ｋｇ／ｍ （ＪＩ
Ｓ　Ｇ　４３０３）

熱間仕上ステンレス丸鋼 ２６０～３００ｍｍ×４～６ｍ ｋｇ 52 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911022040
ステンレス角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚１．５ｍｍ×辺３２ｍｍ×辺３２ｍｍ×長５，０００ｍｍ ７．２５ｋｇ
／本

ステンレス角パイプ　正方形 １．５×３２×３２ｍｍ×５ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911022070
ステンレス角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚１．５ｍｍ×辺３５ｍｍ×辺３５ｍｍ×長５，０００ｍｍ ８．００ｋｇ
／本

ステンレス角パイプ　正方形 １．５×３５×３５ｍｍ×５ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911022080
ステンレス角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚１．５ｍｍ×辺３８．５ｍｍ×辺３８．５ｍｍ×長５，０００ｍｍ ８．
８０ｋｇ／本

ステンレス角パイプ　正方形 １．５×３８．５ｍｍ×５ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911022090
ステンレス角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚１．５ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺４０ｍｍ×長５，０００ｍｍ ９．２０ｋｇ
／本

ステンレス角パイプ　正方形 １．５×４０×４０ｍｍ×５ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911022100
ステンレス角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚２．０ｍｍ×辺３２ｍｍ×辺３２ｍｍ×長５，０００ｍｍ ９．５０ｋｇ
／本

ステンレス角パイプ　正方形 ２×３２×３２ｍｍ×５ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911022110
ステンレス角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚２．０ｍｍ×辺３８．５ｍｍ×辺３８．５ｍｍ×長５，０００ｍｍ １
１．６ｋｇ／本

ステンレス角パイプ　正方形 ２×３８．５ｍｍ×５ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911022120
ステンレス角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚２．０ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺４０ｍｍ×長５，０００ｍｍ １２．１ｋｇ
／本

ステンレス角パイプ　正方形 ２×４０×４０ｍｍ×５ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911024030
ステンレス角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚１．５ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺２５ｍｍ×長５，０００ｍｍ ７．４０ｋｇ
／本

ステンレス角パイプ　長方形 １．５×４０×２５ｍｍ×５ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911024070
ステンレス角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚１．５ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺２０ｍｍ×長５，０００ｍｍ ８．００ｋｇ
／本

ステンレス角パイプ　長方形 １．５×５０×２０ｍｍ×５ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911024080
ステンレス角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚１．５ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺２５ｍｍ×長５，０００ｍｍ ８．６０ｋｇ
／本

ステンレス角パイプ　長方形 １．５×５０×２５ｍｍ×５ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911024090
ステンレス角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚１．５ｍｍ×辺５１ｍｍ×辺２６ｍｍ×長５，０００ｍｍ ８．８０ｋｇ
／本

ステンレス角パイプ　長方形 １．５×５１×２６ｍｍ×５ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911024100
ステンレス角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚２．０ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺２５ｍｍ×長５，０００ｍｍ ９．６５ｋｇ
／本

ステンレス角パイプ　長方形 ２×４０×２５ｍｍ×５ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼
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ステンレス鋼 0911024110
ステンレス角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚２．０ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺２０ｍｍ×長５，０００ｍｍ １０．５ｋｇ
／本

ステンレス角パイプ　長方形 ２×５０×２０ｍｍ×５ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911024120
ステンレス角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚２．０ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺２５ｍｍ×長５，０００ｍｍ １１．３ｋｇ
／本

ステンレス角パイプ　長方形 ２×５０×２５ｍｍ×５ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911024130
ステンレス角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚２．０ｍｍ×辺５１ｍｍ×辺２６ｍｍ×長５，０００ｍｍ １１．６ｋｇ
／本

ステンレス角パイプ　長方形 ２×５１×２６ｍｍ×５ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911026010
ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺６０ｍｍ×辺６０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ４０．７
ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ４×６０×６０ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911026020
ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ×長６，０００ｍｍ ７
１．４ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ４×１００×１００ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911026030
ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺１２５ｍｍ×長６，０００ｍｍ ９
０．０ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ４×１２５×１２５ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911026040
ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ １０
９．０ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ４×１５０×１５０ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911026050
ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ×長６，０００ｍｍ １４
７．０ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ４×２００×２００ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911026060
ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２２
３．０ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ４×３００×３００ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911026070
ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺６０ｍｍ×辺６０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ４９．３
ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ５×６０×６０ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911026080
ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺１００ｍｍ×長６，０００ｍｍ ８
７．６ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ５×１００×１００ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911026090
ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺１２５ｍｍ×長６，０００ｍｍ １１
１．０ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ５×１２５×１２５ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911026100
ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ １３
５．０ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ５×１５０×１５０ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911026110
ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺２００ｍｍ×長６，０００ｍｍ １８
２．０ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ５×２００×２００ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911026120
ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺３００ｍｍ×辺３００ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２７
８．０ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　正方形 ５×３００×３００ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911028010
ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ５２．
１ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ４×１００×５０ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911028020
ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺７５ｍｍ×長６，０００ｍｍ ７１．
４ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ４×１２５×７５ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911028030
ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１００ｍｍ×長６，０００ｍｍ ９
０．０ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ４×１５０×１００ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼
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ステンレス鋼 0911028040
ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚４．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺１００ｍｍ×長６，０００ｍｍ １０
９．０ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ４×２００×１００ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911028050
ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺１００ｍｍ×辺５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ６３．
６ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ５×１００×５０ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911028060
ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺１２５ｍｍ×辺７５ｍｍ×長６，０００ｍｍ ８７．
６ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ５×１２５×７５ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911028070
ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺１５０ｍｍ×辺１００ｍｍ×長６，０００ｍｍ １１
１．０ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ５×１５０×１００ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911028080
ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ＳＵＳ３０４ 厚５．０ｍｍ×辺２００ｍｍ×辺１００ｍｍ×長６，０００ｍｍ １３
５．０ｋｇ／本

ステンレス肉厚角パイプ　長方形 ５×２００×１００ｍｍ×６ｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911040090
ステンレス管（ニッケル系化粧管） ＳＵＳ３０４ 厚３．０ｍｍ×外径３８．０ｍｍ×長４，０００ｍｍ １０．５ｋｇ
／本

ステンレス管　ニッケル系化粧管 ３×３８×４０００ｍｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911040050
ステンレス管（ニッケル系化粧管） ＳＵＳ３０４ 厚３．０ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×長４，０００ｍｍ １１．９ｋｇ
／本

ステンレス管　ニッケル系化粧管 ３×４２．７×４０００ｍｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911040060
ステンレス管（ニッケル系化粧管） ＳＵＳ３０４ 厚３．０ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×長４，０００ｍｍ １３．６ｋｇ
／本

ステンレス管　ニッケル系化粧管 ３×４８．６×４０００ｍｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911040070
ステンレス管（ニッケル系化粧管） ＳＵＳ３０４ 厚３．０ｍｍ×外径６０．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ １７．２ｋｇ
／本

ステンレス管　ニッケル系化粧管 ３×６０．５×４０００ｍｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911040080
ステンレス管（ニッケル系化粧管） ＳＵＳ３０４ 厚３．０ｍｍ×外径７６．３ｍｍ×長４，０００ｍｍ ２１．９ｋｇ
／本

ステンレス管　ニッケル系化粧管 ３×７６．３×４０００ｍｍ 本 53 ○ ○ 0911 ステンレス鋼

特殊鋼 6903010010 機械構造用炭素鋼鋼材 Ｓ１０Ｃ～５５Ｃ 丸　２５～１００ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５１） 機械構造用炭素鋼鋼材 Ｓ１０～５５Ｃ　丸２５～１００ ｋｇ 53 ○ ○ 6903 特殊鋼

特殊鋼 6903010020 機械構造用炭素鋼鋼材 Ｓ１０Ｃ～５５Ｃ 丸　１０１～１５０ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５１） 機械構造用炭素鋼鋼材 Ｓ１０～５５Ｃ丸１０１～１５０ ｋｇ 53 ○ ○ 6903 特殊鋼

特殊鋼 6903010030 機械構造用炭素鋼鋼材 Ｓ１０Ｃ～５５Ｃ 丸　１５１～２００ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５１） 機械構造用炭素鋼鋼材 Ｓ１０～５５Ｃ丸１５１～２００ ｋｇ 53 ○ ○ 6903 特殊鋼

特殊鋼 6903010040 機械構造用炭素鋼鋼材 Ｓ１０Ｃ～５５Ｃ 丸　２０１～２５０ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５１） 機械構造用炭素鋼鋼材 Ｓ１０～５５Ｃ丸２０１～２５０ ｋｇ 53 ○ ○ 6903 特殊鋼

特殊鋼 6903010050 機械構造用炭素鋼鋼材 Ｓ１５ＣＫ 丸　２５～１００ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５１） 機械構造用炭素鋼鋼材 Ｓ１５ＣＫ　丸２５～１００ ｋｇ 53 ○ ○ 6903 特殊鋼

特殊鋼 6903020010 クロムモリブデン鋼鋼材 ＳＣＭ４３５種　ＳＣＭ４１５種 丸　２５～１００ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５３） クロムモリブデン鋼鋼材 ＳＣＭ４３５他　丸２５～１００ ｋｇ 53 ○ ○ 6903 特殊鋼

特殊鋼 6903020020 クロムモリブデン鋼鋼材 ＳＣＭ４３５種　ＳＣＭ４１５種 丸　１０１～１５０ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５３） クロムモリブデン鋼鋼材 ＳＣＭ４３５他丸１０１～１５０ ｋｇ 53 ○ ○ 6903 特殊鋼

特殊鋼 6903020030 クロムモリブデン鋼鋼材 ＳＣＭ４３５種　ＳＣＭ４１５種 丸　１５１～２００ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５３） クロムモリブデン鋼鋼材 ＳＣＭ４３５他丸１５１～２００ ｋｇ 53 ○ ○ 6903 特殊鋼
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特殊鋼 6903020040 クロムモリブデン鋼鋼材 ＳＣＭ４３５種　ＳＣＭ４１５種 丸　２０１～２５０ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５３） クロムモリブデン鋼鋼材 ＳＣＭ４３５他丸２０１～２５０ ｋｇ 53 ○ ○ 6903 特殊鋼

特殊鋼 6903040010 ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材 ＳＮＣＭ　４３９種 丸　２５～１００ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５３） ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材 ＳＮＣＭ４３９　丸２５～１００ ｋｇ 53 ○ ○ 6903 特殊鋼

特殊鋼 6903040020 ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材 ＳＮＣＭ　２２０種 丸　２５～１００ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５３） ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材 ＳＮＣＭ２２０　丸２５～１００ ｋｇ 53 ○ ○ 6903 特殊鋼

特殊鋼 6903040030 ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材 ＳＮＣＭ　４２０種 丸　２５～１００ｍｍ （ＪＩＳ　Ｇ４０５３） ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材 ＳＮＣＭ４２０　丸２５～１００ ｋｇ 53 ○ ○ 6903 特殊鋼

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915092010 亜鉛鉄板（平板） 厚０．２７ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ３．９５ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２ 亜鉛鉄板　平板 ０．２７×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915092020 亜鉛鉄板（平板） 厚０．３ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ４．３５ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２ 亜鉛鉄板　平板 ０．３×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915092030 亜鉛鉄板（平板） 厚０．４ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ５．６６ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２ 亜鉛鉄板　平板 ０．４×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915092040 亜鉛鉄板（平板） 厚０．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ６．９７ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２ 亜鉛鉄板　平板 ０．５×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915092050 亜鉛鉄板（平板） 厚０．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ８．３９ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２ 亜鉛鉄板　平板 ０．６×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915092060 亜鉛鉄板（平板） 厚０．８ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ １１．０ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２ 亜鉛鉄板　平板 ０．８×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915092070 亜鉛鉄板（平板） 厚１．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ １３．６ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２ 亜鉛鉄板　平板 １．０×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915092080 亜鉛鉄板（平板） 厚１．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ １６．４ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２ 亜鉛鉄板　平板 １．２×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915094010 亜鉛鉄板（波板） 厚０．１９ｍｍ×幅７６２ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ２．３３ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２ 亜鉛鉄板　波板 ０．１９×７６２×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915094020 亜鉛鉄板（波板） 厚０．２５ｍｍ×幅７６２ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ２．９９ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３０２ 亜鉛鉄板　波板 ０．２５×７６２×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915096010 亜鉛鉄板（コイル） 厚０．２７ｍｍ×幅９１４ｍｍ ２．１６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３０２ 亜鉛鉄板　コイル ０．２７×９１４ｍｍ ｍ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915096020 亜鉛鉄板（コイル） 厚０．３ｍｍ×幅９１４ｍｍ ２．３８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３０２ 亜鉛鉄板　コイル ０．３×９１４ｍｍ ｍ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915096030 亜鉛鉄板（コイル） 厚０．４ｍｍ×幅９１４ｍｍ ３．０９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３０２ 亜鉛鉄板　コイル ０．４×９１４ｍｍ ｍ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915010010
亜鉛めっき鋼板（３／３） 厚０．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　電気亜鉛めっき ６．５６ｋｇ／枚
ＪＩＳ　Ｇ　３３１３

電気亜鉛めっき鋼板（冷延） ３／３　０．５×９１４ｍｍ ｔ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板
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溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915010020
亜鉛めっき鋼板（３／３） 厚０．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　電気亜鉛めっき ７．８８ｋｇ／枚
ＪＩＳ　Ｇ　３３１３

電気亜鉛めっき鋼板（冷延） ３／３　０．６×９１４ｍｍ ｔ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915010030
亜鉛めっき鋼板（３／３） 厚０．８ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　電気亜鉛めっき １０．５ｋｇ／枚
ＪＩＳ　Ｇ　３３１３

電気亜鉛めっき鋼板（冷延） ３／３　０．８×９１４ｍｍ ｔ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915010040
亜鉛めっき鋼板（３／３） 厚１．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　電気亜鉛めっき １３．１ｋｇ／枚
ＪＩＳ　Ｇ　３３１３

電気亜鉛めっき鋼板（冷延） ３／３　１．０×９１４ｍｍ ｔ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915010050
亜鉛めっき鋼板（３／３） 厚１．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　電気亜鉛めっき １５．８ｋｇ／枚
ＪＩＳ　Ｇ　３３１３

電気亜鉛めっき鋼板（冷延） ３／３　１．２×９１４ｍｍ ｔ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915020010
亜鉛めっき鋼板（３／３） 厚１．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 熱延　電気亜鉛めっき ２１．０ｋｇ／枚
ＪＩＳ　Ｇ　３３１３

電気亜鉛めっき鋼板（熱延） ３／３　１．６×９１４ｍｍ ｔ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915020020
亜鉛めっき鋼板（３／３） 厚２．３ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 熱延　電気亜鉛めっき ３０．２ｋｇ／枚
ＪＩＳ　Ｇ　３３１３

電気亜鉛めっき鋼板（熱延） ３／３　２．３×９１４ｍｍ ｔ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915030010
亜鉛めっき鋼板（９０） 厚０．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　溶融亜鉛めっき ６．８７ｋｇ／枚
ＪＩＳ　Ｇ　３３０２

溶融亜鉛めっき鋼板（冷延） ９０　０．５×９１４ｍｍ ｔ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915030020
亜鉛めっき鋼板（９０） 厚０．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　溶融亜鉛めっき ８．１８ｋｇ／枚
ＪＩＳ　Ｇ　３３０２

溶融亜鉛めっき鋼板（冷延） ９０　０．６×９１４ｍｍ ｔ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915030030
亜鉛めっき鋼板（９０） 厚０．８ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　溶融亜鉛めっき １０．８ｋｇ／枚
ＪＩＳ　Ｇ　３３０２

溶融亜鉛めっき鋼板（冷延） ９０　０．８×９１４ｍｍ ｔ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915030040
亜鉛めっき鋼板（９０） 厚１．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　溶融亜鉛めっき １３．４ｋｇ／枚
ＪＩＳ　Ｇ　３３０２

溶融亜鉛めっき鋼板（冷延） ９０　１．０×９１４ｍｍ ｔ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915030050
亜鉛めっき鋼板（９０） 厚１．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　溶融亜鉛めっき １６．１ｋｇ／枚
ＪＩＳ　Ｇ　３３０２

溶融亜鉛めっき鋼板（冷延） ９０　１．２×９１４ｍｍ ｔ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915030060
亜鉛めっき鋼板（６０） 厚１．０ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　溶融亜鉛めっき １３．３ｋｇ／枚
ＪＩＳ　Ｇ　３３０２

溶融亜鉛めっき鋼板（冷延） ６０　１．０×９１４ｍｍ ｔ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915030070
亜鉛めっき鋼板（６０） 厚１．２ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 冷延　溶融亜鉛めっき １５．９ｋｇ／枚
ＪＩＳ　Ｇ　３３０２

溶融亜鉛めっき鋼板（冷延） ６０　１．２×９１４ｍｍ ｔ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

溶融（電気）亜鉛めっき鋼板 0915040010
亜鉛めっき鋼板（６０） 厚１．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 熱延　溶融亜鉛めっき ２１．２ｋｇ／枚
ＪＩＳ　Ｇ　３３０２

溶融亜鉛めっき鋼板（熱延） ６０　１．６×９１４ｍｍ ｔ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915102010 カラー亜鉛鉄板（平板） 厚０．２７ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ３．９５ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１２ 着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛平板 ０．２７×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915102020 カラー亜鉛鉄板（平板） 厚０．３ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ４．３５ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１２ 着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛平板 ０．３×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915102030 カラー亜鉛鉄板（平板） 厚０．３５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ５．１８ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１２ 着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛平板 ０．３５×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915102040 カラー亜鉛鉄板（平板） 厚０．４ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ５．８４ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１２ 着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛平板 ０．４×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板
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塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915102050 カラー亜鉛鉄板（平板） 厚０．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ７．１５ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１２ 着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛平板 ０．５×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915102060 カラー亜鉛鉄板（平板） 厚０．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ８．４６ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１２ 着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛平板 ０．６×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915102070 カラー亜鉛鉄板（平板） 厚０．８ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ １１．１ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３３１２ 着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛平板 ０．８×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915112010
カラーガルバリウム鋼板（平板） 厚０．２７ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ３．８８ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ
３３２２

カラーガルバリウム鋼板　平板 ０．２７×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915112020
カラーガルバリウム鋼板（平板） 厚０．３ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ４．２７ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３
３２２

カラーガルバリウム鋼板　平板 ０．３×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915112030
カラーガルバリウム鋼板（平板） 厚０．３５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ４．９３ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ
３３２２

カラーガルバリウム鋼板　平板 ０．３５×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915112040
カラーガルバリウム鋼板（平板） 厚０．４ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ５．５８ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３
３２２

カラーガルバリウム鋼板　平板 ０．４×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915112050
カラーガルバリウム鋼板（平板） 厚０．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ６．９０ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３
３２２

カラーガルバリウム鋼板　平板 ０．５×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915112060
カラーガルバリウム鋼板（平板） 厚０．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ８．２１ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３
３２２

カラーガルバリウム鋼板　平板 ０．６×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915112070
カラーガルバリウム鋼板（平板） 厚０．８ｍｍ×幅９１４ｍｍ×長１，８２９ｍｍ １０．８ｋｇ／枚 ＪＩＳ　Ｇ　３
３２２

カラーガルバリウム鋼板　平板 ０．８×９１４×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915104010 カラー亜鉛鉄板（波板） 厚０．１９ｍｍ×幅７６２ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ２．３３ｋｇ／枚 着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛波板 ０．１９×７６２×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915104020 カラー亜鉛鉄板（波板） 厚０．２５ｍｍ×幅７６２ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ２．９９ｋｇ／枚 着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛波板 ０．２５×７６２×１８２９ｍｍ 枚 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915106010 カラー亜鉛鉄板（コイル） 厚０．２７ｍｍ×幅９１４ｍｍ ２．１６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３１２ 着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛コイル ０．２７×９１４ｍｍ ｍ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915106020 カラー亜鉛鉄板（コイル） 厚０．３ｍｍ×幅９１４ｍｍ ２．３８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３１２ 着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛コイル ０．３×９１４ｍｍ ｍ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915106030 カラー亜鉛鉄板（コイル） 厚０．３５ｍｍ×幅９１４ｍｍ ２．８３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３１２ 着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛コイル ０．３５×９１４ｍｍ ｍ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915106040 カラー亜鉛鉄板（コイル） 厚０．４ｍｍ×幅９１４ｍｍ ３．１９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３１２ 着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛コイル ０．４×９１４ｍｍ ｍ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915106050 カラー亜鉛鉄板（コイル） 厚０．５ｍｍ×幅９１４ｍｍ ３．９１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３１２ 着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛コイル ０．５×９１４ｍｍ ｍ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

塗装亜鉛めっき鋼板（カラー亜鉛鉄板・カラー
ガルバリウム鋼板）

0915106060 カラー亜鉛鉄板（コイル） 厚０．６ｍｍ×幅９１４ｍｍ ４．６２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３３１２ 着色亜鉛鉄板　カラー亜鉛コイル ０．６×９１４ｍｍ ｍ 54 ○ ○ 0915 表面処理鋼板
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線材製品 0901010004 普通鉄線 ＃４　径６．０ｍｍ ４．５ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５３２） 普通鉄線　＃４ 径６ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0901010008 普通鉄線 ＃８　径４．０ｍｍ １０．１３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５３２） 普通鉄線　＃８ 径４ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0901010010 普通鉄線 ＃１０　径３．２ｍｍ １５．８ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５３２） 普通鉄線　＃１０ 径３．２ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0901010012 普通鉄線 ＃１２　径２．６ｍｍ ２４．０ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５３２） 普通鉄線　＃１２ 径２．６ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0901020008 なまし鉄線 ＃８　径４．０ｍｍ １０．１３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５３２） なまし鉄線　＃８ 径４ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0901020010 なまし鉄線 ＃１０　径３．２ｍｍ １５．８ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５３２） なまし鉄線　＃１０ 径３．２ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0901020012 なまし鉄線 ＃１２　径２．６ｍｍ ２４．０ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５３２） なまし鉄線　＃１２ 径２．６ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0901020016 なまし鉄線 ＃１６　径１．６ｍｍ ６３．３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５３２） なまし鉄線　＃１６ 径１．６ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0901020021 なまし鉄線 ＃２１　径０．８ｍｍ ２５３．２ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５３２） なまし鉄線　＃２１ 径０．８ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0901032006 亜鉛めっき鉄線２種 ＃６　径５．０ｍｍ ６．５ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５４７） 亜鉛めっき鉄線　２種　＃６ 径５ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0901032008 亜鉛めっき鉄線２種 ＃８　径４．０ｍｍ １０．１３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５４７） 亜鉛めっき鉄線　２種　＃８ 径４ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0901032010 亜鉛めっき鉄線２種 ＃１０　径３．２ｍｍ １５．８ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５４７） 亜鉛めっき鉄線　２種　＃１０ 径３．２ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0901032012 亜鉛めっき鉄線２種 ＃１２　径２．６ｍｍ ２４．０ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５４７） 亜鉛めっき鉄線　２種　＃１２ 径２．６ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0901032014 亜鉛めっき鉄線２種 ＃１４　径２．０ｍｍ ４０．５ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５４７） 亜鉛めっき鉄線　２種　＃１４ 径２ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0901032016 亜鉛めっき鉄線２種 ＃１６　径１．６ｍｍ ６３．３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５４７） 亜鉛めっき鉄線　２種　＃１６ 径１．６ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0901032018 亜鉛めっき鉄線２種 ＃１８　径１．２ｍｍ １１２．７ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５４７） 亜鉛めっき鉄線　２種　＃１８ 径１．２ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0901032020 亜鉛めっき鉄線２種 ＃２０　径０．９ｍｍ ２００．４ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５４７） 亜鉛めっき鉄線　２種　＃２０ 径０．９ｍｍ ｔ 56 ○ ○ 0901 線材

線材製品 0903010032 鉄丸くぎ Ｎ３２　＃１５　長３２ｍｍ （ＪＩＳ　Ａ５５０８） 鉄丸くぎ　Ｎ３２ ＃１５　Ｌ３２ｍｍ ｋｇ 56 ○ ○ 0903 くぎ
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線材製品 0903010038 鉄丸くぎ Ｎ３８　＃１４　長３８ｍｍ （ＪＩＳ　Ａ５５０８） 鉄丸くぎ　Ｎ３８ ＃１４　Ｌ３８ｍｍ ｋｇ 56 ○ ○ 0903 くぎ

線材製品 0903010045 鉄丸くぎ Ｎ４５　＃１３　長４５ｍｍ （ＪＩＳ　Ａ５５０８） 鉄丸くぎ　Ｎ４５ ＃１３　Ｌ４５ｍｍ ｋｇ 56 ○ ○ 0903 くぎ

線材製品 0903012050 鉄丸くぎ Ｎ５０Ｆ　＃１３　長５０ｍｍ （ＪＩＳ　Ａ５５０８） 鉄丸くぎ　Ｎ５０Ｆ ＃１３　Ｌ５０ｍｍ ｋｇ 56 ○ ○ 0903 くぎ

線材製品 0903010050 鉄丸くぎ Ｎ５０　＃１２　長５０ｍｍ （ＪＩＳ　Ａ５５０８） 鉄丸くぎ　Ｎ５０ ＃１２　Ｌ５０ｍｍ ｋｇ 56 ○ ○ 0903 くぎ

線材製品 0903012065 鉄丸くぎ Ｎ６５Ｆ　＃１２　長６５ｍｍ （ＪＩＳ　Ａ５５０８） 鉄丸くぎ　Ｎ６５Ｆ ＃１２　Ｌ６５ｍｍ ｋｇ 56 ○ ○ 0903 くぎ

線材製品 0903010065 鉄丸くぎ Ｎ６５　＃１１　長６５ｍｍ （ＪＩＳ　Ａ５５０８） 鉄丸くぎ　Ｎ６５ ＃１１　Ｌ６５ｍｍ ｋｇ 56 ○ ○ 0903 くぎ

線材製品 0903010075 鉄丸くぎ Ｎ７５　＃１０　長７５ｍｍ （ＪＩＳ　Ａ５５０８） 鉄丸くぎ　Ｎ７５ ＃１０　Ｌ７５ｍｍ ｋｇ 56 ○ ○ 0903 くぎ

線材製品 0903010090 鉄丸くぎ Ｎ９０　＃９　長９０ｍｍ （ＪＩＳ　Ａ５５０８） 鉄丸くぎ　Ｎ９０ ＃９　Ｌ９０ｍｍ ｋｇ 56 ○ ○ 0903 くぎ

線材製品 0903010100 鉄丸くぎ Ｎ１００　＃８　長１００ｍｍ （ＪＩＳ　Ａ５５０８） 鉄丸くぎ　Ｎ１００ ＃８　Ｌ１００ｍｍ ｋｇ 56 ○ ○ 0903 くぎ

線材製品 0903010150 鉄丸くぎ Ｎ１５０　＃６　長１５０ｍｍ （ＪＩＳ　Ａ５５０８） 鉄丸くぎ　Ｎ１５０ ＃６　Ｌ１５０ｍｍ ｋｇ 56 ○ ○ 0903 くぎ

線材製品 0003010020 有刺鉄線２種 ＃１４　径２．０　ピッチ７５ｍｍ　約２８０ｍ／巻 （ＪＩＳ　Ｇ３５３３） 有刺鉄線２種　＃１４　径２ｍｍ ピッチ７５ｍｍ 巻 56 ○ ○ 0003 仮囲い

超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品― 0901100070 極厚亜鉛めっき鉄線 ＃４　外径６．０ｍｍ ４．５１ｍ／ｋｇ サクラテック 極厚亜鉛めっき鉄線　＃４ 外径６ｍｍ　サクラテック ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品― 0901100080 極厚亜鉛めっき鉄線 ＃６　外径５．０ｍｍ ６．４９ｍ／ｋｇ サクラテック 極厚亜鉛めっき鉄線　＃６ 外径５ｍｍ　サクラテック ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品― 0901100010 極厚亜鉛めっき鉄線 ＃８　外径４．０ｍｍ １０．１４ｍ／ｋｇ サクラテック 極厚亜鉛めっき鉄線　＃８ 外径４ｍｍ　サクラテック ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品― 0901100020 極厚亜鉛めっき鉄線 ＃１０　外径３．２ｍｍ １５．８２ｍ／ｋｇ サクラテック 極厚亜鉛めっき鉄線　＃１０ 外径３．２ｍｍ　サクラテック ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品― 0901100090 サン６００ ＃４　外径６．０ｍｍ ４．５１ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 サン６００　＃４ 外径６ｍｍ　日亜鋼業 ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品― 0901100100 サン６００ ＃６　外径５．０ｍｍ ６．４９ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 サン６００　＃６ 外径５ｍｍ　日亜鋼業 ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品― 0901100110 サン６００ ＃８　外径４．０ｍｍ １０．１４ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 サン６００　＃８ 外径４ｍｍ　日亜鋼業 ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材
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超厚亜鉛めっき鉄線―ブランド品― 0901100120 サン６００ ＃１０　外径３．２ｍｍ １５．８２ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 サン６００　＃１０ 外径３．２ｍｍ　日亜鋼業 ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901051555 タキロンカラー鉄線 ＃６　外径５．０ｍｍ　Ｅ－ＧＳ２ ９．２ｍ／ｋｇ タキロンシーアイシビル タキロンカラー鉄線　＃６ 外径５ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901051560 タキロンカラー鉄線 ＃８　外径４．０ｍｍ　Ｅ－ＧＳ２ １４．４ｍ／ｋｇ タキロンシーアイシビル タキロンカラー鉄線　＃８ 外径４ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901051565 タキロンカラー鉄線 ＃１０　外径３．２ｍｍ　Ｅ－ＧＳ２ ２６．３ｍ／ｋｇ タキロンシーアイシビル タキロンカラー鉄線　＃１０ 外径３．２ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901051570 タキロンカラー鉄線 ＃１２　外径２．６ｍｍ　Ｅ－ＧＳ２ ４１．９ｍ／ｋｇ タキロンシーアイシビル タキロンカラー鉄線　＃１２ 外径２．６ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901051525 タキロンカラー鉄線 ＃１４　外径２．０ｍｍ　Ｖ－Ａ ６９．７ｍ／ｋｇ タキロンシーアイシビル タキロンカラー鉄線　＃１４ 外径２ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901051530 タキロンカラー鉄線 ＃１６　外径１．６ｍｍ　Ｖ－Ａ １２６．９ｍ／ｋｇ タキロンシーアイシビル タキロンカラー鉄線　＃１６ 外径１．６ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901051535 タキロンカラー鉄線 ＃１８　外径１．２ｍｍ　Ｖ－Ａ ２４５．７ｍ／ｋｇ タキロンシーアイシビル タキロンカラー鉄線　＃１８ 外径１．２ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901051540 タキロンカラー鉄線 ＃２０　外径０．９ｍｍ　Ｖ－Ａ ３６７．８ｍ／ｋｇ タキロンシーアイシビル タキロンカラー鉄線　＃２０ 外径０．９ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901052530 トワロンカラー鉄線 ＃６　外径５．０ｍｍ　Ｅ－ＧＳ２ ９．２ｍ／ｋｇ トワロン トワロンカラー鉄線　＃６ 外径５ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901052535 トワロンカラー鉄線 ＃８　外径４．０ｍｍ　Ｅ－ＧＳ２ １４．４ｍ／ｋｇ トワロン トワロンカラー鉄線　＃８ 外径４ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901052540 トワロンカラー鉄線 ＃１０　外径３．２－２．６ｍｍ　Ｅ－ＧＳ２ ２２．０ｍ／ｋｇ トワロン トワロンカラー鉄線　＃１０ 外径３．２－２．６ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901052545 トワロンカラー鉄線 ＃１０　外径３．２－２．３ｍｍ　Ｅ－ＧＳ２ ２６．３ｍ／ｋｇ トワロン トワロンカラー鉄線　＃１０ 外径３．２－２．３ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901052550 トワロンカラー鉄線 ＃１２　外径２．６ｍｍ　Ｅ－ＧＳ２ ３６．２ｍ／ｋｇ トワロン トワロンカラー鉄線　＃１２ 外径２．６ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901053005 ニューサンカラーワイヤー ＃６　外径５．０ｍｍ　Ｃ－ＧＳ３ ６．７０ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 ニューサンカラーワイヤー　＃６ 外径５ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901053010 ニューサンカラーワイヤー ＃８　外径４．０ｍｍ　Ｃ－ＧＳ３ １０．５５ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 ニューサンカラーワイヤー　＃８ 外径４ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901053015 ニューサンカラーワイヤー ＃１０　外径３．２ｍｍ　Ｃ－ＧＳ３ １６．４０ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 ニューサンカラーワイヤー＃１０ 外径３．２ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901053020 ニューサンカラーワイヤー ＃１２　外径２．６ｍｍ　Ｃ－ＧＳ３ ２５．００ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 ニューサンカラーワイヤー＃１２ 外径２．６ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材
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カラー鉄線―ブランド品― 0901053535 ポリテックワイヤ ＃４　外径６．０ｍｍ　Ｅ－ＧＳ２ ６．１ｍ／ｋｇ 日本化線 ポリテックワイヤ　＃４ 外径６ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901053540 ポリテックワイヤ ＃６　外径５．０ｍｍ　Ｅ－ＧＳ２ ９．４ｍ／ｋｇ 日本化線 ポリテックワイヤ　＃６ 外径５ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901053545 ポリテックワイヤ ＃８　外径４．０ｍｍ　Ｅ－ＧＳ２ １４．７ｍ／ｋｇ 日本化線 ポリテックワイヤ　＃８ 外径４ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901053550 ポリテックワイヤ ＃１０　外径３．２－２．６ｍｍ　Ｅ－ＧＳ２ ２２．５ｍ／ｋｇ 日本化線 ポリテックワイヤ　＃１０ 外径３．２－２．６ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901053555 ポリテックワイヤ ＃１０　外径３．２－２．３ｍｍ　Ｅ－ＧＳ２ ２７．３ｍ／ｋｇ 日本化線 ポリテックワイヤ　＃１０ 外径３．２－２．３ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

カラー鉄線―ブランド品― 0901053560 ポリテックワイヤ ＃１２　外径２．６ｍｍ　Ｅ－ＧＳ２ ４４．０ｍ／ｋｇ 日本化線 ポリテックワイヤ　＃１２ 外径２．６ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

アルミめっき鉄線―ブランド品― 0901040505 カルスワイヤ ＃６　外径５．０ｍｍ ６．６９５ｍ／ｋｇ ジェイ－ワイテックス アルミめっき鉄線 カルスワイヤ　＃６ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

アルミめっき鉄線―ブランド品― 0901040510 カルスワイヤ ＃８　外径４．０ｍｍ １０．４５ｍ／ｋｇ ジェイ－ワイテックス アルミめっき鉄線 カルスワイヤ　＃８ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

アルミめっき鉄線―ブランド品― 0901040515 カルスワイヤ ＃１０　外径３．２ｍｍ １６．３３ｍ／ｋｇ ジェイ－ワイテックス アルミめっき鉄線 カルスワイヤ　＃１０ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

アルミめっき鉄線―ブランド品― 0901041005 サンパールワイヤ ＃６　外径５．０ｍｍ ６．４９ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 アルミめっき鉄線 サンパールワイヤ　＃６ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

アルミめっき鉄線―ブランド品― 0901041010 サンパールワイヤ ＃８　外径４．０ｍｍ １０．１４ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 アルミめっき鉄線 サンパールワイヤ　＃８ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

アルミめっき鉄線―ブランド品― 0901041015 サンパールワイヤ ＃１０　外径３．２ｍｍ １５．８２ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 アルミめっき鉄線 サンパールワイヤ　＃１０ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― 0901110505 サンＡＺワイヤー ＃４　外径６．０ｍｍ ４．５１ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 亜鉛・アルミ合金めっき鉄線 サンＡＺワイヤー＃４　径６ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― 0901110510 サンＡＺワイヤー ＃６　外径５．０ｍｍ ６．４９ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 亜鉛・アルミ合金めっき鉄線 サンＡＺワイヤー＃６　径５ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― 0901110515 サンＡＺワイヤー ＃８　外径４．０ｍｍ １０．１３ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 亜鉛・アルミ合金めっき鉄線 サンＡＺワイヤー＃８　径４ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― 0901110520 サンＡＺワイヤー ＃１０　外径３．２ｍｍ １５．８４ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 亜鉛・アルミ合金めっき鉄線 サンＡＺワイヤー＃１０径３．２ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― 0901110605 サンＡＺ鋼線（ブロック連結線） 外径８．０ｍｍ ２．５５ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 亜鉛・アルミ合金めっき鉄線 サンＡＺ鋼線　連結線　径８ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― 0901110610 サンＡＺ鋼線（ブロック連結線） 外径６．０ｍｍ ４．５４ｍ／ｋｇ 日亜鋼業 亜鉛・アルミ合金めっき鉄線 サンＡＺ鋼線　連結線　径６ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材
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亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― 0901111505 シュールジンクワイヤ３００ ＃４　外径６．０ｍｍ ４．５０ｍ／ｋｇ ＮＳ北海製線 シュールジンクワイヤ３００ ＃４　外径６ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― 0901111510 シュールジンクワイヤ３００ ＃６　外径５．０ｍｍ ６．４９ｍ／ｋｇ ＮＳ北海製線 シュールジンクワイヤ３００ ＃６　外径５ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― 0901111515 シュールジンクワイヤ３００ ＃８　外径４．０ｍｍ １０．１４ｍ／ｋｇ ＮＳ北海製線 シュールジンクワイヤ３００ ＃８　外径４ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

亜鉛・アルミ合金めっき鉄線―ブランド品― 0901111520 シュールジンクワイヤ３００ ＃１０　外径３．２ｍｍ １５．８５ｍ／ｋｇ ＮＳ北海製線 シュールジンクワイヤ３００ ＃１０　外径３．２ｍｍ ｋｇ 58 ○ ○ 0901 線材

特殊くぎ 0903022010 トタンくぎ １．８×２５ｍｍ 平頭（亜鉛めっき） １，８２０本／ｋｇ トタンくぎ １．８×２５ｍｍ　平頭　亜鉛 ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903022020 トタンくぎ ２．０×２５ｍｍ 平頭（亜鉛めっき） １，４５０本／ｋｇ トタンくぎ ２．０×２５ｍｍ　平頭　亜鉛 ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903022030 トタンくぎ ２．０×３２ｍｍ 平頭（亜鉛めっき） １，１６０本／ｋｇ トタンくぎ ２．０×３２ｍｍ　平頭　亜鉛 ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903022040 トタンくぎ ２．３×３８ｍｍ 平頭（亜鉛めっき） ７５０本／ｋｇ トタンくぎ ２．３×３８ｍｍ　平頭　亜鉛 ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903022050 トタンくぎ ２．３×４５ｍｍ 平頭（亜鉛めっき） ６４０本／ｋｇ トタンくぎ ２．３×４５ｍｍ　平頭　亜鉛 ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903022080 トタンくぎ ２．３×５０ｍｍ 平頭（亜鉛めっき） ５４０本／ｋｇ トタンくぎ ２．３×５０ｍｍ　平頭　亜鉛 ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903022090 トタンくぎ ２．６×６５ｍｍ 平頭（亜鉛めっき） ３１５本／ｋｇ トタンくぎ ２．６×６５ｍｍ　平頭　亜鉛 ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903030090 スクリューくぎ １．６５（＃１６）×２５ｍｍ ユニクロめっき ２，１００本／ｋｇ スクリューくぎ １．６５×２５ｍｍ　ユニクロ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903030100 スクリューくぎ ２．１１（＃１４）×３８ｍｍ ユニクロめっき ８８０本／ｋｇ スクリューくぎ ２．１１×３８ｍｍ　ユニクロ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903030110 スクリューくぎ ２．４１（＃１３）×４５ｍｍ ユニクロめっき ５７０本／ｋｇ スクリューくぎ ２．４１×４５ｍｍ　ユニクロ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903030120 スクリューくぎ ２．７７（＃１２）×５０ｍｍ ユニクロめっき ４００本／ｋｇ スクリューくぎ ２．７７×５０ｍｍ　ユニクロ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903030130 スクリューくぎ ３．０５（＃１１）×６５ｍｍ ユニクロめっき ２５５本／ｋｇ スクリューくぎ ３．０５×６５ｍｍ　ユニクロ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903030140 スクリューくぎ ３．４０（＃１０）×７５ｍｍ ユニクロめっき １８０本／ｋｇ スクリューくぎ ３．４×７５ｍｍ　ユニクロ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903030150 スクリューくぎ ３．７６（＃９）×９０ｍｍ ユニクロめっき １２５本／ｋｇ スクリューくぎ ３．７６×９０ｍｍ　ユニクロ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ
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特殊くぎ 0903030160 スクリューくぎ ４．１９（＃８）×１００ｍｍ ユニクロめっき ９０本／ｋｇ スクリューくぎ ４．１９×１００ｍｍ　ユニクロ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903040060 ステープル １．６５（＃１６）×２５ｍｍ 亜鉛めっき １，２００本／ｋｇ ステープル １．６５×２５ｍｍ　亜鉛めっき ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903040070 ステープル ２．６（＃１２）×３２ｍｍ 亜鉛めっき ３７０本／ｋｇ ステープル ２．６×３２ｍｍ　亜鉛めっき ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903040080 ステープル ４．１９（＃８）×５０ｍｍ 亜鉛めっき ９０本／ｋｇ ステープル ４．１９×５０ｍｍ　亜鉛めっき ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903052010 ステンレスくぎ １．４７（＃１７）×１９ｍｍ 平頭 ３，９２０本／ｋｇ ステンレスくぎ １．４７×１９ｍｍ　平頭 ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903052020 ステンレスくぎ １．４７（＃１７）×２２ｍｍ 平頭 ３，３６０本／ｋｇ ステンレスくぎ １．４７×２２ｍｍ　平頭 ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903052030 ステンレスくぎ １．６５（＃１６）×２５ｍｍ 平頭 ２，３４０本／ｋｇ ステンレスくぎ １．６５×２５ｍｍ　平頭 ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903052040 ステンレスくぎ ２．１１（＃１４）×３８ｍｍ 平頭 ９６０本／ｋｇ ステンレスくぎ ２．１１×３８ｍｍ　平頭 ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903052050 ステンレスくぎ ２．４１（＃１３）×４５ｍｍ 平頭 ６２０本／ｋｇ ステンレスくぎ ２．４１×４５ｍｍ　平頭 ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903052060 ステンレスくぎ ３．４０（＃１０）×７５ｍｍ 平頭 １８０本／ｋｇ ステンレスくぎ ３．４０×７５ｍｍ　平頭 ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903060010 カラーくぎ １．８（＃１５）×２５ｍｍ １，８００本／ｋｇ カラーくぎ １．８×２５ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903060020 カラーくぎ ２．０（＃１４）×３２ｍｍ １，１００本／ｋｇ カラーくぎ ２．０×３２ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903070010 カラーケーシングくぎ １．４（＃１７）×２５ｍｍ ３，０００本／ｋｇ カラーケーシングくぎ １．４×２５ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903080010 コンクリートくぎ ２．７７（＃１２）×２５ｍｍ ７６０本／ｋｇ コンクリートくぎ ２．７７×２５ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903080020 コンクリートくぎ ２．７７（＃１２）×３８ｍｍ ５３０本／ｋｇ コンクリートくぎ ２．７７×３８ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903080030 コンクリートくぎ ３．７６（＃９）×５０ｍｍ ２１０本／ｋｇ コンクリートくぎ ３．７６×５０ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903080040 コンクリートくぎ ４．１９（＃８）×６５ｍｍ １４０本／ｋｇ コンクリートくぎ ４．１９×６５ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903080050 コンクリートくぎ ４．５７（＃７）×７５ｍｍ １００本／ｋｇ コンクリートくぎ ４．５７×７５ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ
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特殊くぎ 0903080060 コンクリートくぎ ４．５７（＃７）×９０ｍｍ ９０本／ｋｇ コンクリートくぎ ４．５７×９０ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903080070 コンクリートくぎ ２．５×１９ｍｍ スーパー １，２４０本／ｋｇ コンクリートくぎ　スーパー ２．５×１９ｍｍ　１００本入り １００本 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903080080 コンクリートくぎ ２．７×２５ｍｍ スーパー ７９０本／ｋｇ コンクリートくぎ　スーパー ２．７×２５ｍｍ　１００本入り １００本 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903080090 コンクリートくぎ ３．０×３２ｍｍ スーパー ４８０本／ｋｇ コンクリートくぎ　スーパー ３．０×３２ｍｍ　１００本入り １００本 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903080100 コンクリートくぎ ３．２×３８ｍｍ スーパー ３９０本／ｋｇ コンクリートくぎ　スーパー ３．２×３８ｍｍ　１００本入り １００本 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903080110 コンクリートくぎ ３．４×４５ｍｍ スーパー ２８０本／ｋｇ コンクリートくぎ　スーパー ３．４×４５ｍｍ　１００本入り １００本 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903080120 コンクリートくぎ ３．５×５０ｍｍ スーパー ２３０本／ｋｇ コンクリートくぎ　スーパー ３．５×５０ｍｍ　１００本入り １００本 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903100010 フロアーくぎ ２．１１（＃１４）×３８ｍｍ クロメート ９６０本／ｋｇ フロアーくぎ ２．１１×３８ｍｍ　クロメート ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903100020 フロアーくぎ ２．４１（＃１３）×５０ｍｍ クロメート ５３０本／ｋｇ フロアーくぎ ２．４１×５０ｍｍ　クロメート ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903110020 アンブレラーくぎ ２．２６×４１ｍｍ 波板用（亜鉛めっき） ４１０本／ｋｇ アンブレラーくぎ ２．２６×４１ｍｍ　波板用亜鉛 ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903110030 アンブレラーくぎ ２．２６×４１ｍｍ 波板用（カラー） ４１０本／ｋｇ アンブレラーくぎ ２．２６×４１ｍｍ波板用カラー ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903120010 ボードくぎ １．６（＃１６）×２５ｍｍ ユニクロめっき ボードくぎ １．６×２５ｍｍ　ユニクロ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊くぎ 0903120020 ボードくぎ １．６（＃１６）×３２ｍｍ ユニクロめっき ボードくぎ １．６×３２ｍｍ　ユニクロ ｋｇ 59 ○ ○ 0903 くぎ

特殊線材製品 0901062050 ピアノ線 Ａ種　外径０．５ｍｍ ６４９．３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２２） ピアノ線　Ａ種 外径０．５ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901062055 ピアノ線 Ａ種　外径０．５５ｍｍ ５３５．０ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２２） ピアノ線　Ａ種 外径０．５５ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901062065 ピアノ線 Ａ種　外径０．６５ｍｍ ３８３．２ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２２） ピアノ線　Ａ種 外径０．６５ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901062080 ピアノ線 Ａ種　外径０．８ｍｍ ２５３．２ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２２） ピアノ線　Ａ種 外径０．８ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901062090 ピアノ線 Ａ種　外径０．９ｍｍ ２００．８ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２２） ピアノ線　Ａ種 外径０．９ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

126 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

特殊線材製品 0901062100 ピアノ線 Ａ種　外径１．０ｍｍ １６２．１ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２２） ピアノ線　Ａ種 外径１ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901062120 ピアノ線 Ａ種　外径１．２ｍｍ １１２．６ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２２） ピアノ線　Ａ種 外径１．２ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901062160 ピアノ線 Ａ種　外径１．６ｍｍ ６３．３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２２） ピアノ線　Ａ種 外径１．６ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901062200 ピアノ線 Ａ種　外径２．０ｍｍ ４０．５ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２２） ピアノ線　Ａ種 外径２ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901062260 ピアノ線 Ａ種　外径２．６ｍｍ ２４．７ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２２） ピアノ線　Ａ種 外径２．６ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901062320 ピアノ線 Ａ種　外径３．２ｍｍ １５．７５ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２２） ピアノ線　Ａ種 外径３．２ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901072100 硬鋼線 Ａ種　外径１．０ｍｍ １６２．１ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２１） 硬鋼線　Ａ種 外径１ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901072120 硬鋼線 Ａ種　外径１．２ｍｍ １１２．６ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２１） 硬鋼線　Ａ種 外径１．２ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901072160 硬鋼線 Ａ種　外径１．６ｍｍ ６３．３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２１） 硬鋼線　Ａ種 外径１．６ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901072200 硬鋼線 Ａ種　外径２．０ｍｍ ４０．５ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２１） 硬鋼線　Ａ種 外径２ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901072320 硬鋼線 Ａ種　外径３．２ｍｍ １５．７５ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２１） 硬鋼線　Ａ種 外径３．２ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901072400 硬鋼線 Ａ種　外径４．０ｍｍ １０．１３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２１） 硬鋼線　Ａ種 外径４ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901074100 硬鋼線 Ｂ種　外径１．０ｍｍ １６２．１ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２１） 硬鋼線　Ｂ種 外径１ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901074120 硬鋼線 Ｂ種　外径１．２ｍｍ １１２．６ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２１） 硬鋼線　Ｂ種 外径１．２ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901074160 硬鋼線 Ｂ種　外径１．６ｍｍ ６３．３ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２１） 硬鋼線　Ｂ種 外径１．６ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901074200 硬鋼線 Ｂ種　外径２．０ｍｍ ４０．５ｍ／ｋｇ （ＪＩＳ　Ｇ３５２１） 硬鋼線　Ｂ種 外径２ｍｍ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901082216 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積１４ｍｍ２　より７／素線１．６ １１１ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級 １４ｍｍ２　７本より　径１．６ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901082218 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積１８ｍｍ２　より７／素線１．８ １４１ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級 １８ｍｍ２　７本より　径１．８ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材
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特殊線材製品 0901082220 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積２２ｍｍ２　より７／素線２．０ １７４ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級 ２２ｍｍ２　７本より　径２ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901082223 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積３０ｍｍ２　より７／素線２．３ ２３０ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級 ３０ｍｍ２　７本より　径２．３ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901082226 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積３８ｍｍ２　より７／素線２．６ ２９４ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級 ３８ｍｍ２　７本より　径２．６ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901082229 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積４５ｍｍ２　より７／素線２．９ ３６６ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級 ４５ｍｍ２　７本より　径２．９ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901082232 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積５５ｍｍ２　より７／素線３．２ ４４６ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級 ５５ｍｍ２　７本より　径３．２ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901082235 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積７０ｍｍ２　より７／素線３．５ ５３３ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級 ７０ｍｍ２　７本より　径３．５ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901082240 亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積９０ｍｍ２　より７／素線４．０ ６９７ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級 ９０ｍｍ２　７本より　径４ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901082245
亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積１１０ｍｍ２　より７／素線４．５ ８８２ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３
７）

亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級 １１０ｍｍ２　７本より径４．５ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901082250
亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級） 断面積１３５ｍｍ２　より７／素線５．０ １，０９０ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５
３７）

亜鉛めっき鋼より線　１種Ａ級 １３５ｍｍ２　７本より　径５ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901085220 亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積２２ｍｍ２　より７／素線２．０ １７４ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　２種Ａ級 ２２ｍｍ２　７本より　径２ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901085223 亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積３０ｍｍ２　より７／素線２．３ ２３０ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　２種Ａ級 ３０ｍｍ２　７本より　径２．３ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901085226 亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積３８ｍｍ２　より７／素線２．６ ２９４ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　２種Ａ級 ３８ｍｍ２　７本より　径２．６ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901085229 亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積４５ｍｍ２　より７／素線２．９ ３６６ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　２種Ａ級 ４５ｍｍ２　７本より　径２．９ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901085232 亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積５５ｍｍ２　より７／素線３．２ ４４６ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　２種Ａ級 ５５ｍｍ２　７本より　径３．２ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901085235 亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積７０ｍｍ２　より７／素線３．５ ５３３ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　２種Ａ級 ７０ｍｍ２　７本より　径３．５ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901085240 亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積９０ｍｍ２　より７／素線４．０ ６９７ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　２種Ａ級 ９０ｍｍ２　７本より　径４ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901085245
亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積１１０ｍｍ２　より７／素線４．５ ８８２ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３
７）

亜鉛めっき鋼より線　２種Ａ級 １１０ｍｍ２　７本より径４．５ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901085250
亜鉛めっき鋼より線（２種Ａ級） 断面積１３５ｍｍ２　より７／素線５．０ １，０９２ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５
３７）

亜鉛めっき鋼より線　２種Ａ級 １３５ｍｍ２　７本より径５ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材
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特殊線材製品 0901088220 亜鉛めっき鋼より線（３種Ａ級） 断面積２２ｍｍ２　より７／素線２．０ １７４ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　３種Ａ級 ２２ｍｍ２　７本より　径２ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901088223 亜鉛めっき鋼より線（３種Ａ級） 断面積３０ｍｍ２　より７／素線２．３ ２３０ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　３種Ａ級 ３０ｍｍ２　７本より　径２．３ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901088226 亜鉛めっき鋼より線（３種Ａ級） 断面積３８ｍｍ２　より７／素線２．６ ２９４ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　３種Ａ級 ３８ｍｍ２　７本より　径２．６ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

特殊線材製品 0901088232 亜鉛めっき鋼より線（３種Ａ級） 断面積５５ｍｍ２　より７／素線３．２ ４４６ｋｇ／ｋｍ （ＪＩＳ　Ｇ３５３７） 亜鉛めっき鋼より線　３種Ａ級 ５５ｍｍ２　７本より　径３．２ ｋｇ 59 ○ ○ 0901 線材

ワイヤロープ 0919010102 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２０ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） １．４８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径２０ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010104 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２４ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ２．１４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径２４ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010106 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２６ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ２．５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径２６ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010402 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．１２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径６ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010404 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．２１２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径８ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010406 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径９ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．２６９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径９ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010408 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．３３２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径１０ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010410 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．４７８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径１２ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010412 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．６５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径１４ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010414 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．８５０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径１６ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010416 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．０８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径１８ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010418 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．３３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径２０ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010420 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．６１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径２２ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010422 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．９１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径２４ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ
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ワイヤロープ 0919010424 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．１２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径６ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010426 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．２１２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径８ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010428 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径９ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．２６９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径９ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010430 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．３３２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径１０ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010432 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．４７８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径１２ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010434 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．６５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径１４ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010436 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．８５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径１６ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010438 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径１８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．０８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径１８ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010440 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．３３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径２０ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010442 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．６１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径２２ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010444 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．９１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径２４ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010602 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．３５９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径１０ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010604 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．５１７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径１２ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010606 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．７０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径１４ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010608 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．９２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径１６ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010610 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．１６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径１８ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010612 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．４４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径２０ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010614 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．７４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径２２ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ
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ワイヤロープ 0919011302 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径１２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．５７０ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ２９　径１２ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011304 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径１４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．７７６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ２９　径１４ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011306 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径１６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．０１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ２９　径１６ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011308 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径１８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．２８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ２９　径１８ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011310 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径２０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．５８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ２９　径２０ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011312 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径２２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．９２ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ２９　径２２ｍｍ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011402 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径１２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．６１９ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径１２ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011404
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径１４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．８４３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ
３５２５

ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径１４ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011406
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径１６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．１０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
５２５

ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径１６ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011408
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径１８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．３９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
５２５

ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径１８ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011410
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径２０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．７２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
５２５

ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径２０ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011412 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径２２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．０８ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径２２ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011802 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径１２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．６３４ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径１２ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011804
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径１４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．８６２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ
３５２５

ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径１４ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011806
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径１６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．１３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
５２５

ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径１６ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011808
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径１８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．４３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
５２５

ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径１８ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011810
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径２０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．７６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
５２５

ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径２０ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011812 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径２２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．１３ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径２２ ｍ 60 ○ ○ 0919 ワイヤロープ
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摩擦接合用高力ボルト 0905014202 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ｂ Ｍ１６ ×長４０ｍｍ ２０２ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ１６×４０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905014204 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ｂ Ｍ１６ ×長４５ｍｍ ２１０ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ１６×４５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905014206 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ｂ Ｍ１６ ×長５０ｍｍ ２１７ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ１６×５０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905014208 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ｂ Ｍ１６ ×長５５ｍｍ ２２５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ１６×５５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905014210 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ｂ Ｍ１６ ×長６０ｍｍ ２３３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ１６×６０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905014212 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ｂ Ｍ１６ ×長６５ｍｍ ２４１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ１６×６５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905014214 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ｂ Ｍ１６ ×長７０ｍｍ ２４９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ１６×７０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905014216 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ｂ Ｍ１６ ×長７５ｍｍ ２５７ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ１６×７５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905014218 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ｂ Ｍ１６ ×長８０ｍｍ ２６５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ１６×８０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013302 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長４５ｍｍ ３４８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×４５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013304 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長５０ｍｍ ３６１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×５０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013306 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長５５ｍｍ ３７３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×５５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013308 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長６０ｍｍ ３８５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×６０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013310 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長６５ｍｍ ３９８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×６５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013312 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長７０ｍｍ ４１０ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×７０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013314 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長７５ｍｍ ４２２ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×７５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013316 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長８０ｍｍ ４３５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×８０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013318 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長８５ｍｍ ４４７ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×８５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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摩擦接合用高力ボルト 0905013320 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長９０ｍｍ ４５９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×９０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013322 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長９５ｍｍ ４７２ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×９５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013324 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長１００ｍｍ ４８４ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×１００ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013326 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長１０５ｍｍ ４９６ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×１０５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013328 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長１１０ｍｍ ５０９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×１１０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013330 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長１１５ｍｍ ５２１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×１１５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013332 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長１２０ｍｍ ５３３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×１２０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013402 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長５０ｍｍ ４９６ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013404 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長５５ｍｍ ５１０ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013406 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長６０ｍｍ ５２５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013408 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長６５ｍｍ ５４０ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013410 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長７０ｍｍ ５５５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013412 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長７５ｍｍ ５７０ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013414 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長８０ｍｍ ５８５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013416 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長８５ｍｍ ６００ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013418 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長９０ｍｍ ６１５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013420 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長９５ｍｍ ６３０ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013422 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長１００ｍｍ ６４５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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摩擦接合用高力ボルト 0905013424 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長１０５ｍｍ ６５９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013426 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長１１０ｍｍ ６７４ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013428 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長１１５ｍｍ ６８９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013430 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長１２０ｍｍ ７０４ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013432 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長１２５ｍｍ ７１９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013434 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長１３０ｍｍ ７３４ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013502 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長６０ｍｍ ６８３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×６０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013504 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長６５ｍｍ ７０１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×６５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013506 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長７０ｍｍ ７１９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×７０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013508 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長７５ｍｍ ７３７ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×７５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013510 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長８０ｍｍ ７５４ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×８０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013512 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長８５ｍｍ ７７２ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×８５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013514 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長９０ｍｍ ７９０ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×９０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013516 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長９５ｍｍ ８０８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×９５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013518 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長１００ｍｍ ８２５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１００ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013520 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長１０５ｍｍ ８４３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１０５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013522 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長１１０ｍｍ ８６１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１１０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013524 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長１１５ｍｍ ８７９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１１５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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摩擦接合用高力ボルト 0905013526 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長１２０ｍｍ ８９６ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１２０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013528 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長１２５ｍｍ ９１４ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１２５ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013530 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長１３０ｍｍ ９３２ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１３０ｍｍ 組 61 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017200 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長３５ｍｍ １８５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×３５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017202 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長４０ｍｍ １９１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×４０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017204 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長４５ｍｍ １９９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×４５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017206 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長５０ｍｍ ２０７ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×５０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017208 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長５５ｍｍ ２１５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×５５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017210 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長６０ｍｍ ２２３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×６０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017212 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長６５ｍｍ ２３１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×６５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017214 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長７０ｍｍ ２３９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×７０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017216 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長７５ｍｍ ２４７ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×７５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017218 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長８０ｍｍ ２５５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×８０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017220 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長８５ｍｍ ２６３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×８５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017301 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長４０ｍｍ ３１８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×４０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017300 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長４５ｍｍ ３２８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×４５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017302 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長５０ｍｍ ３４１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×５０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017304 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長５５ｍｍ ３５４ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×５５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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摩擦接合用高力ボルト 0905017306 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長６０ｍｍ ３６７ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×６０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017308 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長６５ｍｍ ３８０ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×６５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017310 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長７０ｍｍ ３９３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×７０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017312 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長７５ｍｍ ４０６ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×７５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017314 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長８０ｍｍ ４１９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×８０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017316 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長８５ｍｍ ４３２ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×８５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017318 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長９０ｍｍ ４４５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×９０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017320 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長９５ｍｍ ４５８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×９５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017324 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長１００ｍｍ ４７１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×１００ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017400 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長５０ｍｍ ４６３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017401 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長５５ｍｍ ４７８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017402 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長６０ｍｍ ４９３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017404 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長６５ｍｍ ５０８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017406 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長７０ｍｍ ５２３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017408 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長７５ｍｍ ５３８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017410 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長８０ｍｍ ５５３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017412 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長８５ｍｍ ５６８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017414 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長９０ｍｍ ５８３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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摩擦接合用高力ボルト 0905017416 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長９５ｍｍ ５９８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017418 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１００ｍｍ ６１３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017420 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１０５ｍｍ ６２８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017422 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１１０ｍｍ ６４３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017424 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１１５ｍｍ ６５８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017426 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１２０ｍｍ ６７３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017428 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１２５ｍｍ ６８８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017430 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１３０ｍｍ ７０３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017502 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長８０ｍｍ ７２１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×８０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017503 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長８５ｍｍ ７３９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×８５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017504 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長９０ｍｍ ７５７ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×９０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017505 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長９５ｍｍ ７７５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×９５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017506 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１００ｍｍ ７９３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１００ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017508 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１０５ｍｍ ８１１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１０５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017510 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１１０ｍｍ ８２９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１１０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017512 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１１５ｍｍ ８４７ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１１５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017514 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１２０ｍｍ ８６５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１２０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017516 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１２５ｍｍ ８８３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１２５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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摩擦接合用高力ボルト 0905017518 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１３０ｍｍ ９０１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１３０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017520 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１３５ｍｍ ９１９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１３５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017522 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１４０ｍｍ ９３７ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１４０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017524 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１４５ｍｍ ９５５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１４５ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017526 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１５０ｍｍ ９７３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１５０ｍｍ 組 62 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011404 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長５０ｍｍ ４９６ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×５０耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011406 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長５５ｍｍ ５１０ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×５５耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011408 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長６０ｍｍ ５２５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×６０耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011410 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長６５ｍｍ ５４０ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×６５耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011412 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長７０ｍｍ ５５５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×７０耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011414 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長７５ｍｍ ５７０ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×７５耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011416 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長８０ｍｍ ５８５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×８０耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011418 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長８５ｍｍ ６００ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×８５耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011420 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長９０ｍｍ ６１５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×９０耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011422 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長９５ｍｍ ６３０ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×９５耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011424 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１００ｍｍ ６４５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１００耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011426 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１０５ｍｍ ６５９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１０５耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011428 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１１０ｍｍ ６７４ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１１０耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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摩擦接合用高力ボルト 0905011430 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１１５ｍｍ ６８９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１１５耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011432 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１２０ｍｍ ７０４ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１２０耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011434 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１２５ｍｍ ７１９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１２５耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011436 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１３０ｍｍ ７３４ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１３０耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011438 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１３５ｍｍ ７４９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１３５耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011440 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１４０ｍｍ ７６４ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１４０耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012402 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長５０ｍｍ ４６３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×５０耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012404 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長５５ｍｍ ４７８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×５５耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012406 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長６０ｍｍ ４９３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×６０耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012408 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長６５ｍｍ ５０８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×６５耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012410 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長７０ｍｍ ５２３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×７０耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012412 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長７５ｍｍ ５３８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×７５耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012414 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長８０ｍｍ ５５３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×８０耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012416 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長８５ｍｍ ５６８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×８５耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012418 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長９０ｍｍ ５８３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×９０耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012420 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長９５ｍｍ ５９８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×９５耐候性 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012422 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１００ｍｍ ６１３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１００耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012424 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１０５ｍｍ ６２８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１０５耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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摩擦接合用高力ボルト 0905012426 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１１０ｍｍ ６４３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１１０耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012428 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１１５ｍｍ ６５８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１１５耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012430 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１２０ｍｍ ６７３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１２０耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012432 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１２５ｍｍ ６８８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１２５耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012434 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１３０ｍｍ ７０３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１３０耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012436 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１３５ｍｍ ７１８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１３５耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905012438 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１４０ｍｍ ７３３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１４０耐候 組 63 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150002 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 芯棒打込み式 Ｍ６（Ｗ１／４）×全長４５ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 芯棒打込　Ｍ６×Ｌ４５ｍｍ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150004 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 芯棒打込み式 Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長５０ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 芯棒打込　Ｍ８×Ｌ５０ｍｍ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150006 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 芯棒打込み式 Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長６０ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 芯棒打込　Ｍ１０×Ｌ６０ｍｍ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150008 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 芯棒打込み式 Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長７０ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 芯棒打込　Ｍ１２×Ｌ７０ｍｍ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150010 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 芯棒打込み式 Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長１００ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 芯棒打込　Ｍ１６×Ｌ１００ｍｍ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150012 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 芯棒打込み式 Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長１３０ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 芯棒打込　Ｍ２０×Ｌ１３０ｍｍ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150102 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 本体打込み式 Ｍ６（Ｗ１／４）×全長３０ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 本体打込　Ｍ６×Ｌ３０ｍｍ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150104 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 本体打込み式 Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長３５ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 本体打込　Ｍ８×Ｌ３５ｍｍ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150106 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 本体打込み式 Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長４０ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 本体打込　Ｍ１０×Ｌ４０ｍｍ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150108 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 本体打込み式 Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長５０ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 本体打込　Ｍ１２×Ｌ５０ｍｍ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150110 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 本体打込み式 Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長６０ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 本体打込　Ｍ１６×Ｌ６０ｍｍ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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あと施工アンカー 0905150112 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 本体打込み式 Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長８０ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 本体打込　Ｍ２０×Ｌ８０ｍｍ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150114 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 本体打込み式 Ｍ２２（Ｗ７／８）×全長９０ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 本体打込　Ｍ２２×Ｌ９０ｍｍ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150116 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） 本体打込み式 Ｍ２４（Ｗ１）×全長１１０ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 本体打込　Ｍ２４×Ｌ１１０ｍｍ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150202 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） スリーブ打込み式 Ｍ６（Ｗ１／４）×全長５０ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 スリーブ打込　Ｍ６×Ｌ５０ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150204 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） スリーブ打込み式 Ｍ８（Ｗ５／１６）×全長６５ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 スリーブ打込　Ｍ８×Ｌ６５ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150206 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） スリーブ打込み式 Ｍ１０（Ｗ３／８）×全長８０ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 スリーブ打込　Ｍ１０×Ｌ８０ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150208 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） スリーブ打込み式 Ｍ１２（Ｗ１／２）×全長１００ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 スリーブ打込　Ｍ１２×Ｌ１００ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150210 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） スリーブ打込み式 Ｍ１６（Ｗ５／８）×全長１２０ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 スリーブ打込　Ｍ１６×Ｌ１２０ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150212 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） スリーブ打込み式 Ｍ２０（Ｗ３／４）×全長１７０ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 スリーブ打込　Ｍ２０×Ｌ１７０ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150214 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） スリーブ打込み式 Ｍ２２（Ｗ７／８）×全長２００ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 スリーブ打込　Ｍ２２×Ｌ２００ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー 0905150216 金属拡張アンカー（電気亜鉛めっき） スリーブ打込み式 Ｍ２４（Ｗ１）×全長２００ｍｍ 金属拡張アンカー　電気亜鉛 スリーブ打込　Ｍ２４×Ｌ２００ 本 64 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905156501 プラグアンカー ＰＡ－４０ Ｍ１２×全長５０ｍｍ　ＨＤＺ－３５ エイ・ワイ・ファスナー プラグアンカー Ｍ１２×Ｌ５０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905156502 ビルボルト ＢＢ１６１２５ Ｍ１６×全長１２５ｍｍ　ＨＤＺ－３５ エイ・ワイ・ファスナー ビルボルト Ｍ１６×Ｌ１２５ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905150536 レインフォースアンカー ＲＦ－１３ Ｗ３／８（Ｍ１０）×全長１５０ｍｍ 岡部 レインフォースアンカー Ｗ３／８×Ｌ１５０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905150537 レインフォースアンカー ＲＦ－１６ Ｗ１／２（Ｍ１２）×全長１８０ｍｍ 岡部 レインフォースアンカー Ｗ１／２×Ｌ１８０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905150538 レインフォースアンカー ＲＦ－１９ Ｗ１／２（Ｍ１２）×全長２１０ｍｍ 岡部 レインフォースアンカー Ｗ１／２×Ｌ２１０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905150539 レインフォースアンカー ＲＦ－２２ Ｗ５／８（Ｍ１６）×全長２５０ｍｍ 岡部 レインフォースアンカー Ｗ５／８×Ｌ２５０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905150514 セットアンカー Ｂ－１０７０ Ｍ１０×全長７０ｍｍ 岡部 セットアンカー Ｍ１０×Ｌ７０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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あと施工アンカー―ブランド品― 0905150516 セットアンカー Ｂ－１０１０ Ｍ１０×全長１００ｍｍ 岡部 セットアンカー Ｍ１０×Ｌ１００ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905150517 セットアンカー Ｂ－１０１２ Ｍ１０×全長１２０ｍｍ 岡部 セットアンカー Ｍ１０×Ｌ１２０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905150519 セットアンカー Ｂ－１２１２ Ｍ１２×全長１２０ｍｍ 岡部 セットアンカー Ｍ１２×Ｌ１２０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905150540 セットアンカー Ｂ－１２１６ Ｍ１２×全長１６０ｍｍ 岡部 セットアンカー Ｍ１２×Ｌ１６０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905150544 セットアンカー Ｂ－１６１６ Ｍ１６×全長１６０ｍｍ 岡部 セットアンカー Ｍ１６×Ｌ１６０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151030 耐震用ホリコミアンカー Ａ－１０Ｓ Ｍ１０×全長１５０ｍｍ ケー・エフ・シー 耐震用ホリコミアンカー Ｍ１０×Ｌ１５０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151032 耐震用ホリコミアンカー Ａ－１２Ｓ Ｍ１２×全長１８０ｍｍ ケー・エフ・シー 耐震用ホリコミアンカー Ｍ１２×Ｌ１８０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151034 耐震用ホリコミアンカー Ａ－１６Ｓ Ｍ１６×全長２５０ｍｍ ケー・エフ・シー 耐震用ホリコミアンカー Ｍ１６×Ｌ２５０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151010 ホーク・アンカーボルト Ｂ８６０ Ｍ８×全長６０ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・アンカボルト Ｍ８×Ｌ６０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151011 ホーク・アンカーボルト Ｂ１０７０ Ｍ１０×全長７０ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・アンカボルト Ｍ１０×Ｌ７０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151013 ホーク・アンカーボルト Ｂ１６１２５ Ｍ１６×全長１２５ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・アンカボルト Ｍ１６×Ｌ１２５ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151064 ホーク・アンカーボルト（ステンレス） Ｂ８６０ Ｍ８×全長６０ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・アンカボルト　ＳＵＳ Ｂ８６０　Ｍ８×Ｌ６０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151026 ホーク・アンカーボルト（ステンレス） Ｂ１０７０ Ｍ１０×全長７０ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・アンカボルト　ＳＵＳ Ｍ１０×Ｌ７０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151027 ホーク・アンカーボルト（ステンレス） Ｂ１２１００ Ｍ１２×全長１００ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・アンカボルト　ＳＵＳ Ｍ１２×Ｌ１００ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151017 ホーク・アンカーボルト（ステンレス） Ｂ１６１００ Ｍ１６×全長１００ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・アンカボルト　ＳＵＳ Ｍ１６×Ｌ１００ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151052 ホーク・カットアンカー（ステンレス） １０ＣＡ Ｍ１０×全長４０ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・カットアンカー　ＳＵＳ Ｍ１０×Ｌ４０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151054 ホーク・カットアンカー（ステンレス） １２ＣＡ Ｍ１２×全長５０（５２）ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・カットアンカー　ＳＵＳ Ｍ１２×Ｌ５０（５２）ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151056 ホーク・カットアンカー（ステンレス） １６ＣＡ Ｍ１６×全長６０（６３）ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・カットアンカー　ＳＵＳ Ｍ１６×Ｌ６０（６３）ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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あと施工アンカー―ブランド品― 0905151036 ホーク・ヘッドインアンカー Ｈｉ１０ Ｍ１０×全長４０ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・ヘッドインアンカー Ｍ１０×Ｌ４０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151038 ホーク・ヘッドインアンカー Ｈｉ１２ Ｍ１２×全長５０ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・ヘッドインアンカー Ｍ１２×Ｌ５０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151040 ホーク・ヘッドインアンカー Ｈｉ１６ Ｍ１６×全長６０ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・ヘッドインアンカー Ｍ１６×Ｌ６０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151037 ホーク・ヘッドインアンカー（ステンレス） Ｈｉ１０ Ｍ１０×全長４０ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・ヘッドインアンカー Ｍ１０×Ｌ４０ｍｍ　ＳＵＳ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151039 ホーク・ヘッドインアンカー（ステンレス） Ｈｉ１２ Ｍ１２×全長５０ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・ヘッドインアンカー Ｍ１２×Ｌ５０ｍｍ　ＳＵＳ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151041 ホーク・ヘッドインアンカー（ステンレス） Ｈｉ１６ Ｍ１６×全長６０ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・ヘッドインアンカー Ｍ１６×Ｌ６０ｍｍ　ＳＵＳ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151042 ホークストライクアンカー（ステンレス） Ｃ－６４５ Ｍ６×全長４５ｍｍ ケー・エフ・シー ホークストライクアンカーＳＵＳ Ｍ６×Ｌ４５ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151044 ホークストライクアンカー（ステンレス） Ｃ－８５０ Ｍ８×全長５０ｍｍ ケー・エフ・シー ホークストライクアンカーＳＵＳ Ｍ８×Ｌ５０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151046 ホークストライクアンカー（ステンレス） Ｃ－１０６０ Ｍ１０×全長６０ｍｍ ケー・エフ・シー ホークストライクアンカーＳＵＳ Ｍ１０×Ｌ６０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151048 ホークストライクアンカー（ステンレス） Ｃ－１２７０ Ｍ１２×全長７０ｍｍ ケー・エフ・シー ホークストライクアンカーＳＵＳ Ｍ１２×Ｌ７０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151050 ホークストライクアンカー（ステンレス） Ｃ－１６１００ Ｍ１６×全長１００ｍｍ ケー・エフ・シー ホークストライクアンカーＳＵＳ Ｍ１６×Ｌ１００ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151058 ホーク・パイプアンカー ＰＡ２５１５０ Ｗ５／１６（Ｍ８）×全長１５０ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・パイプアンカー Ｗ５／１６×Ｌ１５０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151060 ホーク・パイプアンカー ＰＡ３８１５０ Ｗ３／８（Ｍ１０）×全長１５０ｍｍ ケー・エフ・シー ホーク・パイプアンカー Ｗ３／８×Ｌ１５０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151062 ダブルＸアンカー ＤＸ３８ Ｗ３／８（Ｍ１０）×全長５０ｍｍ ケー・エフ・シー ダブルＸアンカー Ｗ３／８×Ｌ５０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151534 シーティーアンカー ＣＴ－１０４０ Ｍ１０×全長４０ｍｍ サンコーテクノ シーティーアンカー Ｍ１０×Ｌ４０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151536 シーティーアンカー ＣＴ－１２５０ Ｍ１２×全長５０ｍｍ サンコーテクノ シーティーアンカー Ｍ１２×Ｌ５０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151513 オールアンカー Ｂ－１０６０ Ｍ１０×全長６０ｍｍ サンコーテクノ オールアンカー　Ｂ－１０６０ Ｍ１０×Ｌ６０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905151514 オールアンカー Ｔ－５２５ Ｍ５×全長２５ｍｍ サンコーテクノ オールアンカー　Ｔ－５２５ Ｍ５×Ｌ２５ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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あと施工アンカー―ブランド品― 0905151528 エーエルシーアンカースーパーＸ ＡＸ－１０８５ Ｍ１０×全長８５ｍｍ サンコーテクノ エーエルシーアンカースーパーＸ Ｍ１０×Ｌ８５ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905153008 ミニカラーアンカー ＭＣＡ３１００ Ｗ３／８（Ｍ１０）×全長１００ｍｍ ナニワ建設機材 ミニカラーアンカー Ｗ３／８×Ｌ１００ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905153007 ミニカラーアンカー ＭＣＡ３１２０ Ｗ３／８（Ｍ１０）×全長１２０ｍｍ ナニワ建設機材 ミニカラーアンカー Ｗ３／８×Ｌ１２０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905153025 溶接用アンカー（生地） ＷＡ１０５５ Ｍ１０×全長５５ｍｍ ナニワ建設機材 溶接用アンカー　生地 Ｍ１０×Ｌ５５ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905153013 溶接用アンカー（生地） ＷＡ１２５５ Ｍ１２×全長５５ｍｍ ナニワ建設機材 溶接用アンカー　生地 Ｍ１２×Ｌ５５ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905155503 ＭＭスーパープラグ ＳＰ－３０７０ Ｍ１０×全長７０ｍｍ 峰岸 ＭＭスーパープラグ Ｍ１０×Ｌ７０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905155505 ＭＭスーパープラグ ＳＰ－４１２０ Ｍ１２×全長１２０ｍｍ 峰岸 ＭＭスーパープラグ Ｍ１２×Ｌ１２０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905153506 ダイナボルト ４Ｎ７５Ｓ Ｗ３／８（Ｍ１０）×全長７５ｍｍ 日本パワーファスニング ダイナボルト Ｗ３／８×Ｌ７５ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905153507 ダイナボルト ４Ｎ１００Ｓ Ｗ３／８（Ｍ１０）×全長１００ｍｍ 日本パワーファスニング ダイナボルト Ｗ３／８×Ｌ１００ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905153509 ダイナボルト ５Ｎ１００Ｓ Ｍ１２×全長１００ｍｍ 日本パワーファスニング ダイナボルト Ｍ１２×Ｌ１００ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905155004 インサートアンカー Ⅰ－１０ Ｍ１０×全長４０ｍｍ 日本プロジェクト インサートアンカー Ｍ１０×Ｌ４０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905155005 インサートアンカー Ⅰ－１２ Ｍ１２×全長５０ｍｍ 日本プロジェクト インサートアンカー Ｍ１２×Ｌ５０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905155006 インサートアンカー Ⅰ－１６ Ｍ１６×全長６０ｍｍ 日本プロジェクト インサートアンカー Ｍ１６×Ｌ６０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905155007 インサートアンカー Ⅰ－２０ Ｍ２０×全長８０ｍｍ 日本プロジェクト インサートアンカー Ｍ２０×Ｌ８０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905155008 インサートアンカー Ⅰ－２２ Ｍ２２×全長９０ｍｍ 日本プロジェクト インサートアンカー Ｍ２２×Ｌ９０ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905155026 ストーンアンカー Ｗ３／８×全長４５ｍｍ 日本プロジェクト ストーンアンカー Ｗ３／８×Ｌ４５ｍｍ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905157002 ナイロンプラグ Ｓ５ ５×２５ フィッシャージャパン ナイロンプラグ Ｓ５　５×２５ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905157004 ナイロンプラグ Ｓ６ ６×３０ フィッシャージャパン ナイロンプラグ Ｓ６　６×３０ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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あと施工アンカー―ブランド品― 0905157006 ナイロンプラグ Ｓ８ ８×４０ フィッシャージャパン ナイロンプラグ Ｓ８　８×４０ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905157008 拡底式アンカーＦＺＡ Ａ４　１４×６０ Ｍ１０×１０２　ＳＵＳ３１６ フィッシャージャパン 拡底式アンカーＦＺＡ Ｍ１０×１０２　ＳＵＳ３１６ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905157010 拡底式アンカーＦＺＡ Ａ４　１８×８０ Ｍ１２×１５６　ＳＵＳ３１６ フィッシャージャパン 拡底式アンカーＦＺＡ Ｍ１２×１５６　ＳＵＳ３１６ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

あと施工アンカー―ブランド品― 0905157012 拡底式アンカーＦＺＡ Ａ４　２２×１００ Ｍ１６×１８４　ＳＵＳ３１６ フィッシャージャパン 拡底式アンカーＦＺＡ Ｍ１６×１８４　ＳＵＳ３１６ 本 65 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260102 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００ Ｍ２０×長６００ｍｍ １．５１ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００　Ｍ２０×６００ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260104 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００ Ｍ２２×長６６０ｍｍ ２．０２ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００　Ｍ２２×６６０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260106 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００ Ｍ２４×長７２０ｍｍ ２．６１ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００　Ｍ２４×７２０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260108 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００ Ｍ３０×長９００ｍｍ ５．２３ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００　Ｍ３０×９００ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260110 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００ Ｍ３６×長１，０８０ｍｍ ９．０２ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００　Ｍ３６×１０８０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260112 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００ Ｍ４２×長１，２６０ｍｍ １４．４６ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００　Ｍ４２×１２６０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260114 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００ Ｍ４８×長１，４４０ｍｍ ２１．６７ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４００　Ｍ４８×１４４０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260202 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０ Ｍ２０×長６００ｍｍ １．５１ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０　Ｍ２０×６００ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260204 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０ Ｍ２２×長６６０ｍｍ ２．０２ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０　Ｍ２２×６６０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260206 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０ Ｍ２４×長７２０ｍｍ ２．６１ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０　Ｍ２４×７２０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260208 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０ Ｍ３０×長９００ｍｍ ５．２３ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０　Ｍ３０×９００ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260210 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０ Ｍ３６×長１，０８０ｍｍ ９．０２ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０　Ｍ３６×１０８０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260212 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０ Ｍ４２×長１，２６０ｍｍ １４．４６ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０　Ｍ４２×１２６０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260214 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０ Ｍ４８×長１，４４０ｍｍ ２１．６７ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＲ４９０　Ｍ４８×１４４０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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建築構造用アンカーボルト 0905260302 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００ Ｍ２４×長７２０ｍｍ ３．０４ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００　Ｍ２４×７２０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260304 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００ Ｍ３０×長９００ｍｍ ６．０２ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００　Ｍ３０×９００ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260306 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００ Ｍ３６×長１，０８０ｍｍ １０．３２ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００　Ｍ３６×１０８０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260308 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００ Ｍ４２×長１，２６０ｍｍ １６．４８ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００　Ｍ４２×１２６０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260310 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００ Ｍ４８×長１，４４０ｍｍ ２４．５５ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００　Ｍ４８×１４４０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260312 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００ Ｍ５６×長１，６８０ｍｍ ３８．４６ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００　Ｍ５６×１６８０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260314 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００ Ｍ６４×長１，９２０ｍｍ ５６．８０ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４００　Ｍ６４×１９２０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260402 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０ Ｍ２４×長７２０ｍｍ ３．０４ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０　Ｍ２４×７２０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260404 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０ Ｍ３０×長９００ｍｍ ６．０２ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０　Ｍ３０×９００ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260406 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０ Ｍ３６×長１，０８０ｍｍ １０．３２ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０　Ｍ３６×１０８０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260408 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０ Ｍ４２×長１，２６０ｍｍ １６．４８ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０　Ｍ４２×１２６０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260410 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０ Ｍ４８×長１，４４０ｍｍ ２４．５５ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０　Ｍ４８×１４４０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260412 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０ Ｍ５６×長１，６８０ｍｍ ３８．４６ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０　Ｍ５６×１６８０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

建築構造用アンカーボルト 0905260414 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０ Ｍ６４×長１，９２０ｍｍ ５６．８０ｋｇ／組 建築構造用アンカーボルト ＡＢＭ４９０　Ｍ６４×１９２０ 組 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020602 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長２５ｍｍ 黒皮品 ２１．８ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×２５ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020606 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長３８ｍｍ 黒皮品 ２９．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×３８ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020608 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長４５ｍｍ 黒皮品 ３３．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×４５ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020610 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長５０ｍｍ 黒皮品 ３５．８ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×５０ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905020612 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ４４．２ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×６５ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020614 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長７５ｍｍ 黒皮品 ４９．７ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×７５ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020616 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長９０ｍｍ 黒皮品 ５８．１ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×９０ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020618 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長１００ｍｍ 黒皮品 ６３．７ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×１００ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020620 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長１１５ｍｍ 黒皮品 ７２．１ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×１１５ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020622 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長１２５ｍｍ 黒皮品 ７７．７ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×１２５ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020624 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 ８６．１ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×１４０ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020804 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長３２ｍｍ 黒皮品 ５２．５ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×３２ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020806 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長３８ｍｍ 黒皮品 ５８．５ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×３８ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020808 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長４５ｍｍ 黒皮品 ６５．５ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×４５ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020810 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長５０ｍｍ 黒皮品 ７０．４ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×５０ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020812 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ８５．３ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×６５ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020814 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長７５ｍｍ 黒皮品 ９５．３ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×７５ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020816 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長９０ｍｍ 黒皮品 １１０．２ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×９０ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020818 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１００ｍｍ 黒皮品 １２０．１ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１００ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020820 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１１５ｍｍ 黒皮品 １３５．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１１５ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020822 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１２５ｍｍ 黒皮品 １４４．９ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１２５ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020824 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 １５９．８ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１４０ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905020826 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１５０ｍｍ 黒皮品 １６９．７ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１５０ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021204 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ２２３．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×６５ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021206 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長７５ｍｍ 黒皮品 ２４５．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×７５ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021208 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長９０ｍｍ 黒皮品 ２７８．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×９０ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021210 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１００ｍｍ 黒皮品 ３０１．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×１００ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021212 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１１５ｍｍ 黒皮品 ３３５．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×１１５ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021214 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１２５ｍｍ 黒皮品 ３５７．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×１２５ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021216 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 ３９０．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×１４０ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021218 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１５０ｍｍ 黒皮品 ４１３．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×１５０ｍｍ　黒皮 本 66 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023202 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長４０ｍｍ 黒皮品 ５０．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×４０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023204 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長４５ｍｍ 黒皮品 ５４．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×４５ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023206 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長５０ｍｍ 黒皮品 ５９．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×５０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023208 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長５５ｍｍ 黒皮品 ６３．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×５５ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023210 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長６０ｍｍ 黒皮品 ６８．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×６０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023212 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ７２．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×６５ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023214 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ７７．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×７０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023216 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長７５ｍｍ 黒皮品 ８１．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×７５ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023218 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長８０ｍｍ 黒皮品 ８５．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×８０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905023220 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長８５ｍｍ 黒皮品 ９０．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×８５ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023222 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長９０ｍｍ 黒皮品 ９４．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×９０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023224 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１００ｍｍ 黒皮品 １０３．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１００ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023226 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１２０ｍｍ 黒皮品 １２１．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１２０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023228 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 １３８．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１４０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023230 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１５０ｍｍ 黒皮品 １４７．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１５０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023626 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長５０ｍｍ 黒皮品 １１２．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×５０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023628 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長６０ｍｍ 黒皮品 １２８．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×６０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023630 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長７０ｍｍ 黒皮品 １４３．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×７０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023632 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長８０ｍｍ 黒皮品 １５９．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×８０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023634 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長９０ｍｍ 黒皮品 １７５．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×９０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023636 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１００ｍｍ 黒皮品 １９１．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１００ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023638 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１１０ｍｍ 黒皮品 ２０７．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１１０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023640 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１２０ｍｍ 黒皮品 ２２２．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１２０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023642 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１３０ｍｍ 黒皮品 ２３７．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１３０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023644 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 ２５３．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１４０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023646 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１５０ｍｍ 黒皮品 ２６８．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１５０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023826 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長５０ｍｍ 黒皮品 １８５．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×５０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905023828 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長６０ｍｍ 黒皮品 ２１０．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×６０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023830 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ２３４．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×７０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023832 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長８０ｍｍ 黒皮品 ２５９．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×８０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023834 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長９０ｍｍ 黒皮品 ２８４．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×９０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023836 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１００ｍｍ 黒皮品 ３０８．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１００ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023838 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１１０ｍｍ 黒皮品 ３３３．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１１０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023840 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１２０ｍｍ 黒皮品 ３５８．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１２０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023842 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１３０ｍｍ 黒皮品 ３８０．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１３０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023844 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 ４０５．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１４０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023846 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１５０ｍｍ 黒皮品 ４３０．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１５０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023848 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１８０ｍｍ 黒皮品 ５０４．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１８０ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023850 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２００ｍｍ 黒皮品 ５５３．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×２００ｍｍ　黒皮 本 67 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024022 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長５０ｍｍ 黒皮品 ２２５．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×５０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024024 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長６０ｍｍ 黒皮品 ２５５．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×６０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024026 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ２８５．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×７０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024028 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長８０ｍｍ 黒皮品 ３１５．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×８０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024030 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長９０ｍｍ 黒皮品 ３４５．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×９０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024032 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１００ｍｍ 黒皮品 ３７４．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１００ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905024034 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１２０ｍｍ 黒皮品 ４３４．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１２０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024036 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１５０ｍｍ 黒皮品 ５２１．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１５０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024038 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１８０ｍｍ 黒皮品 ６１０．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１８０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024040 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２００ｍｍ 黒皮品 ６７０．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×２００ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024222 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長５０ｍｍ 黒皮品 ２８２．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×５０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024224 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長６０ｍｍ 黒皮品 ３１５．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×６０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024226 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ３５０．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×７０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024228 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長８０ｍｍ 黒皮品 ３８６．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×８０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024230 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長９０ｍｍ 黒皮品 ４２１．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×９０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024232 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１００ｍｍ 黒皮品 ４５７．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１００ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024234 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１２０ｍｍ 黒皮品 ５２８．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１２０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024236 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１５０ｍｍ 黒皮品 ６３１．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１５０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024238 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１８０ｍｍ 黒皮品 ７３８．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１８０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024240 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２００ｍｍ 黒皮品 ８０９．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×２００ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905032605 全ねじ六角ボルト Ｍ６ ×長２０ｍｍ 黒皮品 ６．２ｇ／本 全ねじ六角ボルト　並品 Ｍ６×２０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905032610 全ねじ六角ボルト Ｍ６ ×長２５ｍｍ 黒皮品 ６．９ｇ／本 全ねじ六角ボルト　並品 Ｍ６×２５ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905032810 全ねじ六角ボルト Ｍ８ ×長２５ｍｍ 黒皮品 １３．９ｇ／本 全ねじ六角ボルト　並品 Ｍ８×２５ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905032815 全ねじ六角ボルト Ｍ８ ×長３０ｍｍ 黒皮品 １５．６ｇ／本 全ねじ六角ボルト　並品 Ｍ８×３０ｍｍ　黒皮 本 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905100606 六角ナット Ｗ３／８ 黒皮品 冷間ホーマー 六角ナット Ｗ３／８　黒皮　冷間ホーマー 個 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905100608 六角ナット Ｗ１／２ 黒皮品 冷間ホーマー 六角ナット Ｗ１／２　黒皮　冷間ホーマー 個 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905100610 六角ナット Ｗ５／８ 黒皮品 冷間ホーマー 六角ナット Ｗ５／８　黒皮　冷間ホーマー 個 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905100612 六角ナット Ｗ３／４ 黒皮品 冷間ホーマー 六角ナット Ｗ３／４　黒皮　冷間ホーマー 個 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905100624 六角ナット Ｗ１ 黒皮品 冷間ホーマー 六角ナット Ｗ１　黒皮　冷間ホーマー 個 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905100632 六角ナット Ｍ１２ 黒皮品 冷間ホーマー 六角ナット Ｍ１２　黒皮　冷間ホーマー 個 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905100636 六角ナット Ｍ１６ 黒皮品 冷間ホーマー 六角ナット Ｍ１６　黒皮　冷間ホーマー 個 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905100638 六角ナット Ｍ２０ 黒皮品 冷間ホーマー 六角ナット Ｍ２０　黒皮　冷間ホーマー 個 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905100640 六角ナット Ｍ２２ 黒皮品 冷間ホーマー 六角ナット Ｍ２２　黒皮　冷間ホーマー 個 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905100642 六角ナット Ｍ２４ 黒皮品 冷間ホーマー 六角ナット Ｍ２４　黒皮　冷間ホーマー 個 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110206 丸座金 Ｗ３／８ 黒皮品 丸座金（ワッシャー） Ｗ３／８　黒皮 枚 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110208 丸座金 Ｗ１／２ 黒皮品 丸座金（ワッシャー） Ｗ１／２　黒皮 枚 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110210 丸座金 Ｗ５／８ 黒皮品 丸座金（ワッシャー） Ｗ５／８　黒皮 枚 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110212 丸座金 Ｗ３／４ 黒皮品 丸座金（ワッシャー） Ｗ３／４　黒皮 枚 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110218 丸座金 Ｗ１ 黒皮品 丸座金（ワッシャー） Ｗ１　黒皮 枚 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110302 丸座金 Ｍ１２ 黒皮品 丸座金（ワッシャー） Ｍ１２　黒皮 枚 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110304 丸座金 Ｍ１６ 黒皮品 丸座金（ワッシャー） Ｍ１６　黒皮 枚 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110306 丸座金 Ｍ２０ 黒皮品 丸座金（ワッシャー） Ｍ２０　黒皮 枚 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110308 丸座金 Ｍ２２ 黒皮品 丸座金（ワッシャー） Ｍ２２　黒皮 枚 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110310 丸座金 Ｍ２４ 黒皮品 丸座金（ワッシャー） Ｍ２４　黒皮 枚 68 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905050807 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ１／２ ×長２００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｗ１／２×２００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905050814 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ１／２ ×長３００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｗ１／２×３００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905050818 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ１／２ ×長４００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｗ１／２×４００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905051012 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ５／８ ×長３００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｗ５／８×３００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905051016 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ５／８ ×長４００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｗ５／８×４００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905051018 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ５／８ ×長５００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｗ５／８×５００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905051206 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ３／４ ×長３００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｗ３／４×３００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905051210 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ３／４ ×長４００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｗ３／４×４００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905051214 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ３／４ ×長５００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｗ３／４×５００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905051218 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ３／４ ×長６００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｗ３／４×６００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905051602 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ１ ×長４００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｗ１×４００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905051604 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ１ ×長５００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｗ１×５００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905051606 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｗ１ ×長６００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｗ１×６００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905053202 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ１２ ×長２００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｍ１２×２００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905053204 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ１２ ×長３００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｍ１２×３００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905053206 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ１２ ×長４００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｍ１２×４００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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各種ボルト 0905053208 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ１２ ×長５００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｍ１２×５００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905053602 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ１６ ×長２００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｍ１６×２００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905053604 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ１６ ×長３００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｍ１６×３００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905053606 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ１６ ×長４００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｍ１６×４００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905053608 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ１６ ×長５００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｍ１６×５００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905053802 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ２０ ×長３００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｍ２０×３００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905053804 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ２０ ×長４００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｍ２０×４００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905053806 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ２０ ×長５００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｍ２０×５００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905053808 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ２０ ×長６００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｍ２０×６００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905054202 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ２４ ×長４００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｍ２４×４００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905054204 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ２４ ×長５００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｍ２４×５００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905054206 アンカーボルト（Ｌ形・ナット付き） Ｍ２４ ×長６００ｍｍ 黒皮品 アンカーボルト　Ｌ形　ナット付 Ｍ２４×６００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905200010 全ねじボルト Ｗ３／８ ×長２８５ｍｍ 黒皮品 全ねじボルト Ｗ３／８×２８５ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905200020 全ねじボルト Ｗ３／８ ×長１，０００ｍｍ 黒皮品 全ねじボルト Ｗ３／８×１０００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905200030 全ねじボルト Ｗ１／２ ×長２８５ｍｍ 黒皮品 全ねじボルト Ｗ１／２×２８５ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905200040 全ねじボルト Ｗ１／２ ×長１，０００ｍｍ 黒皮品 全ねじボルト Ｗ１／２×１０００ｍｍ　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905060010 チャンネルボルト Ｗ１／４ ×３０×１００ｍｍ 黒皮品 チャンネルボルト Ｗ１／４×３０×１００ｍｍ黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905060020 チャンネルボルト Ｗ１／４ ×４５×１２５ｍｍ 黒皮品 チャンネルボルト Ｗ１／４×４５×１２５ｍｍ黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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各種ボルト 0905070010 フックボルト Ｍ６ ×長６５ｍｍ　屋根用 黒皮品 フックボルト Ｍ６×６５ｍｍ　屋根用　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905070020 フックボルト Ｍ６ ×長９０ｍｍ　屋根用 黒皮品 フックボルト Ｍ６×９０ｍｍ　屋根用　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

各種ボルト 0905070030 フックボルト Ｍ６ ×長１００ｍｍ　屋根用 黒皮品 フックボルト Ｍ６×１００ｍｍ　屋根用　黒皮 本 69 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025002 ステンレス六角ボルト Ｍ１０ ×長２０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ２６．３ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１０×２０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025004 ステンレス六角ボルト Ｍ１０ ×長２５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ２９．４ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１０×２５ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025006 ステンレス六角ボルト Ｍ１０ ×長３０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ３２．５ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１０×３０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025008 ステンレス六角ボルト Ｍ１０ ×長３５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ３５．６ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１０×３５ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025010 ステンレス六角ボルト Ｍ１０ ×長４０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ３８．８ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１０×４０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025012 ステンレス六角ボルト Ｍ１０ ×長４５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ４１．９ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１０×４５ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025011 ステンレス六角ボルト Ｍ１０ ×長５０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ４５．１ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１０×５０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025013 ステンレス六角ボルト Ｍ１２ ×長３０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ４６．８ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１２×３０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025015 ステンレス六角ボルト Ｍ１２ ×長３５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ５１．２ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１２×３５ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025014 ステンレス六角ボルト Ｍ１２ ×長４０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ５５．７ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１２×４０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025016 ステンレス六角ボルト Ｍ１２ ×長４５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ６０．２ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１２×４５ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025018 ステンレス六角ボルト Ｍ１２ ×長５０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ６４．７ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１２×５０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025020 ステンレス六角ボルト Ｍ１２ ×長５５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ６９．２ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１２×５５ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025022 ステンレス六角ボルト Ｍ１２ ×長６０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ７３．６ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１２×６０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025024 ステンレス六角ボルト Ｍ１２ ×長６５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ７８．１ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１２×６５ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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ステンレス六角ボルト 0905025032 ステンレス六角ボルト Ｍ１６ ×長４５ｍｍ ＳＵＳ３０４ １１１．０ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１６×４５ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025034 ステンレス六角ボルト Ｍ１６ ×長５０ｍｍ ＳＵＳ３０４ １１９．０ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１６×５０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025036 ステンレス六角ボルト Ｍ１６ ×長５５ｍｍ ＳＵＳ３０４ １２７．０ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１６×５５ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025038 ステンレス六角ボルト Ｍ１６ ×長６０ｍｍ ＳＵＳ３０４ １３５．０ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１６×６０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025037 ステンレス六角ボルト Ｍ１６ ×長６５ｍｍ ＳＵＳ３０４ １４３．０ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１６×６５ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025039 ステンレス六角ボルト Ｍ１６ ×長７０ｍｍ ＳＵＳ３０４ １５２．０ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１６×７０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025040 ステンレス六角ボルト Ｍ１８ ×長６０ｍｍ ＳＵＳ３０４ １７３．０ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１８×６０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025042 ステンレス六角ボルト Ｍ１８ ×長７０ｍｍ ＳＵＳ３０４ １９４．０ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ１８×７０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025044 ステンレス六角ボルト Ｍ２０ ×長６０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ２３０．０ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ２０×６０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025046 ステンレス六角ボルト Ｍ２０ ×長６５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ２４０．０ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ２０×６５ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025048 ステンレス六角ボルト Ｍ２０ ×長７０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ２５６．０ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ２０×７０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025050 ステンレス六角ボルト Ｍ２０ ×長７５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ２６９．０ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ２０×７５ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025052 ステンレス六角ボルト Ｍ２２ ×長６０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ２８５．０ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ２２×６０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025054 ステンレス六角ボルト Ｍ２２ ×長６５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ２９５．０ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ２２×６５ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025056 ステンレス六角ボルト Ｍ２２ ×長７０ｍｍ ＳＵＳ３０４ ３１３．０ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ２２×７０ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレス六角ボルト 0905025058 ステンレス六角ボルト Ｍ２２ ×長７５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ３３４．５ｇ／本 六角ボルト　ステンレス Ｍ２２×７５ｍｍ 本 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレスナット・丸座金（ワッシャー） 0905100802 ステンレス六角ナット Ｍ１０ ＳＵＳ３０４ ステンレス六角ナット Ｍ１０ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 個 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレスナット・丸座金（ワッシャー） 0905100804 ステンレス六角ナット Ｍ１２ ＳＵＳ３０４ ステンレス六角ナット Ｍ１２ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 個 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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ステンレスナット・丸座金（ワッシャー） 0905100808 ステンレス六角ナット Ｍ１６ ＳＵＳ３０４ ステンレス六角ナット Ｍ１６ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 個 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレスナット・丸座金（ワッシャー） 0905100810 ステンレス六角ナット Ｍ１８ ＳＵＳ３０４ ステンレス六角ナット Ｍ１８ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 個 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレスナット・丸座金（ワッシャー） 0905100812 ステンレス六角ナット Ｍ２０ ＳＵＳ３０４ ステンレス六角ナット Ｍ２０ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 個 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレスナット・丸座金（ワッシャー） 0905100814 ステンレス六角ナット Ｍ２２ ＳＵＳ３０４ ステンレス六角ナット Ｍ２２ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 個 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレスナット・丸座金（ワッシャー） 0905110602 ステンレス丸座金 Ｍ１０ ＳＵＳ３０４ ステンレス丸座金（ワッシャー） Ｍ１０ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 枚 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレスナット・丸座金（ワッシャー） 0905110604 ステンレス丸座金 Ｍ１２ ＳＵＳ３０４ ステンレス丸座金（ワッシャー） Ｍ１２ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 枚 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレスナット・丸座金（ワッシャー） 0905110608 ステンレス丸座金 Ｍ１６ ＳＵＳ３０４ ステンレス丸座金（ワッシャー） Ｍ１６ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 枚 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレスナット・丸座金（ワッシャー） 0905110610 ステンレス丸座金 Ｍ１８ ＳＵＳ３０４ ステンレス丸座金（ワッシャー） Ｍ１８ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 枚 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレスナット・丸座金（ワッシャー） 0905110612 ステンレス丸座金 Ｍ２０ ＳＵＳ３０４ ステンレス丸座金（ワッシャー） Ｍ２０ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 枚 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ステンレスナット・丸座金（ワッシャー） 0905110614 ステンレス丸座金 Ｍ２２ ＳＵＳ３０４ ステンレス丸座金（ワッシャー） Ｍ２２ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 枚 70 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220218 ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー ＨＰ－１０ 外径１０．５ｍｍ×長１２０ｍｍ フィルムチューブカプセル 旭化成 ＡＲケミカルセッターＨＰアンカ ＨＰ－１０径１０．５×Ｌ１２０ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220220 ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー ＨＰ－１２ 外径１２ｍｍ×長１３０ｍｍ フィルムチューブカプセル 旭化成 ＡＲケミカルセッターＨＰアンカ ＨＰ－１２　径１２×Ｌ１３０ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220222 ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー ＨＰ－１６ 外径１５ｍｍ×長１５０ｍｍ フィルムチューブカプセル 旭化成 ＡＲケミカルセッターＨＰアンカ ＨＰ－１６　径１５×Ｌ１５０ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220224 ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー ＨＰ－２０ 外径１８．５ｍｍ×長２１０ｍｍ フィルムチューブカプセル 旭化成 ＡＲケミカルセッターＨＰアンカ ＨＰ－２０径１８．５×Ｌ２１０ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220226 ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー ＨＰ－２２ 外径２３ｍｍ×長２５０ｍｍ フィルムチューブカプセル 旭化成 ＡＲケミカルセッターＨＰアンカ ＨＰ－２２　径２３×Ｌ２５０ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220228 ＡＲケミカルセッターＨＰアンカー ＨＰ－２４ 外径２６ｍｍ×長３００ｍｍ フィルムチューブカプセル 旭化成 ＡＲケミカルセッターＨＰアンカ ＨＰ－２４　径２６×Ｌ３００ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220238 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ ＡＰ－８ 外径８ｍｍ×長７０ｍｍ ガラス管 旭化成 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－８　径８ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220240 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ ＡＰ－１０ 外径１０．５ｍｍ×長９０ｍｍ ガラス管 旭化成 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ１０径１０．５ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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樹脂カプセル―ブランド品― 0905220242 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ ＡＰ－１２ 外径１３ｍｍ×長９５ｍｍ ガラス管 旭化成 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－１２　径１３ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220232 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ ＡＰ－１６ 外径１７ｍｍ×長１２５ｍｍ ガラス管 旭化成 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－１６　径１７ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220244 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ ＡＰ－２０ 外径２０ｍｍ×長１９５ｍｍ ガラス管 旭化成 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－２０　径２０ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220246 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ ＡＰ－２２ 外径２４ｍｍ×長２４５ｍｍ ガラス管 旭化成 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－２２　径２４ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220248 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ ＡＰ－２４ 外径２８ｍｍ×長２８０ｍｍ ガラス管 旭化成 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－２４　径２８ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220234 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ ＡＰ－３０ 外径３５ｍｍ×長３３０ｍｍ ガラス管 旭化成 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－３０　径３５ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220236 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ　ＬＬ　ＡＰ ＡＰ－３６ 外径４０ｍｍ×長４００ｍｍ ガラス管 旭化成 ＡＲケミカルセッターＳＵＰＥＲ ＬＬ　ＡＰ　ＡＰ－３６　径４０ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220402 クイックカプセル Ｄ－１０ 外径１０ｍｍ×長１００ｍｍ モルタルカプセル デンカ クイックカプセル　Ｄ－１０ 径１０×Ｌ１００ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220404 クイックカプセル Ｄ－１２ 外径１２．５ｍｍ×長１００ｍｍ モルタルカプセル デンカ クイックカプセル　Ｄ－１２ 径１２．５×Ｌ１００ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220406 クイックカプセル Ｄ－１６ 外径１５．５ｍｍ×長１３０ｍｍ モルタルカプセル デンカ クイックカプセル　Ｄ－１６ 径１５．５×Ｌ１３０ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220408 クイックカプセル Ｄ－１９ 外径１９．５ｍｍ×長１８０ｍｍ モルタルカプセル デンカ クイックカプセル　Ｄ－１９ 径１９．５×Ｌ１８０ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220410 クイックカプセル Ｄ－２２ 外径２３．５ｍｍ×長２３５ｍｍ モルタルカプセル デンカ クイックカプセル　Ｄ－２２ 径２３．５×Ｌ２３５ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220412 クイックカプセル Ｄ－２５ 外径２７．５ｍｍ×長２５０ｍｍ モルタルカプセル デンカ クイックカプセル　Ｄ－２５ 径２７．５×Ｌ２５０ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220414 クイックカプセル Ｄ－３０ 外径３４ｍｍ×長３０５ｍｍ モルタルカプセル デンカ クイックカプセル　Ｄ－３０ 径３４×Ｌ３０５ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220602 ケミカルアンカー Ｒ－８Ｎ 外径８ｍｍ×長７０ｍｍ ガラス管 日本デコラックス ケミカルアンカー　Ｒ－８Ｎ 径８×Ｌ７０ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220604 ケミカルアンカー Ｒ－１０Ｎ 外径１０．５ｍｍ×長８０ｍｍ ガラス管 日本デコラックス ケミカルアンカー　Ｒ－１０Ｎ 径１０．５×Ｌ８０ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220606 ケミカルアンカー Ｒ－１２Ｎ 外径１３ｍｍ×長８３ｍｍ ガラス管 日本デコラックス ケミカルアンカー　Ｒ－１２Ｎ 径１３×Ｌ８３ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220608 ケミカルアンカー Ｒ－１６Ｎ 外径１５ｍｍ×長１１０ｍｍ ガラス管 日本デコラックス ケミカルアンカー　Ｒ－１６Ｎ 径１５×Ｌ１１０ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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樹脂カプセル―ブランド品― 0905220610 ケミカルアンカー Ｒ－１９Ｎ 外径１９ｍｍ×長１５３ｍｍ ガラス管 日本デコラックス ケミカルアンカー　Ｒ－１９Ｎ 径１９×Ｌ１５３ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220612 ケミカルアンカー Ｒ－２２Ｎ 外径２２ｍｍ×長１９８ｍｍ ガラス管 日本デコラックス ケミカルアンカー　Ｒ－２２Ｎ 径２２×Ｌ１９８ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220614 ケミカルアンカー Ｒ－２５Ｎ 外径２４．５ｍｍ×長２６５ｍｍ ガラス管 日本デコラックス ケミカルアンカー　Ｒ－２５Ｎ 径２４．５×Ｌ２６５ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220616 ケミカルアンカー Ｒ－３０Ｎ 外径３３ｍｍ×長２８８ｍｍ ガラス管 日本デコラックス ケミカルアンカー　Ｒ－３０Ｎ 径３３×Ｌ２８８ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220618 ケミカルアンカー Ｒ－３６Ｎ 外径３５ｍｍ×長３６４ｍｍ ガラス管 日本デコラックス ケミカルアンカー　Ｒ－３６Ｎ 径３５×Ｌ３６４ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220630 ケミカルアンカー ＰＧ－１０Ｎ 外径１０．５ｍｍ×長７８ｍｍ たたき込み式 日本デコラックス ケミカルアンカー　ＰＧ－１０Ｎ 径１０．５×Ｌ７８ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905220632 ケミカルアンカー ＰＧ－１３Ｎ 外径１３ｍｍ×長９８ｍｍ たたき込み式 日本デコラックス ケミカルアンカー　ＰＧ－１３Ｎ 径１３×Ｌ９８ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905221002 ボルトメイト ＴＧ－１０ＲＮ 外径１０．８ｍｍ×長９０ｍｍ ガラス管 前田工繊 ボルトメイト　ＴＧ－１０ＲＮ 径１０．８×Ｌ９０ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905221004 ボルトメイト ＴＧ－１２ＲＮ 外径１２．７ｍｍ×長１００ｍｍ ガラス管 前田工繊 ボルトメイト　ＴＧ－１２ＲＮ 径１２．７×Ｌ１００ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905221006 ボルトメイト ＴＧ－１６ＲＮ 外径１６．８ｍｍ×長１２０ｍｍ ガラス管 前田工繊 ボルトメイト　ＴＧ－１６ＲＮ 径１６．８×Ｌ１２０ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905221008 ボルトメイト ＴＧ－２０ＲＮ 外径２１．５ｍｍ×長１７５ｍｍ ガラス管 前田工繊 ボルトメイト　ＴＧ－２０ＲＮ 径２１．５×Ｌ１７５ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905221010 ボルトメイト ＴＧ－２２ＲＮ 外径２３．８ｍｍ×長２００ｍｍ ガラス管 前田工繊 ボルトメイト　ＴＧ－２２ＲＮ 径２３．８×Ｌ２００ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905221012 ボルトメイト ＴＧ－２４ＲＮ 外径２７ｍｍ×長２５５ｍｍ ガラス管 前田工繊 ボルトメイト　ＴＧ－２４ＲＮ 径２７×Ｌ２５５ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

樹脂カプセル―ブランド品― 0905221016 ボルトメイトＨＣ ＨＣ－１３Ｎ 外径１３ｍｍ×長１１０ｍｍ たたき込み式 前田工繊 ボルトメイトＨＣ　ＨＣ－１３Ｎ 径１３×Ｌ１１０ｍｍ 本 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905142005 Ｙインサート Ｍ１２　Ｄ１９×７５（異形鉄筋加工品） ジャパンライフ Ｙインサート Ｍ１２　Ｄ１９×７５　鉄筋加工 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905142010 Ｙインサート Ｍ１２　Ｄ１９×１００（異形鉄筋加工品） ジャパンライフ Ｙインサート Ｍ１２　Ｄ１９×１００鉄筋加工 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905142025 Ｓインサート Ｍ１２　Ｄ１９×５０（異形鉄筋加工品） ジャパンライフ Ｓインサート Ｍ１２　Ｄ１９×５０　鉄筋加工 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905143505 ＦＣＩインサート ＦＣＩ　Ｍ１０Ｎ×４３ ジャパンライフ ＦＣＩインサート Ｍ１０Ｎ×４３ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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インサート―ブランド品― 0905143510 ＦＣＩインサート ＦＣＩ　Ｍ１２Ｎ×６０ ジャパンライフ ＦＣＩインサート Ｍ１２Ｎ×６０ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905143515 ＦＣＩインサート ＦＣＩ　Ｍ１６Ｎ×６５・８５ ジャパンライフ ＦＣＩインサート Ｍ１６Ｎ×６５・８５ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905142001 ＦＣＩインサート ＦＣＩ　Ｍ２０Ｎ×１００ ジャパンライフ ＦＣＩインサート Ｍ２０Ｎ×１００ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905142002 ＦＣＩインサート ＦＣＩ　Ｍ２４Ｎ×１２０ ジャパンライフ ＦＣＩインサート Ｍ２４Ｎ×１２０ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905142003 ＦＣＩインサート ＦＣＩ（地覆高欄用）　Ｍ１２Ｎ×Ｃ８４ ジャパンライフ ＦＣＩインサート 地覆高欄用　Ｍ１２Ｎ×Ｃ８４ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905142004 ＦＣＩインサート ＦＣＩ（地覆高欄用）　Ｍ１６Ｎ×Ｃ１１１ ジャパンライフ ＦＣＩインサート 地覆高欄用　Ｍ１６Ｎ×Ｃ１１１ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905143517 プロテックＰコン ＳＩ－３５－Ｍ１２ ゼン技研 プロテックＰコン ＳＩ－３５－Ｍ１２ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905143519 プロテックＰコン ＳＩ－５０－Ｍ１２ ゼン技研 プロテックＰコン ＳＩ－５０－Ｍ１２ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905143040 ＩＫツリサート ＩＫ１６１５０　Ｍ１６×１５０ タケネ ＩＫツリサート ＩＫ１６１５０　Ｍ１６ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905143045 ＫＴＳインサート ＫＴＳ１６０７５　Ｍ１６×７５　ステンレス製 タケネ ＫＴＳインサート ＫＴＳ１６０７５　Ｍ１６ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905143030 ＫＴＳインサート ＫＴＳ１２０５０　Ｍ１２×５０ タケネ ＫＴＳインサート ＫＴＳ１２０５０　Ｍ１２×５０ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905230020 ＥＫＦ高ナット ＥＫＦ１６０５０　Ｄ２２×５０ タケネ ＥＫＦ高ナット ＥＫＦ１６０５０　Ｄ２２×５０ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905144505 ＦＲＰインサート Ｍ１２×５０ トリスミ ＦＲＰインサート Ｍ１２×５０ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905144510 ＦＲＰインサート Ｍ１６×７５　アポロ型 トリスミ ＦＲＰインサート Ｍ１６×７５　アポロ型 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905141502 軽天インサート Ｐ－３０２０　Ｗ３／８　合板型枠用 三門 軽天インサート Ｐ－３０２０　Ｗ３／８ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905141510 設備インサート Ｓ－３０４０　Ｗ３／８　合板型枠用 三門 設備インサート Ｓ－３０４０　Ｗ３／８ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905141512 デッキインサート ＤＰ－３０２０　Ｗ３／８　デッキプレート用 三門 デッキインサート ＤＰ－３０２０　Ｗ３／８ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905141520 断熱インサート ＣＳＤ３０２５　Ｗ３／８　断熱天井釘付き 三門 断熱インサート ＣＳＤ３０２５　Ｗ３／８　釘付 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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インサート―ブランド品― 0905141522 断熱インサート ＧＳＤ３０５０　Ｗ３／８　断熱天井釘無し 三門 断熱インサート ＧＳＤ３０５０　Ｗ３／８　釘無 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905145035 セラミックインサート Ｍ１０　ＣＥＭ１０－ＳＣＬ４０ 明電ケミカル セラミックインサート Ｍ１０　ＣＥＭ１０－ＳＣＬ４０ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905145040 セラミックインサート Ｍ１２　ＣＥＭ１２－ＳＣＬ６０ 明電ケミカル セラミックインサート Ｍ１２　ＣＥＭ１２－ＳＣＬ６０ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

インサート―ブランド品― 0905145045 セラミックインサート Ｍ１６　ＣＥＭ１６－ＳＣＬ７０ 明電ケミカル セラミックインサート Ｍ１６　ＣＥＭ１６－ＳＣＬ７０ 個 71 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905055002 ＪＬアンカーボルト（Ｙ型） Ｄ１３×長２５０ｍｍ ねじＭ１２×３０ｍｍ 電気亜鉛めっき ジャパンライフ ＪＬアンカーボルト　Ｙ型 Ｄ１３×２５０　電気亜鉛めっき 本 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905055004 ＪＬアンカーボルト（Ｙ型） Ｄ１３×長３００ｍｍ ねじＭ１２×３０ｍｍ 電気亜鉛めっき ジャパンライフ ＪＬアンカーボルト　Ｙ型 Ｄ１３×３００　電気亜鉛めっき 本 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905055006 ＪＬアンカーボルト（Ｙ型） Ｄ１６×長３５０ｍｍ ねじＭ１６×４０ｍｍ 電気亜鉛めっき ジャパンライフ ＪＬアンカーボルト　Ｙ型 Ｄ１６×３５０　電気亜鉛めっき 本 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905055008 ＪＬアンカーボルト（Ｙ型） Ｄ１９×長４００ｍｍ ねじＭ２０×６０ｍｍ 電気亜鉛めっき ジャパンライフ ＪＬアンカーボルト　Ｙ型 Ｄ１９×４００　電気亜鉛めっき 本 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905055010 ＪＬアンカーボルト（Ｙ型） Ｄ２２×長４５０ｍｍ ねじＭ２２×７０ｍｍ 電気亜鉛めっき ジャパンライフ ＪＬアンカーボルト　Ｙ型 Ｄ２２×４５０　電気亜鉛めっき 本 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905055012 ＪＬアンカーボルト（Ｙ型） Ｄ２５×長５５０ｍｍ ねじＭ２４×８０ｍｍ 電気亜鉛めっき ジャパンライフ ＪＬアンカーボルト　Ｙ型 Ｄ２５×５５０　電気亜鉛めっき 本 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905270010
ＳＴロック（三価クロメート表面処理） ＣＮＳＨ１０－９ φ１０　かしめ板厚７～９ｍｍ ロブテックスファスニング
システム

ＳＴロック ＣＮＳＨ１０－９　径１０ｍｍ 本 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905270020
ＳＴロック（三価クロメート表面処理） ＣＮＳＨ１０－１６ φ１０　かしめ板厚１４～１６ｍｍ ロブテックスファス
ニングシステム

ＳＴロック ＣＮＳＨ１０－１６　径１０ｍｍ 本 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905130090 Ｕ－ナット（溶融亜鉛めっき付き） Ｍ８ｍｍ（ＳＳ４００相当品） ４，０００個入 冨士精密 Ｕ－ナット　ＳＳ４００相当品 Ｍ８ｍｍ　めっき　４０００個 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905130100 Ｕ－ナット（溶融亜鉛めっき付き） Ｍ１０ｍｍ（ＳＳ４００相当品） ２，４００個入 冨士精密 Ｕ－ナット　ＳＳ４００相当品 Ｍ１０ｍｍ　めっき　２４００個 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905130110 Ｕ－ナット（溶融亜鉛めっき付き） Ｍ１２ｍｍ（（ＳＳ４００相当品） １，６００個入 冨士精密 Ｕ－ナット　ＳＳ４００相当品 Ｍ１２ｍｍ　めっき　１６００個 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905130120 Ｕ－ナット（溶融亜鉛めっき付き） Ｍ１６ｍｍ（ＳＳ４００相当品） ６００個入 冨士精密 Ｕ－ナット　ＳＳ４００相当品 Ｍ１６ｍｍ　めっき　６００個 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905130130 Ｕ－ナット（溶融亜鉛めっき付き） Ｍ２０ｍｍ（ＳＳ４００相当品） ４８０個入 冨士精密 Ｕ－ナット　ＳＳ４００相当品 Ｍ２０ｍｍ　めっき　４８０個 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905130132 Ｕ－ナット（溶融亜鉛めっき付き） Ｍ２２ｍｍ（ＳＳ４００相当品） ３２０個入 冨士精密 Ｕ－ナット　ＳＳ４００相当品 Ｍ２２ｍｍ　めっき　３２０個 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905130140 Ｕ－ナット（溶融亜鉛めっき付き） Ｍ２４ｍｍ（ＳＳ４００相当品） ２６０個入 冨士精密 Ｕ－ナット　ＳＳ４００相当品 Ｍ２４ｍｍ　めっき　２６０個 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905130142 Ｕ－ナット Ｍ８ｍｍ（ＳＵＳ３０４） ４，０００個入 冨士精密 Ｕ－ナット　ＳＵＳ３０４ Ｍ８ｍｍ　４０００個 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905130144 Ｕ－ナット Ｍ１０ｍｍ（ＳＵＳ３０４） ２，４００個入 冨士精密 Ｕ－ナット　ＳＵＳ３０４ Ｍ１０ｍｍ　２４００個 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905130146 Ｕ－ナット Ｍ１２ｍｍ（ＳＵＳ３０４） １，６００個入 冨士精密 Ｕ－ナット　ＳＵＳ３０４ Ｍ１２ｍｍ　１６００個 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905130148 Ｕ－ナット Ｍ１６ｍｍ（ＳＵＳ３０４） ６００個入 冨士精密 Ｕ－ナット　ＳＵＳ３０４ Ｍ１６ｍｍ　６００個 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905130150 Ｕ－ナット Ｍ２０ｍｍ（ＳＵＳ３０４） ４８０個入 冨士精密 Ｕ－ナット　ＳＵＳ３０４ Ｍ２０ｍｍ　４８０個 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905130152 Ｕ－ナット Ｍ２２ｍｍ（ＳＵＳ３０４） ３２０個入 冨士精密 Ｕ－ナット　ＳＵＳ３０４ Ｍ２２ｍｍ　３２０個 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905130154 Ｕ－ナット Ｍ２４ｍｍ（ＳＵＳ３０４） ２６０個入 冨士精密 Ｕ－ナット　ＳＵＳ３０４ Ｍ２４ｍｍ　２６０個 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905240010 タケコート１０００ Ｍ２０×長８０ｍｍ ナット１個付き 竹中製作所 六角ボルト　タケコート１０００ Ｍ２０×８０ｍｍ 組 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905240070 防錆六角ボルト（４．６） Ｍ２０×長１００ｍｍ ナット１個付き 竹中製作所 六角ボルト　タケコート１０００ Ｍ２０×１００ｍｍ 組 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905240020 防錆六角ボルト（４．６） Ｍ２２×長９０ｍｍ ナット１個付き 竹中製作所 六角ボルト　タケコート１０００ Ｍ２２×９０ｍｍ 組 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905240080 防錆六角ボルト（４．６） Ｍ２２×長１１０ｍｍ ナット１個付き 竹中製作所 六角ボルト　タケコート１０００ Ｍ２２×１１０ｍｍ 組 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905240030 防錆六角ボルト（４．６） Ｍ２４×長１００ｍｍ ナット１個付き 竹中製作所 六角ボルト　タケコート１０００ Ｍ２４×１００ｍｍ 組 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905240090 防錆六角ボルト（４．６） Ｍ２４×長１２０ｍｍ ナット１個付き 竹中製作所 六角ボルト　タケコート１０００ Ｍ２４×１２０ｍｍ 組 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905240040 防錆六角ボルト（８．８／８／２２Ｈ） Ｍ２７×長１００ｍｍ ナット１個・座金２枚付き 竹中製作所 六角ボルト　タケコート１０００ Ｍ２７×１００ｍｍ 組 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905240050 防錆六角ボルト（８．８／８／２２Ｈ） Ｍ３０×長１１０ｍｍ ナット１個・座金２枚付き 竹中製作所 六角ボルト　タケコート１０００ Ｍ３０×１１０ｍｍ 組 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

特殊ボルト・特殊ナット―ブランド品― 0905240060 防錆六角ボルト（８．８／８／２２Ｈ） Ｍ３０×長１３０ｍｍ ナット１個・座金２枚付き 竹中製作所 六角ボルト　タケコート１０００ Ｍ３０×１３０ｍｍ 組 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050005 ＡＧＦ－Ｐ工法 親子ビット φ１５０ カテックス ＡＧＦ－Ｐ工法 親子ビット　径１５０ 個 72 ○ ○ 1211 支保工
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注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050010 ＡＧＦ－Ｐ工法 ＡＧＦ先頭管 Ｌ＝３，７７０ｍｍ（有効長） カテックス ＡＧＦ－Ｐ工法 ＡＧＦ先頭管　Ｌ＝３７７０ｍｍ 本 72 ○ ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050015 ＡＧＦ－Ｐ工法 ＡＧＦ中間管 Ｌ＝３，０５０ｍｍ（有効長） カテックス ＡＧＦ－Ｐ工法 ＡＧＦ中間管　Ｌ＝３０５０ｍｍ 本 72 ○ ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050020 ＡＧＦ－Ｐ工法 ＡＧＦ端末管 Ｌ＝３，０５０ｍｍ（有効長） カテックス ＡＧＦ－Ｐ工法 ＡＧＦ端末管　Ｌ＝３０５０ｍｍ 本 72 ○ ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050025 ＡＧＦ－Ｐ工法 スーパーメックスビット カテックス ＡＧＦ－Ｐ工法 スーパーメックスビット 個 72 ○ ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050030 ＡＧＦ－Ｐ工法 スタビライザー カテックス ＡＧＦ－Ｐ工法 スタビライザー 個 72 ○ ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050035 ＡＧＦ－Ｐ工法 異径スリーブ カテックス ＡＧＦ－Ｐ工法 異径スリーブ 個 72 ○ ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050040 ＡＧＦ－Ｐ工法 ロッド Ｌ＝３，０５０ｍｍ カテックス ＡＧＦ－Ｐ工法 ロッド　Ｌ＝３０５０ｍｍ 本 72 ○ ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050045 ＡＧＦ－Ｐ工法 ロッド Ｌ＝３，６６０ｍｍ カテックス ＡＧＦ－Ｐ工法 ロッド　Ｌ＝３６６０ｍｍ 本 72 ○ ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050050 ＡＧＦ－Ｐ工法 Ｔ３８スリーブ カテックス ＡＧＦ－Ｐ工法 Ｔ３８スリーブ 個 72 ○ ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050055 ＡＧＦ－Ｐ工法 保護キャップ カテックス ＡＧＦ－Ｐ工法 保護キャップ 個 72 ○ ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050060 ＡＧＦ－Ｐ工法 セントラライザー カテックス ＡＧＦ－Ｐ工法 セントラライザー 組 72 ○ ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050065 ＡＧＦ－Ｐ工法 サブセントラライザー カテックス ＡＧＦ－Ｐ工法 サブセントラライザー 組 72 ○ ○ 1211 支保工

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905167002 ＳＰアンカー（自穿孔）２９型 Ｒ２９×１，０００ｍｍ エスティーエンジニアリング ＳＰアンカー（自穿孔）２９型 Ｒ２９×１０００ 本 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905197002 ＳＰアンカー鉄ビット φ４５　ＳＣＭ４４０Ｈ エスティーエンジニアリング ロックボルト付属品ＳＰアンカー 鉄ビット　径４５ｍｍ　エスティ 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905197004 ＳＰアンカーチップ付きビット φ４５　ＷＣチップ エスティーエンジニアリング ロックボルト付属品ＳＰアンカー チップ付ビット径４５　エスティ 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905197006 ＳＰアンカーカップラー Ｒ２９×１１４Ｌ　ＳＣＭ４４０Ｈ エスティーエンジニアリング ロックボルト付属品ＳＰアンカー カップラー　Ｒ２９　エスティ 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905197008 ＳＰアンカーナット Ｒ２９　Ｓ４５Ｃ エスティーエンジニアリング ロックボルト付属品ＳＰアンカー ナット　Ｒ２９　エスティ 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905160550 ＯＳＤＰロックボルト φ２８．５ 岡部 ＯＳＤＰロックボルト 径２８．５　岡部 ｍ 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905190515 ＯＳＤＰ鉄ビット φ５０ 岡部 ロックボルト付属品 ＯＳＤＰ鉄ビット　岡部 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905190517 ＯＳＤＰチップ付ビット φ５０ 岡部 ロックボルト付属品 ＯＳＤＰチップ付ビット　岡部 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905190518 ＯＳＤＰカップラー φ３８×１１４ｍｍ 岡部 ロックボルト付属品 ＯＳＤＰカップラー　岡部 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905190520 ＯＳＤＰナット φ２８．５用 岡部 ロックボルト付属品 ＯＳＤＰナット　岡部 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905160570 ＯＳＤＰロックボルト φ２８．５（めっき付き） 岡部 ＯＳＤＰロックボルト 径２８．５　めっき　岡部 ｍ 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905190519 ＯＳＤＰカップラー φ３８×１１４ｍｍ（めっき付き） 岡部 ロックボルト付属品 ＯＳＤＰカップラーめっき　岡部 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905190521 ＯＳＤＰナット φ２８．５用（めっき付き） 岡部 ロックボルト付属品 ＯＳＤＰナット　めっき　岡部 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905190550 キャップ付ナット ＯＳＤＰ用 岡部 ロックボルト付属品 キャップ付ナットＯＳＤＰ用岡部 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905161030 ＩＢＯ自穿孔アンカー Ｒ３２×２，０００ｍｍ ケー・エフ・シー ＩＢＯ自穿孔アンカー Ｒ３２×Ｌ２０００ 本 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905161031 ＩＢＯ自穿孔アンカー Ｒ３２×３，０００ｍｍ ケー・エフ・シー ＩＢＯ自穿孔アンカー Ｒ３２×Ｌ３０００ 本 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905161032 ＩＢＯ自穿孔アンカー Ｒ３２×４，０００ｍｍ ケー・エフ・シー ＩＢＯ自穿孔アンカー Ｒ３２×Ｌ４０００ 本 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905191022 ＩＢＯ鉄ビット φ４５ｍｍ ケー・エフ・シー ロックボルト付属品 ＩＢＯ鉄ビット　ケーエフシー 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905191024 ＩＢＯチップビット φ４５ｍｍ ケー・エフ・シー ロックボルト付属品 ＩＢＯチップビット　ケーエフシ 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905191026 ＩＢＯスリーブ Ｒ３２×１５０ｍｍ ケー・エフ・シー ロックボルト付属品 ＩＢＯスリーブ　ケーエフシー 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905191028 ＩＢＯナット Ｒ３２ ケー・エフ・シー ロックボルト付属品 ＩＢＯナット　ケーエフシー 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905164502 タフボルト（自穿孔） ＴＦ２２　Ｒ３２－φ３１．５（φ２０） ＴＦＴ タフボルト（自穿孔） ＴＦ２２　Ｒ３２－径３１．５ ｍ 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905164501 タフボルト（自穿孔） ＴＦ２６　Ｒ３２－φ３１．５（φ２０） ＴＦＴ タフボルト（自穿孔） ＴＦ２６　Ｒ３２－径３１．５ ｍ 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905164507 タフボルト（自穿孔） ＴＦ２６　Ｒ３２－φ３１．５（φ２０めっき付き） ＴＦＴ タフボルト（自穿孔）　めっき ＴＦ２６　Ｒ３２－径３１．５ ｍ 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905194014 カップリング Ｒ３２×１１０　ＴＦ２２・２６用 ＴＦＴ ロックボルト付属品 カップリング　ＴＦＴ 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905194016 ナット Ｒ３２　Ｂ＝４６　ＴＦ２２・２６用 ＴＦＴ ロックボルト付属品 ナット　ＴＦＴ 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905194006 超硬クロスビット Ｒ３２－φ５０・５５ｍｍ ＴＦＴ ロックボルト付属品 超硬クロスビットＲ３２－径５０ 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905194018 超硬クロスビット Ｒ３２－φ６５ｍｍ ＴＦＴ ロックボルト付属品 超硬クロスビットＲ３２－径６５ 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905194008 鉄クロスビット Ｒ３２－φ５０・５５ｍｍ ＴＦＴ ロックボルト付属品 鉄クロスビット　Ｒ３２－径５０ 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905194020 鉄クロスビット Ｒ３２－φ６５ｍｍ ＴＦＴ ロックボルト付属品 鉄クロスビット　Ｒ３２－径６５ 個 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905194010 ヘッドキャップセット （ネジ付きリング，オス球面ワッシャーを含む） ＴＦＴ ロックボルト付属品 ヘッドキャップセット　ＴＦＴ 組 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905194012 プラグセット Ｒ３２薬液注入用（ミキサー込み） ＴＦＴ ロックボルト付属品 プラグセット　Ｒ３２　ＴＦＴ 組 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905162517 ＵＮＤ３２（自穿孔ボルト） φ３１×２，０００ｍｍ 北越メタル ＵＮＤ３２（自穿孔ボルト） 径３１×Ｌ２０００ｍｍ　北越 本 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905162518 ＵＮＤ３２（自穿孔ボルト） φ３１×３，０００ｍｍ 北越メタル ＵＮＤ３２（自穿孔ボルト） 径３１×Ｌ３０００ｍｍ　北越 本 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品― 0905162519 ＵＮＤ３２（自穿孔ボルト） φ３１×４，０００ｍｍ 北越メタル ＵＮＤ３２（自穿孔ボルト） 径３１×Ｌ４０００ｍｍ　北越 本 72 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169112 異形棒鋼ロックボルト 耐力９８．１ｋＮ以上（１０ｔ以上） Ｄ２２×２，０００ｍｍ　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２２×２０００ｍｍ 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169114 異形棒鋼ロックボルト 耐力９８．１ｋＮ以上（１０ｔ以上） Ｄ２２×２，５００ｍｍ　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２２×２５００ｍｍ 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169116 異形棒鋼ロックボルト 耐力９８．１ｋＮ以上（１０ｔ以上） Ｄ２２×３，０００ｍｍ　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２２×３０００ｍｍ 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169122 異形棒鋼ロックボルト 耐力１１７．７ｋＮ以上（１２ｔ以上） Ｄ２５×２，０００ｍｍ　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５×２０００ｍｍ 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169124 異形棒鋼ロックボルト 耐力１１７．７ｋＮ以上（１２ｔ以上） Ｄ２５×２，５００ｍｍ　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５×２５００ｍｍ 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169126 異形棒鋼ロックボルト 耐力１１７．７ｋＮ以上（１２ｔ以上） Ｄ２５×３，０００ｍｍ　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５×３０００ｍｍ 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169128 異形棒鋼ロックボルト 耐力１１７．７ｋＮ以上（１２ｔ以上） Ｄ２５×４，０００ｍｍ　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５×４０００ｍｍ 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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ロックボルト（トンネル用） 0905169406 ねじり棒鋼ロックボルト 耐力１７６．５ｋＮ以上（１８ｔ以上） ＴＤ２４×３，０００ｍｍ ねじり棒鋼ロックボルト ＴＤ２４×３０００ｍｍ 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169408 ねじり棒鋼ロックボルト 耐力１７６．５ｋＮ以上（１８ｔ以上） ＴＤ２４×４，０００ｍｍ ねじり棒鋼ロックボルト ＴＤ２４×４０００ｍｍ 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169410 ねじり棒鋼ロックボルト 耐力１７６．５ｋＮ以上（１８ｔ以上） ＴＤ２４×５，０００ｍｍ ねじり棒鋼ロックボルト ＴＤ２４×５０００ｍｍ 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169412 ねじり棒鋼ロックボルト 耐力１７６．５ｋＮ以上（１８ｔ以上） ＴＤ２４×６，０００ｍｍ ねじり棒鋼ロックボルト ＴＤ２４×６０００ｍｍ 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169702 角ワッシャー １５０×１５０×６ｍｍ　ＳＳ４００ ロックボルト　角ワッシャー １５０×６ｍｍ　ＳＳ４００ 枚 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169704 角ワッシャー １５０×１５０×９ｍｍ　ＳＳ４００ ロックボルト　角ワッシャー １５０×９ｍｍ　ＳＳ４００ 枚 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169706 ナット Ｍ２２ ロックボルト　ナット Ｍ２２ 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169708 ナット Ｍ２４ ロックボルト　ナット Ｍ２４ 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用）―ブランド品― 0905161048 ウレタン注入ボルト ＰＵボルト　３．０ｍ カテックス ウレタン注入ボルト ＰＵボルト　３ｍ 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用）―ブランド品― 0905161052 スエレックスボルト ミド３ｍ（１２ｔ耐力用） ケー・エフ・シー スエレックスボルト ミド３ｍ 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用）―ブランド品― 0905161054 スエレックスボルト スーパー３ｍ（１８ｔ耐力用） ケー・エフ・シー スエレックスボルト スーパー３ｍ 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用）―ブランド品― 0905161056 スエレックスボルト スーパー４ｍ（１８ｔ耐力用） ケー・エフ・シー スエレックスボルト スーパー４ｍ 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用）―ブランド品― 0905161058 スエレックスボルト スーパー６ｍ（１８ｔ耐力用） ケー・エフ・シー スエレックスボルト スーパー６ｍ 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用）―ブランド品― 0905161060 ＦＲＰグラスファイバーボルト ＣＧＲ３２×４，０００ｍｍ　（中空） ケー・エフ・シー ＦＲＰグラスファイバーボルト ＣＧＲ３２×４０００ｍｍ　中空 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用）―ブランド品― 0905161062 ＦＲＰグラスファイバーボルト ＣＧＲ３２×６，０００ｍｍ　（中空） ケー・エフ・シー ＦＲＰグラスファイバーボルト ＣＧＲ３２×６０００ｍｍ　中空 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用）―ブランド品― 0905161064 ＦＲＰグラスファイバーボルト ＣＧ２２Ｓ×４，０００ｍｍ　（中実） ケー・エフ・シー ＦＲＰグラスファイバーボルト ＣＧ２２Ｓ×４０００ｍｍ　中実 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用）―ブランド品― 0905191032 ＣＧ２２Ｓ用ナット テンションスリーブ付き ケー・エフ・シー ロックボルト付属品 ＣＧ２２Ｓナット　ケーエフシー 組 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用）―ブランド品― 0905167512 ＲＰＥロックボルトＳ２ （鋼管膨張型ロックボルト） 高耐食性合金めっき　３ｍ（１２Ｔ耐力用） 日鉄めっき鋼管 ＲＰＥロックボルトＳ２ ３ｍ（１２Ｔ耐力用） 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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ロックボルト（トンネル用）―ブランド品― 0905167514 ＲＰＥロックボルトＳ２ （鋼管膨張型ロックボルト） 高耐食性合金めっき　３ｍ（１８Ｔ耐力用） 日鉄めっき鋼管 ＲＰＥロックボルトＳ２ ３ｍ（１８Ｔ耐力用） 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用）―ブランド品― 0905167516 ＲＰＥロックボルトＳ２ （鋼管膨張型ロックボルト） 高耐食性合金めっき　４ｍ（１８Ｔ耐力用） 日鉄めっき鋼管 ＲＰＥロックボルトＳ２ ４ｍ（１８Ｔ耐力用） 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用）―ブランド品― 0905167518 ＲＰＥロックボルトＳ２ （鋼管膨張型ロックボルト） 高耐食性合金めっき　６ｍ（１８Ｔ耐力用） 日鉄めっき鋼管 ＲＰＥロックボルトＳ２ ６ｍ（１８Ｔ耐力用） 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用）―ブランド品― 0905192506 ファスナー ＲＦ２５（板バネ製） 北越メタル ロックボルト付属品　ファスナー ＲＦ２５　板バネ製　北越メタル 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用）―ブランド品― 0905192509 カプラー Ｍ２４×９０ 北越メタル ロックボルト付属品　カプラー Ｍ２４×９０　北越メタル 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169130 異形棒鋼ロックボルト Ｄ１９　ＳＤ３４５（めっき付き） 異形棒鋼ロックボルト Ｄ１９　ＳＤ３４５　めっき ｍ 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169132 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２２　ＳＤ３４５（めっき付き） 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２２　ＳＤ３４５　めっき ｍ 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169134 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５　ＳＤ３４５（めっき付き） 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５　ＳＤ３４５　めっき ｍ 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169714 角座金 １５０×１５０×９ｍｍ　φ４５（めっき付き） ロックボルト　角座金 １５０×９　径４５　めっき 枚 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169716 ネジ付き球面ワッシャー Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用（めっき付き） ロックボルトネジ付球面ワッシャ Ｄ１９・Ｄ２２・Ｄ２５　めっき 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169717 球面ワッシャー Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用（めっき付き） ロックボルト　球面ワッシャー Ｄ１９・Ｄ２２・Ｄ２５　めっき 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169718 カップラー Ｄ１９用（めっき付き） ロックボルト　カップラー Ｄ１９用　めっき 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169720 カップラー Ｄ２２用（めっき付き） ロックボルト　カップラー Ｄ２２用　めっき 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169722 カップラー Ｄ２５用（めっき付き） ロックボルト　カップラー Ｄ２５用　めっき 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169724 スペーサー Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用（電気めっき） ロックボルト　スペーサー Ｄ１９Ｄ２２Ｄ２５　電気めっき 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169726 ナット Ｄ１９用（めっき付き） ロックボルト　ナット Ｄ１９用　めっき 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169728 ナット Ｄ２２用（めっき付き） ロックボルト　ナット Ｄ２２用　めっき 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169730 ナット Ｄ２５用（めっき付き） ロックボルト　ナット Ｄ２５用　めっき 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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ロックボルト（法面用） 0905169732 頭部キャップ 防錆材含む ロックボルト　頭部キャップ 防錆材含む 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169734 シース Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用 ロックボルト　シース Ｄ１９用・Ｄ２２用・Ｄ２５用 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169752 先端キャップ Ｄ１９用 ロックボルト　先端キャップ Ｄ１９用 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169754 先端キャップ Ｄ２２用 ロックボルト　先端キャップ Ｄ２２用 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169756 先端キャップ Ｄ２５用 ロックボルト　先端キャップ Ｄ２５用 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905197026 円形プレート Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用（めっき付き） エスティーエンジニアリング ロックボルト付属品円形プレート Ｄ１９・Ｄ２２・Ｄ２５エスティ 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905197028 背面二次注入材 エアゾール型（２０カ所／缶） エスティーエンジニアリング ロックボルト付属品 背面二次注入材　エアゾール型 缶 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905160584 ＡＳ３４５－Ｐボルト Ｄ１９　Ｌ＝１，０００ｍｍ 岡部 ＡＳ３４５－Ｐボルト Ｄ１９　Ｌ１０００ｍｍ　岡部 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905160586 ＡＳ３４５－Ｐボルト Ｄ２２　Ｌ＝１，０００ｍｍ 岡部 ＡＳ３４５－Ｐボルト Ｄ２２　Ｌ１０００ｍｍ　岡部 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905160588 ＡＳ３４５－Ｐボルト Ｄ２５　Ｌ＝１，０００ｍｍ 岡部 ＡＳ３４５－Ｐボルト Ｄ２５　Ｌ１０００ｍｍ　岡部 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905190552 溝付角座金－Ｚ １５０×１５０×９ｍｍ（めっき付き） 岡部 ロックボルト付属品 溝付角座金－Ｚ　１５０×９岡部 枚 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905190554 テーパーワッシャー 岡部 ロックボルト付属品 テーパーワッシャー　岡部 枚 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905190556 キャップ付ナット Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用（めっき付き） 岡部 ロックボルト付属品 キャップ付ナット　めっき　岡部 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905190558 キャップ付ナット Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用（めっき＋ＰＶＢ塗装） 岡部 ロックボルト付属品 キャップ付ナットめっき＋ＰＶＢ 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905190560 ベルパッキン 岡部 ロックボルト付属品 ベルパッキン　岡部 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905160590 ＨＤボルト－１ Ｄ１９　Ｌ＝１，０００ｍｍ　ＳＤ３４５（めっき＋飽和ポリエステル付き） 弘和産業 ロックボルト　ＨＤボルト－１ Ｄ１９　Ｌ１０００ｍｍ弘和産業 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905160592 キャップナット Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用 弘和産業 ロックボルト　キャップナット Ｄ１９・２２・２５　弘和産業 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905160594 パッチンスペーサー Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用 弘和産業 ロックボルトパッチンスペーサー Ｄ１９・２２・２５　弘和産業 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905195530 ロックボルトパッカー ＲＢＰ－１００　φ６５用 サンスイ・ナビコ ロックボルト付属品ＲＢＰ１００ ロックボルトパッカー径６５ｍｍ ｍ 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905195532 ロックボルトパッカー ＲＢＰ－１４０　φ９０用 サンスイ・ナビコ ロックボルト付属品ＲＢＰ１４０ ロックボルトパッカー径９０ｍｍ ｍ 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905195534 ロックボルトパッカー付属品 Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用 サンスイ・ナビコ ロックボルト付属品 ロックボルトパッカー付属品 組 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905195536 ＲＢスペーサー Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用 サンスイ・ナビコ ロックボルト付属品 ＲＢスペーサー　サンスイ 個 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト用定着材―ブランド品― 0905170514 ＮＯＳＨモルタル Ｎタイプ　２０ｋｇ 岡部 ＮＯＳＨモルタル Ｎタイプ　２０ｋｇ 袋 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト用定着材―ブランド品― 0905171022 Ｃ－タイト（メッシュ付きセメントカプセル） φ３２×６００ｍｍ　標準 ケー・エフ・シー Ｃ－タイト　メッシュ付 径３２×６００ｍｍ　標準 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト用定着材―ブランド品― 0905171024 Ｃ－タイト（メッシュ付きセメントカプセル） φ３６×６００ｍｍ　標準 ケー・エフ・シー Ｃ－タイト　メッシュ付 径３６×６００ｍｍ　標準 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト用定着材―ブランド品― 0905171026 Ｃ－タイト（メッシュ付きセメントカプセル） φ３２×６００ｍｍ　早強 ケー・エフ・シー Ｃ－タイト　メッシュ付 径３２×６００ｍｍ　早強 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト用定着材―ブランド品― 0905171028 Ｃ－タイト（メッシュ付きセメントカプセル） φ３６×６００ｍｍ　早強 ケー・エフ・シー Ｃ－タイト　メッシュ付 径３６×６００ｍｍ　早強 本 73 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250005 頭付スタッド φ１６ ×長７０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１６×Ｌ７０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250010 頭付スタッド φ１６ ×長８０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１６×Ｌ８０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250020 頭付スタッド φ１６ ×長９０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１６×Ｌ９０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250030 頭付スタッド φ１６ ×長１００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１６×Ｌ１００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250040 頭付スタッド φ１６ ×長１１０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１６×Ｌ１１０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250050 頭付スタッド φ１６ ×長１２０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１６×Ｌ１２０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250060 頭付スタッド φ１６ ×長１３０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１６×Ｌ１３０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250065 頭付スタッド φ１６ ×長１４０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１６×Ｌ１４０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250070 頭付スタッド φ１６ ×長１５０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１６×Ｌ１５０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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スタッド 0905250072 頭付スタッド φ１６ ×長２００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１６×Ｌ２００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250075 頭付スタッド φ１９ ×長７０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１９×Ｌ７０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250080 頭付スタッド φ１９ ×長８０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１９×Ｌ８０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250090 頭付スタッド φ１９ ×長９０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１９×Ｌ９０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250100 頭付スタッド φ１９ ×長１００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１９×Ｌ１００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250110 頭付スタッド φ１９ ×長１１０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１９×Ｌ１１０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250120 頭付スタッド φ１９ ×長１２０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１９×Ｌ１２０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250130 頭付スタッド φ１９ ×長１３０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１９×Ｌ１３０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250135 頭付スタッド φ１９ ×長１４０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１９×Ｌ１４０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250140 頭付スタッド φ１９ ×長１５０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１９×Ｌ１５０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250145 頭付スタッド φ１９ ×長２００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１９×Ｌ２００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250148 頭付スタッド φ２２ ×長７０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径２２×Ｌ７０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250150 頭付スタッド φ２２ ×長８０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径２２×Ｌ８０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250160 頭付スタッド φ２２ ×長９０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径２２×Ｌ９０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250170 頭付スタッド φ２２ ×長１００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径２２×Ｌ１００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250180 頭付スタッド φ２２ ×長１１０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径２２×Ｌ１１０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250190 頭付スタッド φ２２ ×長１２０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径２２×Ｌ１２０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250200 頭付スタッド φ２２ ×長１３０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径２２×Ｌ１３０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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スタッド 0905250205 頭付スタッド φ２２ ×長１４０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径２２×Ｌ１４０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250210 頭付スタッド φ２２ ×長１５０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径２２×Ｌ１５０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250260 頭付スタッド φ２２ ×長２００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径２２×Ｌ２００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250262 頭付スタッド φ２２ ×長２５０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径２２×Ｌ２５０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251010 異形スタッド Ｄ１３ ×長２００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ１３×Ｌ２００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251020 異形スタッド Ｄ１３ ×長３００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ１３×Ｌ３００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251030 異形スタッド Ｄ１３ ×長４００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ１３×Ｌ４００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251040 異形スタッド Ｄ１６ ×長２００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ１６×Ｌ２００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251050 異形スタッド Ｄ１６ ×長３００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ１６×Ｌ３００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251060 異形スタッド Ｄ１６ ×長４００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ１６×Ｌ４００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251070 異形スタッド Ｄ１６ ×長５００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ１６×Ｌ５００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251080 異形スタッド Ｄ１９ ×長３００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ１９×Ｌ３００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251090 異形スタッド Ｄ１９ ×長４００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ１９×Ｌ４００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251100 異形スタッド Ｄ１９ ×長５００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ１９×Ｌ５００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251110 異形スタッド Ｄ２２ ×長２００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ２２×Ｌ２００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251120 異形スタッド Ｄ２２ ×長３００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ２２×Ｌ３００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251130 異形スタッド Ｄ２２ ×長３５０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ２２×Ｌ３５０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251140 異形スタッド Ｄ２２ ×長４００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ２２×Ｌ４００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット
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スタッド 0905251150 異形スタッド Ｄ２２ ×長５００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ２２×Ｌ５００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251160 異形スタッド Ｄ２２ ×長５５０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ２２×Ｌ５５０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251170 異形スタッド Ｄ２５ ×長２００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ２５×Ｌ２００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251180 異形スタッド Ｄ２５ ×長３００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ２５×Ｌ３００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251190 異形スタッド Ｄ２５ ×長４００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ２５×Ｌ４００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251200 異形スタッド Ｄ２５ ×長５００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ２５×Ｌ５００ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251210 異形スタッド Ｄ２５ ×長５５０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ２５×Ｌ５５０ｍｍ 本 74 ○ ○ 0905 ボルト・ナット

溶接金網 0503012610 丸鉄線溶接金網 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ×５０ｍｍ １．６７ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　丸鉄線 ２．６×５０×５０ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

溶接金網 0503012620 丸鉄線溶接金網 線径２．６ｍｍ×網目７５ｍｍ×７５ｍｍ １．１３ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　丸鉄線 ２．６×７５×７５ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

溶接金網 0503012630 丸鉄線溶接金網 線径２．６ｍｍ×網目１００ｍｍ×１００ｍｍ ０．８３ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　丸鉄線 ２．６×１００×１００ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

溶接金網 0503013210 丸鉄線溶接金網 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ×５０ｍｍ ２．５３ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　丸鉄線 ３．２×５０×５０ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

溶接金網 0503013220 丸鉄線溶接金網 線径３．２ｍｍ×網目７５ｍｍ×７５ｍｍ １．７０ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　丸鉄線 ３．２×７５×７５ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

溶接金網 0503013230 丸鉄線溶接金網 線径３．２ｍｍ×網目１００ｍｍ×１００ｍｍ １．２６ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　丸鉄線 ３．２×１００×１００ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

溶接金網 0503013240 丸鉄線溶接金網 線径３．２ｍｍ×網目１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ０．８８ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　丸鉄線 ３．２×１５０×１５０ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

溶接金網 0503014010 丸鉄線溶接金網 線径４．０ｍｍ×網目１００ｍｍ×１００ｍｍ １．９８ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　丸鉄線 ４×１００×１００ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

溶接金網 0503014020 丸鉄線溶接金網 線径４．０ｍｍ×網目１５０ｍｍ×１５０ｍｍ １．３８ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　丸鉄線 ４×１５０×１５０ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

溶接金網 0503015010 丸鉄線溶接金網 線径５．０ｍｍ×網目１００ｍｍ×１００ｍｍ ３．０８ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　丸鉄線 ５×１００×１００ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

溶接金網 0503015020 丸鉄線溶接金網 線径５．０ｍｍ×網目１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ２．１６ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　丸鉄線 ５×１５０×１５０ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網
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溶接金網 0503016010 丸鉄線溶接金網 線径６．０ｍｍ×網目１００ｍｍ×１００ｍｍ ４．４４ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　丸鉄線 ６×１００×１００ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

溶接金網 0503016020 丸鉄線溶接金網 線径６．０ｍｍ×網目１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ３．１１ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　丸鉄線 ６×１５０×１５０ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

溶接金網 0503016030 丸鉄線溶接金網 線径６．０ｍｍ×網目２００ｍｍ×２００ｍｍ ２．２２ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　丸鉄線 ６×２００×２００ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

溶接金網 0503016040 異形鉄線溶接金網 ＣＤ６　網目１００ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　異形鉄線 ＣＤ６×１００×１００ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

溶接金網 0503016050 異形鉄線溶接金網 ＣＤ６　網目１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　異形鉄線 ＣＤ６×１５０×１５０ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

溶接金網 0503010810 異形鉄線溶接金網 ＣＤ８　網目１００ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　異形鉄線 ＣＤ８×１００×１００ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

溶接金網 0503010820 異形鉄線溶接金網 ＣＤ８　網目１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５１ 溶接金網　異形鉄線 ＣＤ８×１５０×１５０ｍｍ ｍ２ 74 ○ ○ 0503 補強金網

鉄筋金網 0503021010 鉄筋金網 Ｄ１０×網目１００ｍｍ×１００ｍｍ　ＳＤ２９５ １１．２ｋｇ／ｍ２ 鉄筋金網 Ｄ１０×１００×１００ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0503 補強金網

鉄筋金網 0503021020 鉄筋金網 Ｄ１０×網目１５０ｍｍ×１５０ｍｍ　ＳＤ２９５ ７．８４ｋｇ／ｍ２ 鉄筋金網 Ｄ１０×１５０×１５０ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0503 補強金網

鉄筋金網 0503021030 鉄筋金網 Ｄ１０×網目２００ｍｍ×２００ｍｍ　ＳＤ２９５ ５．６ｋｇ／ｍ２ 鉄筋金網 Ｄ１０×２００×２００ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0503 補強金網

鉄筋金網 0503021040 鉄筋金網 Ｄ１０×網目２５０ｍｍ×２５０ｍｍ　ＳＤ２９５ ４．５ｋｇ／ｍ２ 鉄筋金網 Ｄ１０×２５０×２５０ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0503 補強金網

鉄筋金網 0503021310 鉄筋金網 Ｄ１３×網目１００ｍｍ×１００ｍｍ　ＳＤ２９５ １９．９ｋｇ／ｍ２ 鉄筋金網 Ｄ１３×１００×１００ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0503 補強金網

鉄筋金網 0503021320 鉄筋金網 Ｄ１３×網目１５０ｍｍ×１５０ｍｍ　ＳＤ２９５ １４．０ｋｇ／ｍ２ 鉄筋金網 Ｄ１３×１５０×１５０ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0503 補強金網

鉄筋金網 0503021330 鉄筋金網 Ｄ１３×網目２００ｍｍ×２００ｍｍ　ＳＤ２９５ １０．０ｋｇ／ｍ２ 鉄筋金網 Ｄ１３×２００×２００ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0503 補強金網

鉄筋金網 0503021340 鉄筋金網 Ｄ１３×網目２５０ｍｍ×２５０ｍｍ　ＳＤ２９５ ７．９６ｋｇ／ｍ２ 鉄筋金網 Ｄ１３×２５０×２５０ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0503 補強金網

スパイラルフープ 0505012034 角型スパイラルフープ（ＳＤ２９５） Ｄ１０×網目２５０～６００ｍｍ スパイラルフープ　角型 Ｄ１０　２５０～６００ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0505 フープ

スパイラルフープ 0505014054 角型スパイラルフープ（ＳＤ２９５） Ｄ１３×網目２７０～１，５００ｍｍ スパイラルフープ　角型 Ｄ１３　２７０～１５００ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0505 フープ

スパイラルフープ 0505016030 丸型スパイラルフープ（ＳＤ２９５） Ｄ１０×網目φ３００～φ５００ｍｍ スパイラルフープ　丸型 Ｄ１０　径３００～５００ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0505 フープ
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スパイラルフープ 0505018030 丸型スパイラルフープ（ＳＤ２９５） Ｄ１３×網目φ３００～φ８００ｍｍ スパイラルフープ　丸型 Ｄ１３　径３００～８００ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0505 フープ

スパイラルフープ 0505022010 角型溶接閉鎖形フープ（ＳＤ２９５） Ｄ１０×網目２００～１，０００ｍｍ 溶接閉鎖形フープ　角型 Ｄ１０　２００～１０００ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0505 フープ

スパイラルフープ 0505024010 角型溶接閉鎖形フープ（ＳＤ２９５） Ｄ１３×網目２００～１，５００ｍｍ 溶接閉鎖形フープ　角型 Ｄ１３　２００～１５００ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0505 フープ

スパイラルフープ 0505026010 丸型溶接閉鎖形フープ（ＳＤ２９５） Ｄ１０×網目φ３００～φ５００ｍｍ 溶接閉鎖形フープ　丸型 Ｄ１０　径３００～５００ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0505 フープ

スパイラルフープ 0505028010 丸型溶接閉鎖形フープ（ＳＤ２９５） Ｄ１３×網目φ３００～φ８００ｍｍ 溶接閉鎖形フープ　丸型 Ｄ１３　径３００～８００ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0505 フープ

スパイラルフープ 0505017030 高強度せん断補強筋 線径１０．７　降伏点１，２７５Ｎ／ｍｍ２ スパイラル 高強度せん断補強筋 径１０．７ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0505 フープ

スパイラルフープ 0505017040 高強度せん断補強筋 線径１２．６　降伏点１，２７５Ｎ／ｍｍ２ スパイラル 高強度せん断補強筋 径１２．６ｍｍ ｔ 75 ○ ○ 0505 フープ

スパイラルフープ 0505029010 高強度せん断補強筋 線径１０．０　降伏点７８５Ｎ／ｍｍ２ 溶接閉鎖形 高強度せん断補強筋 径１０　降伏点７８５Ｎ／ｍｍ２ ｔ 75 ○ ○ 0505 フープ

スパイラルフープ 0505029020 高強度せん断補強筋 線径１３．０　降伏点７８５Ｎ／ｍｍ２ 溶接閉鎖形 高強度せん断補強筋 径１３　降伏点７８５Ｎ／ｍｍ２ ｔ 75 ○ ○ 0505 フープ

スパイラルフープ 0505029030 高強度せん断補強筋 線径１０．０　降伏点６８５Ｎ／ｍｍ２ 溶接閉鎖形 高強度せん断補強筋 径１０　降伏点６８５Ｎ／ｍｍ２ ｔ 75 ○ ○ 0505 フープ

スパイラルフープ 0505029040 高強度せん断補強筋 線径１３．０　降伏点６８５Ｎ／ｍｍ２ 溶接閉鎖形 高強度せん断補強筋 径１３　降伏点６８５Ｎ／ｍｍ２ ｔ 75 ○ ○ 0505 フープ

平織・クリンプ金網 0907032010 平織金網（亜鉛めっき） 線径１．０×メッシュ２．５×幅９１０ｍｍ×長３０ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　亜鉛めっき １ｍｍ×２．５メッシュ 巻 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907032020 平織金網（亜鉛めっき） 線径１．０×メッシュ４×幅９１０ｍｍ×長３０ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　亜鉛めっき １ｍｍ×４メッシュ 巻 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907032030 平織金網（亜鉛めっき） 線径１．０×メッシュ５×幅９１０ｍｍ×長３０ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　亜鉛めっき １ｍｍ×５メッシュ 巻 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907032050 平織金網（亜鉛めっき） 線径０．９×メッシュ４×幅９１０ｍｍ×長３０ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　亜鉛めっき ０．９ｍｍ×４メッシュ 巻 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907032060 平織金網（亜鉛めっき） 線径０．９×メッシュ５×幅９１０ｍｍ×長３０ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　亜鉛めっき ０．９ｍｍ×５メッシュ 巻 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907032110 平織金網（亜鉛めっき） 線径０．８×メッシュ４×幅９１０ｍｍ×長３０ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　亜鉛めっき ０．８ｍｍ×４メッシュ 巻 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907032070 平織金網（亜鉛めっき） 線径０．８×メッシュ５×幅９１０ｍｍ×長３０ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　亜鉛めっき ０．８ｍｍ×５メッシュ 巻 75 ○ ○ 0907 金網
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平織・クリンプ金網 0907032090 平織金網（亜鉛めっき） 線径０．８×メッシュ８×幅９１０ｍｍ×長３０ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　亜鉛めっき ０．８ｍｍ×８メッシュ 巻 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907032120 平織金網（亜鉛めっき） 線径０．７×メッシュ５×幅９１０ｍｍ×長３０ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　亜鉛めっき ０．７ｍｍ×５メッシュ 巻 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907036010 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃２３（０．６ｍｍ）×メッシュ１０ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　ステンレス ０．６ｍｍ×１０メッシュ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907036020 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃２５（０．５ｍｍ）×メッシュ１０ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　ステンレス ０．５ｍｍ×１０メッシュ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907036030 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃２５（０．５ｍｍ）×メッシュ１２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　ステンレス ０．５ｍｍ×１２メッシュ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907036040 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃２６（０．４５ｍｍ）×メッシュ１６ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　ステンレス ０．４５ｍｍ×１６メッシュ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907036050 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃２７（０．４ｍｍ）×メッシュ２０ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　ステンレス ０．４ｍｍ×２０メッシュ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907036060 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃３２（０．２６ｍｍ）×メッシュ３０ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　ステンレス ０．２６ｍｍ×３０メッシュ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907036070 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃３４（０．２３ｍｍ）×メッシュ４０ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　ステンレス ０．２３ｍｍ×４０メッシュ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907036080 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃３６（０．１８ｍｍ）×メッシュ５０ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　ステンレス ０．１８ｍｍ×５０メッシュ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907036090 ステンレス平織金網（ＳＵＳ３０４） 線径＃３６（０．１８ｍｍ）×メッシュ６０ ＪＩＳ　Ｇ　３５５５ 平織金網　ステンレス ０．１８ｍｍ×６０メッシュ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907042010 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径４．０×網目３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５３ クリンプ金網　亜鉛めっき ４×３０×９１０ｍｍ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907042020 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径４．０×網目３８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ クリンプ金網　亜鉛めっき ４×３８×９１０ｍｍ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907042030 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径４．０×網目５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５３ クリンプ金網　亜鉛めっき ４×５０×９１０ｍｍ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907042040 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径３．２×網目３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５３ クリンプ金網　亜鉛めっき ３．２×３０×９１０ｍｍ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907042050 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径３．２×網目３８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ クリンプ金網　亜鉛めっき ３．２×３８×９１０ｍｍ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907042060 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径３．２×網目５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５３ クリンプ金網　亜鉛めっき ３．２×５０×９１０ｍｍ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907042070 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径２．６×網目３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５３ クリンプ金網　亜鉛めっき ２．６×３０×９１０ｍｍ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網
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平織・クリンプ金網 0907042080 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径２．６×網目３８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ クリンプ金網　亜鉛めっき ２．６×３８×９１０ｍｍ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907042090 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径２．６×網目５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ クリンプ金網　亜鉛めっき ２．６×５０×９１０ｍｍ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907042100 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径２．０×網目１０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５３ クリンプ金網　亜鉛めっき ２×１０×９１０ｍｍ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907042110 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径２．０×網目２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５３ クリンプ金網　亜鉛めっき ２×２０×９１０ｍｍ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

平織・クリンプ金網 0907042120 クリンプ金網（亜鉛めっき） 線径２．０×網目２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１５ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５５３ クリンプ金網　亜鉛めっき ２×２５×９１０ｍｍ ｍ２ 75 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010522 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径４．０ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　亜鉛めっき ４．０×４０ｍｍ　Ｚ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010524 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径４．０ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　亜鉛めっき ４．０×５０ｍｍ　Ｚ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010526 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ひし形金網　亜鉛めっき ４．０×５６ｍｍ　Ｚ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010528 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　亜鉛めっき ３．２×４０ｍｍ　Ｚ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010530 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　亜鉛めっき ３．２×５０ｍｍ　Ｚ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010532 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ひし形金網　亜鉛めっき ３．２×５６ｍｍ　Ｚ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010542 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径３．２ｍｍ×網目６３ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ひし形金網　亜鉛めっき ３．２×６３ｍｍ　Ｚ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010544 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　亜鉛めっき ２．６×４０ｍｍ　Ｚ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010534 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　亜鉛めっき ２．６×５０ｍｍ　Ｚ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010536 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ひし形金網　亜鉛めっき ２．６×５６ｍｍ　Ｚ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010546 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径２．０ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｚ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　亜鉛めっき ２．０×４０ｍｍ　Ｚ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010504 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径４．０ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　亜鉛めっき ４．０×５０ｍｍ　Ｚ－ＧＳ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010506 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ２ ひし形金網　亜鉛めっき ４．０×５６ｍｍ　Ｚ－ＧＳ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網
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ひし形・きっ甲金網 0907010508 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｚ－ＧＳ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　亜鉛めっき ３．２×４０ｍｍ　Ｚ－ＧＳ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010510 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　亜鉛めっき ３．２×５０ｍｍ　Ｚ－ＧＳ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010512 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ２ ひし形金網　亜鉛めっき ３．２×５６ｍｍ　Ｚ－ＧＳ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010518 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径２．０ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｚ－ＧＳ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　亜鉛めっき ２．０×５０ｍｍ　Ｚ－ＧＳ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907010520 ひし形金網 （亜鉛めっき） 線径２．０ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｚ－ＧＳ２ ひし形金網　亜鉛めっき ２．０×５６ｍｍ　Ｚ－ＧＳ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907014510 ひし形金網 （着色塗装） 線径４．０ｍｍ×網目３２ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　着色塗装 ４．０×３２ｍｍ　Ｃ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907014512 ひし形金網 （着色塗装） 線径４．０ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　着色塗装 ４．０×４０ｍｍ　Ｃ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907014514 ひし形金網 （着色塗装） 線径４．０ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　着色塗装 ４．０×５０ｍｍ　Ｃ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907014516 ひし形金網 （着色塗装） 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ひし形金網　着色塗装 ４．０×５６ｍｍ　Ｃ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907014518 ひし形金網 （着色塗装） 線径３．２ｍｍ×網目２５ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　着色塗装 ３．２×２５ｍｍ　Ｃ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907014520 ひし形金網 （着色塗装） 線径３．２ｍｍ×網目３２ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　着色塗装 ３．２×３２ｍｍ　Ｃ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907014522 ひし形金網 （着色塗装） 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　着色塗装 ３．２×４０ｍｍ　Ｃ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907014502 ひし形金網 （着色塗装） 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　着色塗装 ３．２×５０ｍｍ　Ｃ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907014524 ひし形金網 （着色塗装） 線径２．６ｍｍ×網目２５ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　着色塗装 ２．６×２５ｍｍ　Ｃ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907014526 ひし形金網 （着色塗装） 線径２．６ｍｍ×網目３２ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　着色塗装 ２．６×３２ｍｍ　Ｃ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907014530 ひし形金網 （着色塗装） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　着色塗装 ２．６×４０ｍｍ　Ｃ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907014532 ひし形金網 （着色塗装） 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｃ－ＧＳ３ ＪＩＳ　Ｇ　３５５２ ひし形金網　着色塗装 ２．６×５０ｍｍ　Ｃ－ＧＳ３ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907017502
ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径４．０ｍｍ×心径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｅ－ＧＨ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５
２

ひし形金網　ポリエチレン被覆 ４．０×３．２×４０Ｅ－ＧＨ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網
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ひし形・きっ甲金網 0907017504
ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径４．０ｍｍ×心径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｅ－ＧＨ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５
２

ひし形金網　ポリエチレン被覆 ４．０×３．２×５０Ｅ－ＧＨ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907017506 ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径４．０ｍｍ×心径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｅ－ＧＨ２ ひし形金網　ポリエチレン被覆 ４．０×３．２×５６Ｅ－ＧＨ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907017508
ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径３．２ｍｍ×心径２．３ｍｍ×網目２５ｍｍ Ｅ－ＧＨ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５
２

ひし形金網　ポリエチレン被覆 ３．２×２．３×２５Ｅ－ＧＨ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907017510
ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径３．２ｍｍ×心径２．３ｍｍ×網目３２ｍｍ Ｅ－ＧＨ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５
２

ひし形金網　ポリエチレン被覆 ３．２×２．３×３２Ｅ－ＧＨ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907017512
ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径３．２ｍｍ×心径２．３ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｅ－ＧＨ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５
２

ひし形金網　ポリエチレン被覆 ３．２×２．３×４０Ｅ－ＧＨ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907017514
ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径３．２ｍｍ×心径２．３ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｅ－ＧＨ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５
２

ひし形金網　ポリエチレン被覆 ３．２×２．３×５０Ｅ－ＧＨ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907017552
ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径４．０ｍｍ×心径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５
２

ひし形金網　ポリエチレン被覆 ４．０×３．２×４０Ｅ－ＧＳ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907017554
ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径４．０ｍｍ×心径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５
２

ひし形金網　ポリエチレン被覆 ４．０×３．２×５０Ｅ－ＧＳ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907017556 ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径４．０ｍｍ×心径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ひし形金網　ポリエチレン被覆 ４．０×３．２×５６Ｅ－ＧＳ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907017558
ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径３．２ｍｍ×心径２．３ｍｍ×網目４０ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５
２

ひし形金網　ポリエチレン被覆 ３．２×２．３×４０Ｅ－ＧＳ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907017560
ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径３．２ｍｍ×心径２．３ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５
２

ひし形金網　ポリエチレン被覆 ３．２×２．３×５０Ｅ－ＧＳ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907017562
ひし形金網 （ポリエチレン被覆） 外径２．６ｍｍ×心径１．８ｍｍ×網目３２ｍｍ Ｅ－ＧＳ２ ＪＩＳ　Ｇ　３５５
２

ひし形金網　ポリエチレン被覆 ２．６×１．８×３２Ｅ－ＧＳ２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907022010 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径１．０ｍｍ×網目１６ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ　Ｇ　３５５４ きっ甲金網　亜鉛めっき １．０×１６×９１０ｍｍ 巻 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907022020 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径１．０ｍｍ×網目２６ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ　Ｇ　３５５４ きっ甲金網　亜鉛めっき １．０×２６×９１０ｍｍ 巻 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907022030 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径１．０ｍｍ×網目４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ　Ｇ　３５５４ きっ甲金網　亜鉛めっき １．０×４０×９１０ｍｍ 巻 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907022040 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径０．７ｍｍ×網目１０ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ　Ｇ　３５５４ きっ甲金網　亜鉛めっき ０．７×１０×９１０ｍｍ 巻 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907022050 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径０．７ｍｍ×網目１６ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ　Ｇ　３５５４ きっ甲金網　亜鉛めっき ０．７×１６×９１０ｍｍ 巻 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907022060 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径０．７ｍｍ×網目２６ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ　Ｇ　３５５４ きっ甲金網　亜鉛めっき ０．７×２６×９１０ｍｍ 巻 76 ○ ○ 0907 金網
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ひし形・きっ甲金網 0907022070 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径０．７ｍｍ×網目４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ　Ｇ　３５５４ きっ甲金網　亜鉛めっき ０．７×４０×９１０ｍｍ 巻 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907022110 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径０．６３ｍｍ×網目１６ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 きっ甲金網　亜鉛めっき ０．６３×１６×９１０ｍｍ 巻 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907022080 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径０．５ｍｍ×網目１０ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ　Ｇ　３５５４ きっ甲金網　亜鉛めっき ０．５×１０×９１０ｍｍ 巻 76 ○ ○ 0907 金網

ひし形・きっ甲金網 0907022090 きっ甲金網 （亜鉛めっき） 線径０．５ｍｍ×網目１６ｍｍ×幅９１０ｍｍ ３０ｍ巻 ＪＩＳ　Ｇ　３５５４ きっ甲金網　亜鉛めっき ０．５×１６×９１０ｍｍ 巻 76 ○ ○ 0907 金網

エキスパンドメタル 0907051011 エキスパンドメタル ＸＧ－１１　ＳＷ３４ｍｍ×ＬＷ１３５．４ｍｍ １４．５ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＧ－１１　３４×１３５．４ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

エキスパンドメタル 0907051012 エキスパンドメタル ＸＧ－１２　ＳＷ３４ｍｍ×ＬＷ１３５．４ｍｍ １９．４ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＧ－１２　３４×１３５．４ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

エキスパンドメタル 0907051013 エキスパンドメタル ＸＧ－１３　ＳＷ３４ｍｍ×ＬＷ１３５．４ｍｍ ２４．９ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＧ－１３　３４×１３５．４ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

エキスパンドメタル 0907051014 エキスパンドメタル ＸＧ－１４　ＳＷ３４ｍｍ×ＬＷ１３５．４ｍｍ ３３．２ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＧ－１４　３４×１３５．４ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

エキスパンドメタル 0907051021 エキスパンドメタル ＸＧ－２１　ＳＷ３６ｍｍ×ＬＷ１０１．６ｍｍ １３．７ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＧ－２１　３６×１０１．６ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

エキスパンドメタル 0907051022 エキスパンドメタル ＸＧ－２２　ＳＷ３６ｍｍ×ＬＷ１０１．６ｍｍ １８．３ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＧ－２２　３６×１０１．６ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

エキスパンドメタル 0907051023 エキスパンドメタル ＸＧ－２３　ＳＷ３６ｍｍ×ＬＷ１０１．６ｍｍ ２３．６ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＧ－２３　３６×１０１．６ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

エキスパンドメタル 0907051024 エキスパンドメタル ＸＧ－２４　ＳＷ３６ｍｍ×ＬＷ１０１．６ｍｍ ３１．４ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＧ－２４　３６×１０１．６ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

エキスパンドメタル 0907052031 エキスパンドメタル ＸＳ－３１　ＳＷ１２ｍｍ×ＬＷ３０．５ｍｍ ２．３６ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＳ－３１　１２×３０．５ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

エキスパンドメタル 0907052032 エキスパンドメタル ＸＳ－３２　ＳＷ１２ｍｍ×ＬＷ３０．５ｍｍ ４．１９ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＳ－３２　１２×３０．５ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

エキスパンドメタル 0907052033 エキスパンドメタル ＸＳ－３３　ＳＷ１２ｍｍ×ＬＷ３０．５ｍｍ ９．０３ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＳ－３３　１２×３０．５ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

エキスパンドメタル 0907052041 エキスパンドメタル ＸＳ－４１　ＳＷ２２ｍｍ×ＬＷ５０．８ｍｍ ２．２８ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＳ－４１　２２×５０．８ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

エキスパンドメタル 0907052042 エキスパンドメタル ＸＳ－４２　ＳＷ２２ｍｍ×ＬＷ５０．８ｍｍ ４．１ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＳ－４２　２２×５０．８ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

エキスパンドメタル 0907052043 エキスパンドメタル ＸＳ－４３　ＳＷ２２ｍｍ×ＬＷ５０．８ｍｍ ８．０ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＳ－４３　２２×５０．８ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網
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エキスパンドメタル 0907052061 エキスパンドメタル ＸＳ－６１　ＳＷ３４ｍｍ×ＬＷ７６．２ｍｍ ３．１９ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＳ－６１　３４×７６．２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

エキスパンドメタル 0907052062 エキスパンドメタル ＸＳ－６２　ＳＷ３４ｍｍ×ＬＷ７６．２ｍｍ ５．９１ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＳ－６２　３４×７６．２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

エキスパンドメタル 0907052063 エキスパンドメタル ＸＳ－６３　ＳＷ３４ｍｍ×ＬＷ７６．２ｍｍ １０．４ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ　Ｇ　３３５１ エキスパンドメタル ＸＳ－６３　３４×７６．２ ｍ２ 76 ○ ○ 0907 金網

細線溶接金網 0907066010 細線溶接金網 線径０．７ｍｍ×網目６．３５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 細線溶接金網 ０．７×６．３５×１０００ｍｍ ｍ 76 ○ ○ 0907 金網

細線溶接金網 0907066020 細線溶接金網 線径０．８ｍｍ×網目６．３５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 細線溶接金網 ０．８×６．３５×１０００ｍｍ ｍ 76 ○ ○ 0907 金網

細線溶接金網 0907066030 細線溶接金網 線径１．０ｍｍ×網目８．４６ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 細線溶接金網 １．０×８．４６×１０００ｍｍ ｍ 76 ○ ○ 0907 金網

細線溶接金網 0907066040 細線溶接金網 線径１．２ｍｍ×網目８．４６ｍｍ×幅９１５ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 細線溶接金網 １．２×８．４６×９１５ｍｍ ｍ 76 ○ ○ 0907 金網

細線溶接金網 0907066050 細線溶接金網 線径１．０ｍｍ×網目１０．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 細線溶接金網 １．０×１０．０×１０００ｍｍ ｍ 76 ○ ○ 0907 金網

細線溶接金網 0907066060 細線溶接金網 線径１．２ｍｍ×網目１０．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 細線溶接金網 １．２×１０．０×１０００ｍｍ ｍ 76 ○ ○ 0907 金網

細線溶接金網 0907066070 細線溶接金網 線径０．９ｍｍ×網目１２．７ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 細線溶接金網 ０．９×１２．７×１０００ｍｍ ｍ 76 ○ ○ 0907 金網

細線溶接金網 0907066080 細線溶接金網 線径１．２ｍｍ×網目１２．７ｍｍ×幅９１５ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 細線溶接金網 １．２×１２．７×９１５ｍｍ ｍ 76 ○ ○ 0907 金網

細線溶接金網 0907066090 細線溶接金網 線径１．６ｍｍ×網目１２．７ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 細線溶接金網 １．６×１２．７×１０００ｍｍ ｍ 76 ○ ○ 0907 金網

細線溶接金網 0907066100 細線溶接金網 線径１．２ｍｍ×網目１５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 細線溶接金網 １．２×１５．０×１０００ｍｍ ｍ 76 ○ ○ 0907 金網

細線溶接金網 0907066110 細線溶接金網 線径１．６ｍｍ×網目１５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 細線溶接金網 １．６×１５．０×１０００ｍｍ ｍ 76 ○ ○ 0907 金網

細線溶接金網 0907066120 細線溶接金網 線径１．６ｍｍ×網目２０．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 細線溶接金網 １．６×２０．０×１０００ｍｍ ｍ 76 ○ ○ 0907 金網

細線溶接金網 0907066130 細線溶接金網 線径２．０ｍｍ×網目２０．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 細線溶接金網 ２．０×２０．０×１０００ｍｍ ｍ 76 ○ ○ 0907 金網

細線溶接金網 0907066140 細線溶接金網 線径１．６ｍｍ×網目２５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 細線溶接金網 １．６×２５．０×１０００ｍｍ ｍ 76 ○ ○ 0907 金網

細線溶接金網 0907066150 細線溶接金網 線径２．０ｍｍ×網目２５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 細線溶接金網 ２．０×２５．０×１０００ｍｍ ｍ 76 ○ ○ 0907 金網
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細線溶接金網 0907066160 細線溶接金網 線径２．０ｍｍ×網目３０．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　ＳＵＳ３０４ 細線溶接金網 ２．０×３０．０×１０００ｍｍ ｍ 76 ○ ○ 0907 金網

アルミ圧延品 0917120030
アルミ板 厚０．５ｍｍ×幅４００ｍｍ×長１，２００ｍｍ ０．６５３ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｈ４０００　Ａ１１００
Ｐ）

アルミ板　Ａ１１００Ｐ ０．５×４００×１２００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

アルミ圧延品 0917120040
アルミ板 厚０．６ｍｍ×幅４００ｍｍ×長１，２００ｍｍ ０．７８３ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｈ４０００　Ａ１１００
Ｐ）

アルミ板　Ａ１１００Ｐ ０．６×４００×１２００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

アルミ圧延品 0917120050 アルミ板 厚０．８ｍｍ×幅４００ｍｍ×長１，２００ｍｍ １．０４ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｈ４０００　Ａ１１００Ｐ） アルミ板　Ａ１１００Ｐ ０．８×４００×１２００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

アルミ圧延品 0917120060 アルミ板 厚１．０ｍｍ×幅４００ｍｍ×長１，２００ｍｍ １．３１ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｈ４０００　Ａ１１００Ｐ） アルミ板　Ａ１１００Ｐ １．０×４００×１２００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

アルミ圧延品 0917120080
アルミ板 厚０．５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２．７２ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｈ４０００　Ａ１１００
Ｐ）

アルミ板　Ａ１１００Ｐ ０．５×１０００×２０００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

アルミ圧延品 0917120090
アルミ板 厚０．６ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３．２６ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｈ４０００　Ａ１１００
Ｐ）

アルミ板　Ａ１１００Ｐ ０．６×１０００×２０００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

アルミ圧延品 0917120100
アルミ板 厚０．８ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４．３５ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｈ４０００　Ａ１１００
Ｐ）

アルミ板　Ａ１１００Ｐ ０．８×１０００×２０００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

アルミ圧延品 0917120110
アルミ板 厚１．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５．４４ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｈ４０００　Ａ１１００
Ｐ）

アルミ板　Ａ１１００Ｐ １．０×１０００×２０００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

アルミ圧延品 0917130010
アルミ合金板 厚０．５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２．７２ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｈ４０００　Ａ５０
５２Ｐ）

アルミ合金板　Ａ５０５２Ｐ ０．５×１０００×２０００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

アルミ圧延品 0917130020
アルミ合金板 厚０．６ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３．２６ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｈ４０００　Ａ５０
５２Ｐ）

アルミ合金板　Ａ５０５２Ｐ ０．６×１０００×２０００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

アルミ圧延品 0917130030
アルミ合金板 厚０．８ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４．３５ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｈ４０００　Ａ５０
５２Ｐ）

アルミ合金板　Ａ５０５２Ｐ ０．８×１０００×２０００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

アルミ圧延品 0917130040
アルミ合金板 厚１．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５．４４ｋｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｈ４０００　Ａ５０
５２Ｐ）

アルミ合金板　Ａ５０５２Ｐ １．０×１０００×２０００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品 0917010010 銅小板 小板ベース　Ｃ１１００Ｐ，Ｃ１２２０Ｐ 銅小板　小板ベース Ｃ１１００Ｐ・Ｃ１２２０Ｐ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品 0917020010 銅大板 大板ベース　Ｃ１１００Ｐ，Ｃ１２２０Ｐ 銅大板　大板ベース Ｃ１１００Ｐ・Ｃ１２２０Ｐ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品 0917030010 銅帯 銅帯ベース　Ｃ１１００ＢＢ 銅帯　銅帯ベース Ｃ１１００ＢＢ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品 0917040010 銅条 銅条ベース　Ｃ１２２０Ｒ 銅条　銅条ベース Ｃ１２２０Ｒ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品 0917050010 銅丸棒 棒ベース　Ｃ１１００ＢＥ，Ｃ１２０１ＢＥ 銅丸棒　棒ベース Ｃ１１００ＢＥ　Ｃ１２０１ＢＥ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

181 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

伸銅品 0917060010 銅管 銅管ベース　Ｃ１２０１Ｔ 銅管　銅管ベース Ｃ１２０１Ｔ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品 0917070010 黄銅小板 小板ベース　Ｃ２８０１Ｐ 黄銅小板　小板ベース Ｃ２８０１Ｐ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品 0917080010 黄銅大板 大板ベース　Ｃ２８０１Ｐ 黄銅大板　大板ベース Ｃ２８０１Ｐ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品 0917090010 黄銅条 黄銅条ベース　Ｃ２６８０Ｒ 黄銅条　黄銅条ベース Ｃ２６８０Ｒ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品 0917100010 黄銅丸棒 棒ベース　Ｃ３６０４ＢＤ 黄銅丸棒　棒ベース Ｃ３６０４ＢＤ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品 0917110010 黄銅管 黄銅管ベース　Ｃ２７００Ｔ 黄銅管　黄銅管ベース Ｃ２７００Ｔ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015002 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．２５ｍｍ ０．９７５ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．２５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015004 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．２８ｍｍ １．０９１ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．２８ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015006 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．３０ｍｍ １．１６９ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．３ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015008 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．３５ｍｍ １．３６４ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．３５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015010 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．４０ｍｍ １．５５９ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．４ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015012 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．５０ｍｍ １．９４９ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015014 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．６０ｍｍ ２．３３９ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．６ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015016 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．７０ｍｍ ２．７２９ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．７ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015018 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．８０ｍｍ ３．１１８ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．８ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015020 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚１．００ｍｍ ３．８９８ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ１ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015022 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚１．２０ｍｍ ４．６７８ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ１．２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015024 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚１．５０ｍｍ ５．８４７ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ１．５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917015026 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚２．００ｍｍ ７．７９６ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015028 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚３．００ｍｍ １１．６９４ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ３ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015030 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚５．００ｍｍ １９．４９０ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015032 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚７．００ｍｍ ２７．２８６ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ７ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015034 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚９．００ｍｍ ３５．０８２ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ９ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015036 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚１２．００ｍｍ ４６．７７６ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ１２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015038 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚１５．００ｍｍ ５８．４７ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ１５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917015040 銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚２０．００ｍｍ ７７．９６ｋｇ／枚 銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ２０ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075002 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．２５ｍｍ ０．９２０ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．２５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075004 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．２８ｍｍ １．０３０ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．２８ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075006 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．３０ｍｍ １．１０４ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．３ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075008 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．３５ｍｍ １．２８８ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．３５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075010 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．４０ｍｍ １．４７２ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．４ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075012 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．５０ｍｍ １．８４０ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075014 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．６０ｍｍ ２．２０７ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．６ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075016 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．７０ｍｍ ２．５７５ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．７ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075018 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚０．８０ｍｍ ２．９４３ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ０．８ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075020 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚１．００ｍｍ ３．６７９ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ１ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917075022 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚１．２０ｍｍ ４．４１５ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ１．２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075024 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚１．５０ｍｍ ５．５１９ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ１．５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075026 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚２．００ｍｍ ７．３５８ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075028 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚３．００ｍｍ １１．０３７ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ３ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075030 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚５．００ｍｍ １８．３９５ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075032 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚７．００ｍｍ ２５．７５３ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ７ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075034 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚９．００ｍｍ ３３．１１１ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ９ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075036 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚１２．００ｍｍ ４４．１４８ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ１２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075038 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚１５．００ｍｍ ５５．１８５ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ１５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917075040 黄銅小板　増値 ３６５×１２００ 板厚２０．００ｍｍ ７３．５８ｋｇ／枚 黄銅小板　増値 ３６５×１２００　Ｔ２０ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025002 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．２５ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．２５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025004 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．２８ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．２８ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025006 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．３０ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．３ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025008 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．３５ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．３５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025010 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．４０ｍｍ ７．１２ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．４ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025012 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．５０ｍｍ ８．９０ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025014 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．６０ｍｍ １０．６８ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．６ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025016 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．７０ｍｍ １２．４６ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．７ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917025018 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．８０ｍｍ １４．２４ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．８ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025020 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚１．００ｍｍ １７．８０ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ１ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025022 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚１．２０ｍｍ ２１．３６ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ１．２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025024 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚１．５０ｍｍ ２６．７０ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ１．５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025026 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚２．００ｍｍ ３５．６０ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025028 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚３．００ｍｍ ５３．４０ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ３ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025030 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚５．００ｍｍ ８９．０ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025032 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚７．００ｍｍ １２４．６ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ７ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025034 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚９．００ｍｍ １６０．２ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ９ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025036 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚１２．００ｍｍ ２１３．６ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ１２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025038 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚１５．００ｍｍ ２６７．０ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ１５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025040 銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚２０．００ｍｍ ３５６．０ｋｇ／枚 銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ２０ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025202 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．２５ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．２５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025204 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．２８ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．２８ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025206 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．３０ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．３ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025208 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．３５ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．３５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025210 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．４０ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．４ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025212 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．５０ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917025214 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．６０ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．６ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025216 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．７０ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．７ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025218 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．８０ｍｍ ２２．２５ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．８ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025220 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚１．００ｍｍ ２７．８１ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ１ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025222 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚１．２０ｍｍ ３３．３８ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ１．２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025224 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚１．５０ｍｍ ４１．７２ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ１．５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025226 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚２．００ｍｍ ５５．６３ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025228 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚３．００ｍｍ ８３．４４ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ３ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025230 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚５．００ｍｍ １３９．０７ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025232 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚７．００ｍｍ １９４．６９ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ７ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025234 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚９．００ｍｍ ２５０．３２ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ９ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025236 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚１２．００ｍｍ ３３３．７６ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ１２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025238 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚１５．００ｍｍ ４１７．２０ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ１５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025240 銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚２０．００ｍｍ ５５６．２６ｋｇ／枚 銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ２０ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025402 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．２５ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．２５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025404 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．２８ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．２８ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025406 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．３０ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．３ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025408 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．３５ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．３５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917025410 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．４０ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．４ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025412 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．５０ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025414 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．６０ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．６ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025416 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．７０ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．７ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025418 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．８０ｍｍ －ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．８ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025420 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚１．００ｍｍ ４０．０５ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ１ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025422 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚１．２０ｍｍ ４８．０６ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ１．２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025424 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚１．５０ｍｍ ６０．０８ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ１．５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025426 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚２．００ｍｍ ８０．１ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025428 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚３．００ｍｍ １２０．１５ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ３ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025430 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚５．００ｍｍ ２００．２５ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025432 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚７．００ｍｍ ２８０．３５ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ７ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025434 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚９．００ｍｍ ３６０．４５ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ９ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025436 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚１２．００ｍｍ ４８０．６ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ１２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025438 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚１５．００ｍｍ ６００．７５ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ１５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917025440 銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚２０．００ｍｍ ８０１．０ｋｇ／枚 銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ２０ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085002 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．２５ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．２５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085004 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．２８ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．２８ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917085006 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．３０ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．３ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085008 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．３５ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．３５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085010 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．４０ｍｍ ６．７２ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．４ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085012 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．５０ｍｍ ８．４０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085014 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．６０ｍｍ １０．０８ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．６ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085016 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．７０ｍｍ １１．７６ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．７ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085018 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚０．８０ｍｍ １３．４４ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ０．８ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085020 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚１．００ｍｍ １６．８０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ１ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085022 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚１．２０ｍｍ ２０．１６ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ１．２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085024 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚１．５０ｍｍ ２５．２０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ１．５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085026 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚２．００ｍｍ ３３．６０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085028 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚３．００ｍｍ ５０．４０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ３ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085030 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚５．００ｍｍ ８４．００ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085032 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚７．００ｍｍ １１７．６ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ７ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085034 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚９．００ｍｍ １５１．２ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ９ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085036 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚１２．００ｍｍ ２０１．６ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ１２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085038 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚１５．００ｍｍ ２５２．０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ１５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085040 黄銅大板　増値 １０００×２０００ 板厚２０．００ｍｍ ３３６．０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １０００×２０００　Ｔ２０ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917085202 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．２５ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．２５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085204 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．２８ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．２８ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085206 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．３０ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．３ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085208 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．３５ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．３５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085210 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．４０ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．４ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085212 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．５０ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085214 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．６０ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．６ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085216 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．７０ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．７ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085218 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚０．８０ｍｍ ２１．０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ０．８ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085220 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚１．００ｍｍ ２６．２５ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ１ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085222 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚１．２０ｍｍ ３１．５０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ１．２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085224 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚１．５０ｍｍ ３９．３８ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ１．５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085226 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚２．００ｍｍ ５２．５０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085228 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚３．００ｍｍ ７８．７５ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ３ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085230 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚５．００ｍｍ １３１．３ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085232 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚７．００ｍｍ １８３．８ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ７ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085234 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚９．００ｍｍ ２３６．３ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ９ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085236 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚１２．００ｍｍ ３１５．０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ１２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917085238 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚１５．００ｍｍ ３９３．８ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ１５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085240 黄銅大板　増値 １２５０×２５００ 板厚２０．００ｍｍ ５２５．０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １２５０×２５００　Ｔ２０ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085402 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．２５ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．２５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085404 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．２８ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．２８ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085406 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．３０ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．３ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085408 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．３５ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．３５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085410 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．４０ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．４ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085412 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．５０ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085414 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．６０ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．６ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085416 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．７０ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．７ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085418 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚０．８０ｍｍ －ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ０．８ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085420 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚１．００ｍｍ ３７．８０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ１ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085422 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚１．２０ｍｍ ４５．３６ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ１．２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085424 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚１．５０ｍｍ ５６．７０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ１．５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085426 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚２．００ｍｍ ７５．６ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085428 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚３．００ｍｍ １１３．４ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ３ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085430 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚５．００ｍｍ １８９．０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085432 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚７．００ｍｍ ２６４．６ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ７ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917085434 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚９．００ｍｍ ３４０．２ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ９ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085436 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚１２．００ｍｍ ４５３．６ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ１２ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085438 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚１５．００ｍｍ ５６７．０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ１５ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917085440 黄銅大板　増値 １５００×３０００ 板厚２０．００ｍｍ ７５６．０ｋｇ／枚 黄銅大板　増値 １５００×３０００　Ｔ２０ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055002 銅丸棒　増値 棒径３ｍｍ ０．０６３ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径３ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055004 銅丸棒　増値 棒径４ｍｍ ０．１１２ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径４ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055006 銅丸棒　増値 棒径５ｍｍ ０．１７５ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055008 銅丸棒　増値 棒径６ｍｍ ０．２５２ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径６ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055010 銅丸棒　増値 棒径７ｍｍ ０．３４３ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径７ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055012 銅丸棒　増値 棒径８ｍｍ ０．４４７ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径８ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055014 銅丸棒　増値 棒径９ｍｍ ０．５６６ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径９ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055016 銅丸棒　増値 棒径１０ｍｍ ０．６９９ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径１０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055018 銅丸棒　増値 棒径１２ｍｍ １．０１０ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径１２ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055020 銅丸棒　増値 棒径１５ｍｍ １．５７０ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径１５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055022 銅丸棒　増値 棒径１８ｍｍ ２．２６０ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径１８ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055024 銅丸棒　増値 棒径２０ｍｍ ２．８００ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径２０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055026 銅丸棒　増値 棒径２５ｍｍ ４．３７０ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径２５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055028 銅丸棒　増値 棒径４０ｍｍ １１．２００ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径４０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917055030 銅丸棒　増値 棒径５０ｍｍ １７．５００ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径５０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055032 銅丸棒　増値 棒径６０ｍｍ ２５．２００ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径６０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055034 銅丸棒　増値 棒径７０ｍｍ ３４．３００ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径７０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055036 銅丸棒　増値 棒径８０ｍｍ ４４．７００ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径８０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055038 銅丸棒　増値 棒径９０ｍｍ ５６．６００ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径９０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917055040 銅丸棒　増値 棒径１００ｍｍ ６９．９００ｋｇ／ｍ 銅丸棒　増値 径１００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105002 黄銅丸棒　増値 棒径３ｍｍ ０．６００ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径３ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105004 黄銅丸棒　増値 棒径４ｍｍ ０．１０７ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径４ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105006 黄銅丸棒　増値 棒径５ｍｍ ０．１６７ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105008 黄銅丸棒　増値 棒径６ｍｍ ０．２４０ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径６ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105010 黄銅丸棒　増値 棒径７ｍｍ ０．３２７ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径７ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105012 黄銅丸棒　増値 棒径８ｍｍ ０．４２７ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径８ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105014 黄銅丸棒　増値 棒径９ｍｍ ０．５４１ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径９ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105016 黄銅丸棒　増値 棒径１０ｍｍ ０．６６８ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径１０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105018 黄銅丸棒　増値 棒径１２ｍｍ ０．９６１ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径１２ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105020 黄銅丸棒　増値 棒径１５ｍｍ １．５００ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径１５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105022 黄銅丸棒　増値 棒径１８ｍｍ ２．１６０ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径１８ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105024 黄銅丸棒　増値 棒径２０ｍｍ ２．６７０ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径２０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917105026 黄銅丸棒　増値 棒径２５ｍｍ ４．１７０ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径２５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105028 黄銅丸棒　増値 棒径４０ｍｍ １０．７００ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径４０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105030 黄銅丸棒　増値 棒径５０ｍｍ １６．７００ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径５０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105032 黄銅丸棒　増値 棒径６０ｍｍ ２４．０００ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径６０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105034 黄銅丸棒　増値 棒径７０ｍｍ ３２．７００ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径７０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105036 黄銅丸棒　増値 棒径８０ｍｍ ４２．７００ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径８０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105038 黄銅丸棒　増値 棒径９０ｍｍ ５４．１００ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径９０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917105040 黄銅丸棒　増値 棒径１００ｍｍ ６６．８００ｋｇ／ｍ 黄銅丸棒　増値 径１００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065002 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径４ｍｍ ０．０５７ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径４ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065004 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径５ｍｍ ０．０７４ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065006 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径６ｍｍ ０．０９１ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径６ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065008 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径７ｍｍ ０．１０８ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径７ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065010 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径８ｍｍ ０．１２４ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径８ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065012 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径９ｍｍ ０．１４１ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径９ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065014 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．１５８ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径１０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065016 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．１９２ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径１２ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065018 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．２４２ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径１５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065020 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径２０ｍｍ ０．３２６ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径２０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917065022 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径２５ｍｍ ０．４１０ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径２５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065024 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径３０ｍｍ ０．４９４ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径３０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065026 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径４０ｍｍ ０．６６２ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径４０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065028 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径５０ｍｍ ０．８３０ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径５０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065030 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径６０ｍｍ ０．９９８ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径６０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065032 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径７０ｍｍ －ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径７０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065034 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径８５ｍｍ －ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径８５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065036 銅管　増値 肉厚０．６ｍｍ 外径１００ｍｍ －ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．６ｍｍ　径１００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065202 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径４ｍｍ ０．０７２ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径４ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065204 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径５ｍｍ ０．０９５ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065206 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径６ｍｍ ０．１１７ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径６ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065208 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径７ｍｍ ０．１４０ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径７ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065210 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径８ｍｍ ０．１６２ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径８ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065212 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径９ｍｍ ０．１８５ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径９ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065214 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．２０７ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径１０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065216 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．２５２ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径１２ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065218 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．３２０ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径１５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065220 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径２０ｍｍ ０．４３２ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径２０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917065222 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径２５ｍｍ ０．５４５ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径２５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065224 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径３０ｍｍ ０．６５７ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径３０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065226 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径４０ｍｍ ０．８８２ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径４０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065228 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径５０ｍｍ １．１０７ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径５０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065230 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径６０ｍｍ １．３３２ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径６０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065232 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径７０ｍｍ １．５５７ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径７０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065234 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径８５ｍｍ １．８９５ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径８５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065236 銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径１００ｍｍ －ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径１００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065402 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径４ｍｍ ０．０８４ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径４ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065404 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径５ｍｍ ０．１１２ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065406 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径６ｍｍ ０．１４１ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径６ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065408 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径７ｍｍ ０．１６９ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径７ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065410 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径８ｍｍ ０．１９７ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径８ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065412 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径９ｍｍ ０．２２５ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径９ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065414 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．２５３ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径１０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065416 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．３０９ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径１２ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065418 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．３９３ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径１５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065420 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径２０ｍｍ ０．５３４ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径２０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917065422 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径２５ｍｍ ０．６７４ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径２５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065424 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径３０ｍｍ ０．８１５ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径３０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065426 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径４０ｍｍ １．０９６ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径４０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065428 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径５０ｍｍ １．３７７ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径５０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065430 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径６０ｍｍ １．６５８ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径６０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065432 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径７０ｍｍ １．９３９ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径７０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065434 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径８５ｍｍ ２．３６０ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径８５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065436 銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径１００ｍｍ ２．７８２ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径１００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065602 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径４ｍｍ ０．１０５ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径４ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065604 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径５ｍｍ ０．１４７ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065606 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径６ｍｍ ０．１８９ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径６ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065608 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径７ｍｍ ０．２３２ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径７ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065610 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径８ｍｍ ０．２７４ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径８ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065612 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径９ｍｍ ０．３１６ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径９ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065614 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．３５８ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径１０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065616 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．４４２ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径１２ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065618 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．５６８ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径１５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065620 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径２０ｍｍ ０．７７９ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径２０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917065622 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径２５ｍｍ ０．９８９ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径２５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065624 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径３０ｍｍ １．２００ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径３０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065626 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径４０ｍｍ １．６２１ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径４０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065628 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径５０ｍｍ ２．０４２ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径５０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065630 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径６０ｍｍ ２．４６３ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径６０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065632 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径７０ｍｍ ２．８８４ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径７０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065634 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径８５ｍｍ ３．５１５ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径８５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065636 銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径１００ｍｍ ４．１４７ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径１００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065802 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径４ｍｍ －ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径４ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065804 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径５ｍｍ －ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065806 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径６ｍｍ ０．２２４ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径６ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065808 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径７ｍｍ ０．２８１ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径７ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065810 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径８ｍｍ ０．３３７ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径８ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065812 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径９ｍｍ ０．３９３ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径９ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065814 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．４４９ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径１０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065816 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．５６１ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径１２ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065818 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．７２９ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径１５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065820 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径２０ｍｍ １．０１０ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径２０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917065822 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径２５ｍｍ １．２９０ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径２５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065824 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径３０ｍｍ １．５７１ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径３０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065826 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径４０ｍｍ ２．１３２ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径４０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065828 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径５０ｍｍ ２．６９３ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径５０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065830 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径６０ｍｍ ３．２５４ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径６０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065832 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径７０ｍｍ ３．８１５ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径７０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065834 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径８５ｍｍ ４．６５６ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径８５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917065836 銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径１００ｍｍ ５．４９８ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径１００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066002 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径４ｍｍ －ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径４ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066004 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径５ｍｍ －ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066006 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径６ｍｍ －ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径６ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066008 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径７ｍｍ －ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径７ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066010 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径８ｍｍ －ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径８ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066012 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径９ｍｍ －ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径９ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066014 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．５８９ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径１０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066016 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．７５８ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径１２ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066018 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径１５ｍｍ １．０１０ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径１５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066020 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径２０ｍｍ １．４３１ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径２０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917066022 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径２５ｍｍ １．８５２ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径２５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066024 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径３０ｍｍ ２．２７３ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径３０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066026 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径４０ｍｍ ３．１１５ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径４０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066028 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径５０ｍｍ ３．９５７ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径５０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066030 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径６０ｍｍ ４．７９９ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径６０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066032 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径７０ｍｍ ５．６４１ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径７０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066034 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径８５ｍｍ ６．９０４ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径８５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917066036 銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径１００ｍｍ ８．１６７ｋｇ／ｍ 銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径１００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115002 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径４ｍｍ ０．０６８ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径４ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115004 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径５ｍｍ ０．０９０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115006 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径６ｍｍ ０．１１１ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径６ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115008 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径７ｍｍ ０．１３３ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径７ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115010 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径８ｍｍ ０．１５４ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径８ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115012 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径９ｍｍ ０．１７５ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径９ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115014 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．１９７ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径１０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115016 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．２４０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径１２ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115018 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．３０４ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径１５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115020 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径２０ｍｍ ０．４１１ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径２０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917115022 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径２５ｍｍ ０．５１８ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径２５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115024 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径３０ｍｍ ０．６２５ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径３０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115026 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径４０ｍｍ ０．８３９ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径４０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115028 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径５０ｍｍ １．０５３ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径５０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115030 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径６０ｍｍ １．２６７ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径６０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115032 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径７０ｍｍ １．４８１ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径７０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115034 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径８５ｍｍ １．８０２ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径８５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115036 黄銅管　増値 肉厚０．８ｍｍ 外径１００ｍｍ ２．１２３ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ０．８ｍｍ　径１００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115202 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径４ｍｍ ０．０８０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径４ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115204 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径５ｍｍ ０．１０７ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115206 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径６ｍｍ ０．１３４ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径６ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115208 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径７ｍｍ ０．１６０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径７ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115210 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径８ｍｍ ０．１８７ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径８ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115212 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径９ｍｍ ０．２１４ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径９ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115214 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．２４０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径１０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115216 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．２９４ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径１２ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115218 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．３７４ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径１５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115220 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径２０ｍｍ ０．５０７ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径２０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917115222 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径２５ｍｍ ０．６４１ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径２５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115224 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径３０ｍｍ ０．７７４ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径３０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115226 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径４０ｍｍ １．０４１ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径４０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115228 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径５０ｍｍ １．３０８ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径５０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115230 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径６０ｍｍ １．５７５ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径６０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115232 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径７０ｍｍ １．８４２ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径７０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115234 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径８５ｍｍ ２．２４３ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径８５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115236 黄銅管　増値 肉厚１．０ｍｍ 外径１００ｍｍ ２．６４３ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１ｍｍ　径１００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115402 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径４ｍｍ －ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径４ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115404 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径５ｍｍ ０．１４０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115406 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径６ｍｍ ０．１８０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径６ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115408 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径７ｍｍ ０．２２０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径７ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115410 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径８ｍｍ ０．２６０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径８ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115412 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径９ｍｍ ０．３００ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径９ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115414 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．３４０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径１０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115416 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．４２０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径１２ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115418 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．５４０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径１５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115420 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径２０ｍｍ ０．７４０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径２０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917115422 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径２５ｍｍ ０．９４０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径２５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115424 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径３０ｍｍ １．１４０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径３０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115426 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径４０ｍｍ １．５４０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径４０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115428 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径５０ｍｍ １．９４０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径５０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115430 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径６０ｍｍ ２．３４０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径６０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115432 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径７０ｍｍ ２．７４０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径７０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115434 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径８５ｍｍ ３．３４０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径８５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115436 黄銅管　増値 肉厚１．５ｍｍ 外径１００ｍｍ ３．９４０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ１．５ｍｍ　径１００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115602 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径４ｍｍ －ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径４ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115604 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径５ｍｍ －ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115606 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径６ｍｍ ０．２１４ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径６ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115608 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径７ｍｍ ０．２６７ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径７ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115610 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径８ｍｍ ０．３２０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径８ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115612 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径９ｍｍ ０．３７４ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径９ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115614 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径１０ｍｍ ０．４２７ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径１０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115616 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径１２ｍｍ ０．５３４ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径１２ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115618 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．６９４ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径１５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115620 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径２０ｍｍ ０．９６１ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径２０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属
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伸銅品の質量と増値 0917115622 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径２５ｍｍ １．２２８ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径２５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115624 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径３０ｍｍ １．４９５ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径３０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115626 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径４０ｍｍ ２．０２９ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径４０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115628 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径５０ｍｍ ２．５６３ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径５０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115630 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径６０ｍｍ ３．０９７ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径６０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115632 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径７０ｍｍ ３．６３１ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径７０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115634 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径８５ｍｍ ４．４３２ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径８５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115636 黄銅管　増値 肉厚２．０ｍｍ 外径１００ｍｍ ５．２３３ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ２ｍｍ　径１００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115802 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径４ｍｍ －ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径４ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115804 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径５ｍｍ －ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115806 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径６ｍｍ －ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径６ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115808 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径７ｍｍ －ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径７ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115810 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径８ｍｍ －ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径８ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115812 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径９ｍｍ －ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径９ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115814 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径１０ｍｍ －ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径１０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115816 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径１２ｍｍ －ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径１２ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115818 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径１５ｍｍ ０．９６１ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径１５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115820 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径２０ｍｍ １．３６２ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径２０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

203 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

伸銅品の質量と増値 0917115822 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径２５ｍｍ １．７６２ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径２５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115824 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径３０ｍｍ ２．１６３ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径３０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115826 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径４０ｍｍ ２．９６３ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径４０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115828 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径５０ｍｍ ３．７６５ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径５０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115830 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径６０ｍｍ ４．５６６ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径６０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115832 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径７０ｍｍ ５．３６７ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径７０ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115834 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径８５ｍｍ ６．５６８ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径８５ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

伸銅品の質量と増値 0917115836 黄銅管　増値 肉厚３．０ｍｍ 外径１００ｍｍ ７．７７０ｋｇ／ｍ 黄銅管　増値 Ｔ３ｍｍ　径１００ｍｍ ｋｇ 77 ○ ○ 0917 非鉄金属

セメント（バラ） 0301011110 セメント（バラ） 普通ポルトランド ポルトランドセメント　普通 バラ物 ｔ 79 ○ ○ 0301 セメント

セメント（バラ） 0301012110 セメント（バラ） 早強ポルトランド ポルトランドセメント　早強 バラ物 ｔ 79 ○ ○ 0301 セメント

セメント（バラ） 0301022110 セメント（バラ） 高炉Ｂ 高炉セメント　Ｂ種 バラ物 ｔ 79 ○ ○ 0301 セメント

特殊セメント（袋） 0301041210 特殊セメント（袋） アルミナセメント ２５ｋｇ袋 アルミナセメント ２５ｋｇ入袋物 袋 79 ○ ○ 0301 セメント

特殊セメント（袋）―ブランド品― 0301053220 特殊セメント（袋） スーパージェットセメント 超速硬セメント ２０ｋｇ袋 小野田ケミコ スーパージェットセメント 超速硬セメント　２０ｋｇ袋 袋 79 ○ ○ 0301 セメント

特殊セメント（袋）―ブランド品― 0301051212 特殊セメント（袋） ジェットセメントＮＥＸＴ 超速硬セメント ２０ｋｇ袋 住友大阪セメント ジェットセメントＮＥＸＴ 超速硬セメント　２０ｋｇ袋 袋 79 ○ ○ 0301 セメント

特殊セメント（袋）―ブランド品― 0301057210 特殊セメント（袋） マイルドジェット 超速硬セメント ２５ｋｇ袋 住友大阪セメント マイルドジェット 超速硬セメント　２５ｋｇ袋 袋 79 ○ ○ 0301 セメント

特殊セメント（袋）―ブランド品― 0301056210 特殊セメント（袋） デンカスーパーセメント 超速硬セメント ２５ｋｇ袋 デンカ デンカスーパーセメント 超速硬セメント　２５ｋｇ袋 袋 79 ○ ○ 0301 セメント

特殊セメント（袋）―ブランド品― 0301065210 特殊セメント（袋） ナイダスト テフロン処理防塵セメント ２５ｋｇ袋 麻生セメント ナイダスト　テフロン処理 防塵セメント　２５ｋｇ袋 袋 79 ○ ○ 0301 セメント

特殊セメント（袋）―ブランド品― 0301062210 特殊セメント（袋） ミクロメント 微粒子注入材 ２０ｋｇ袋 岩水商事 ミクロメント 微粒子注入材　２０ｋｇ袋 袋 79 ○ ○ 0301 セメント
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特殊セメント（袋）―ブランド品― 0301063230 特殊セメント（袋） 太平洋アロフィクスＭＣ 超微粒子注入材 ２０ｋｇ袋 太平洋マテリアル 太平洋アロフィクスＭＣ 超微粒子注入材　２０ｋｇ袋 袋 79 ○ ○ 0301 セメント

特殊セメント（袋）―ブランド品― 0301061240 特殊セメント（袋） デンカコロイダルセメント 微粒子注入材 ２０ｋｇ袋 デンカ デンカコロイダルセメント 微粒子注入材　２０ｋｇ袋 袋 79 ○ ○ 0301 セメント

特殊セメント（袋）―ブランド品― 0301061230 特殊セメント（袋） 日鐵スーパーファイン 水硬性超微粒子注入材 ２０ｋｇ袋 日鉄セメント 日鐵スーパーファイン 水硬性超微粒子注入材２０ｋｇ袋 袋 79 ○ ○ 0301 セメント

特殊セメント（袋）―ブランド品― 0301061260 特殊セメント（袋） ハイスタッフ 超微粒子注入材（コンクリートひび割れ用） １２ｋｇ箱 日鉄セメント ハイスタッフ 超微粒子注入材　１２ｋｇ箱 箱 79 ○ ○ 0301 セメント

セメント（袋） 0301011220 セメント（袋） 普通ポルトランド ２５ｋｇ入 ポルトランドセメント　普通 ２５ｋｇ入袋物 袋 80 ○ ○ 0301 セメント

セメント（袋） 0301012220 セメント（袋） 早強ポルトランド ２５ｋｇ入 ポルトランドセメント　早強 ２５ｋｇ入袋物 袋 80 ○ ○ 0301 セメント

セメント（袋） 0301022220 セメント（袋） 高炉Ｂ ２５ｋｇ入 高炉セメント　Ｂ種 ２５ｋｇ入袋物 袋 80 ○ ○ 0301 セメント

レディーミクストコンクリート 0303011822 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） １８－８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303011823 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１０－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） １８－１０－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303011824 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） １８－１２－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303011825 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） １８－１５－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303011826 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） １８－１８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012122 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２１－８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012123 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１０－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２１－１０－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012124 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２１－１２－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012125 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１５－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２１－１５－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012126 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２１－１８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012129 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－２１－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２１－２１－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303012422 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２４－８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012423 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１０－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２４－１０－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012424 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２４－１２－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012425 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１５－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２４－１５－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012426 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２４－１８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012429 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－２１－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２４－２１－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012722 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２７－８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012723 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１０－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２７－１０－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012724 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１２－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２７－１２－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012725 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１５－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２７－１５－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012726 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２７－１８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012729 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－２１－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２７－２１－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013022 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３０－８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013023 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１０－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３０－１０－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013024 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３０－１２－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013025 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１５－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３０－１５－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013026 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３０－１８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013029 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－２１－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３０－２１－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303013322 レディーミクストコンクリート 普通 ３３－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３３－８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013303 レディーミクストコンクリート 普通 ３３－１０－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３３－１０－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013323 レディーミクストコンクリート 普通 ３３－１２－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３３－１２－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013324 レディーミクストコンクリート 普通 ３３－１５－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３３－１５－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013325 レディーミクストコンクリート 普通 ３３－１８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３３－１８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013326 レディーミクストコンクリート 普通 ３３－２１－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３３－２１－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013622 レディーミクストコンクリート 普通 ３６－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３６－８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013603 レディーミクストコンクリート 普通 ３６－１０－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３６－１０－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013623 レディーミクストコンクリート 普通 ３６－１２－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３６－１２－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013624 レディーミクストコンクリート 普通 ３６－１５－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３６－１５－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013625 レディーミクストコンクリート 普通 ３６－１８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３６－１８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013626 レディーミクストコンクリート 普通 ３６－２１－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３６－２１－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014022 レディーミクストコンクリート 普通 ４０－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４０－８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014023 レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１０－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４０－１０－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014024 レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１２－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４０－１２－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014025 レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１５－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４０－１５－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014026 レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４０－１８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014029 レディーミクストコンクリート 普通 ４０－２１－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４０－２１－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303014222 レディーミクストコンクリート 普通 ４２－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４２－８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014223 レディーミクストコンクリート 普通 ４２－１０－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４２－１０－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014224 レディーミクストコンクリート 普通 ４２－１２－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４２－１２－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014225 レディーミクストコンクリート 普通 ４２－１５－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４２－１５－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014226 レディーミクストコンクリート 普通 ４２－１８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４２－１８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014229 レディーミクストコンクリート 普通 ４２－２１－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４２－２１－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014522 レディーミクストコンクリート 普通 ４５－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４５－８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014523 レディーミクストコンクリート 普通 ４５－１０－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４５－１０－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014524 レディーミクストコンクリート 普通 ４５－１２－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４５－１２－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014525 レディーミクストコンクリート 普通 ４５－１５－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４５－１５－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014526 レディーミクストコンクリート 普通 ４５－１８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４５－１８－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303014529 レディーミクストコンクリート 普通 ４５－２１－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ４５－２１－２５（２０） ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303011841 レディーミクストコンクリート 普通 １８－５－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） １８－５－４０ ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303011842 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） １８－８－４０ ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303011843 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１０－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） １８－１０－４０ ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303011844 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） １８－１２－４０ ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303011845 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） １８－１５－４０ ｍ３ 82 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012141 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－５－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２１－５－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303012142 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２１－８－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012143 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１０－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２１－１０－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012144 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２１－１２－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012145 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１５－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２１－１５－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012441 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－５－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２４－５－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012442 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２４－８－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012443 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１０－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２４－１０－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012444 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２４－１２－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012445 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１５－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２４－１５－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012741 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－５－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２７－５－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012742 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－８－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２７－８－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012743 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１０－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２７－１０－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012744 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１２－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２７－１２－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012745 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１５－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ２７－１５－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013041 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－５－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３０－５－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013042 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３０－８－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013043 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１０－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３０－１０－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013044 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３０－１２－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303013045 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１５－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） ３０－１５－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303016440 レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－２．５－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） 曲げ４．５－２．５－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303016442 レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－６．５－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（普通） 曲げ４．５－６．５－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303051822 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） １８－８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303051823 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１０－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） １８－１０－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303051824 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） １８－１２－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303051825 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） １８－１５－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303051826 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） １８－１８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052122 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２１－８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052123 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１０－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２１－１０－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052124 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２１－１２－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052125 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２１－１５－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052126 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２１－１８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052129 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２１－２１－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052422 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２４－８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052423 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１０－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２４－１０－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052424 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２４－１２－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052425 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２４－１５－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303052426 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２４－１８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052429 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２４－２１－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052722 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２７－８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052723 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１０－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２７－１０－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052724 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２７－１２－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052725 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２７－１５－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052726 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２７－１８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052729 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２７－２１－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053022 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３０－８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053023 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１０－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３０－１０－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053024 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３０－１２－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053025 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３０－１５－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053026 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３０－１８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053029 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３０－２１－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053322 レディーミクストコンクリート 高炉 ３３－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３３－８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053303 レディーミクストコンクリート 高炉 ３３－１０－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３３－１０－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053323 レディーミクストコンクリート 高炉 ３３－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３３－１２－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053324 レディーミクストコンクリート 高炉 ３３－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３３－１５－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303053325 レディーミクストコンクリート 高炉 ３３－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３３－１８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053326 レディーミクストコンクリート 高炉 ３３－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３３－２１－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053622 レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３６－８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053603 レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－１０－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３６－１０－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053623 レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３６－１２－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053624 レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３６－１５－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053625 レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３６－１８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053626 レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３６－２１－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054022 レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４０－８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054023 レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－１０－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４０－１０－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054024 レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４０－１２－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054025 レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４０－１５－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054026 レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４０－１８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054029 レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４０－２１－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054222 レディーミクストコンクリート 高炉 ４２－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４２－８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054223 レディーミクストコンクリート 高炉 ４２－１０－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４２－１０－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054224 レディーミクストコンクリート 高炉 ４２－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４２－１２－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054225 レディーミクストコンクリート 高炉 ４２－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４２－１５－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303054226 レディーミクストコンクリート 高炉 ４２－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４２－１８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054229 レディーミクストコンクリート 高炉 ４２－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４２－２１－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054522 レディーミクストコンクリート 高炉 ４５－８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４５－８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054523 レディーミクストコンクリート 高炉 ４５－１０－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４５－１０－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054524 レディーミクストコンクリート 高炉 ４５－１２－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４５－１２－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054525 レディーミクストコンクリート 高炉 ４５－１５－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４５－１５－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054526 レディーミクストコンクリート 高炉 ４５－１８－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４５－１８－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303054529 レディーミクストコンクリート 高炉 ４５－２１－２５（２０） Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ４５－２１－２５（２０）　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303051841 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） １８－５－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303051842 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） １８－８－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303051843 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１０－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） １８－１０－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303051844 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） １８－１２－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303051845 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） １８－１５－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052141 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２１－５－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052142 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２１－８－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052143 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１０－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２１－１０－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052144 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２１－１２－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052145 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２１－１５－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303052441 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２４－５－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052442 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２４－８－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052443 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１０－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２４－１０－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052444 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２４－１２－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052445 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２４－１５－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052741 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２７－５－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052742 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－８－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２７－８－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052743 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１０－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２７－１０－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052744 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１２－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２７－１２－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303052745 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ２７－１５－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053041 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３０－５－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053042 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３０－８－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053043 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１０－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３０－１０－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053044 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３０－１２－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053045 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） ３０－１５－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303056440 レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－２．５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） 曲げ４．５－２．５－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303056442 レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－６．５－４０ Ｂ種 ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（高炉） 曲げ４．５－６．５－４０　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303041822 レディーミクストコンクリート 早強 １８－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） １８－８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303041823 レディーミクストコンクリート 早強 １８－１０－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） １８－１０－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303041824 レディーミクストコンクリート 早強 １８－１２－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） １８－１２－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303041825 レディーミクストコンクリート 早強 １８－１５－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） １８－１５－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303041826 レディーミクストコンクリート 早強 １８－１８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） １８－１８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303042122 レディーミクストコンクリート 早強 ２１－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ２１－８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303042123 レディーミクストコンクリート 早強 ２１－１０－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ２１－１０－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303042124 レディーミクストコンクリート 早強 ２１－１２－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ２１－１２－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303042125 レディーミクストコンクリート 早強 ２１－１５－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ２１－１５－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303042126 レディーミクストコンクリート 早強 ２１－１８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ２１－１８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303042422 レディーミクストコンクリート 早強 ２４－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ２４－８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303042423 レディーミクストコンクリート 早強 ２４－１０－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ２４－１０－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303042722 レディーミクストコンクリート 早強 ２７－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ２７－８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303042723 レディーミクストコンクリート 早強 ２７－１０－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ２７－１０－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303043022 レディーミクストコンクリート 早強 ３０－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ３０－８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303043322 レディーミクストコンクリート 早強 ３３－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ３３－８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303043622 レディーミクストコンクリート 早強 ３６－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ３６－８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303044022 レディーミクストコンクリート 早強 ４０－８－２５（２０） ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ４０－８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303041842 レディーミクストコンクリート 早強 １８－８－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） １８－８－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303041844 レディーミクストコンクリート 早強 １８－１２－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） １８－１２－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303042142 レディーミクストコンクリート 早強 ２１－８－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ２１－８－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303042144 レディーミクストコンクリート 早強 ２１－１２－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ２１－１２－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303042442 レディーミクストコンクリート 早強 ２４－８－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ２４－８－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303042444 レディーミクストコンクリート 早強 ２４－１２－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） ２４－１２－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303046440 レディーミクストコンクリート 早強 曲げ４．５－２．５－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） 曲げ４．５－２．５－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303046442 レディーミクストコンクリート 早強 曲げ４．５－６．５－４０ ＪＩＳ　Ａ　５３０８ 生コンクリート（早強） 曲げ４．５－６．５－４０ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303019905 レディーミクストコンクリート 小型車割増 生コンクリート（普通） 小型車割増し額 ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303059500 レディーミクストコンクリート 高炉割引 高炉セメント・Ｂ種　全規格 高炉セメント使用割引額 全規格　Ｂ種 ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

モルタル 0303030010 モルタル 配合　１：１ モルタル 配合　１：１ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

モルタル 0303030020 モルタル 配合　１：２ モルタル 配合　１：２ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

モルタル 0303030030 モルタル 配合　１：３ モルタル 配合　１：３ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

モルタル 0303030040 モルタル 配合　１：４ モルタル 配合　１：４ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

モルタル 0303030050 モルタル 配合　１：５ モルタル 配合　１：５ ｍ３ 83 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049202 早強セメント使用生コン割増額 １８－８－２５（２０） 早強セメント使用割増額 １８－８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049203 早強セメント使用生コン割増額 １８－１０－２５（２０） 早強セメント使用割増額 １８－１０－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049204 早強セメント使用生コン割増額 １８－１２－２５（２０） 早強セメント使用割増額 １８－１２－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049206 早強セメント使用生コン割増額 １８－１５－２５（２０） 早強セメント使用割増額 １８－１５－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート
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早強セメント使用生コン割増額 0303049208 早強セメント使用生コン割増額 １８－１８－２５（２０） 早強セメント使用割増額 １８－１８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049302 早強セメント使用生コン割増額 ２１－８－２５（２０） 早強セメント使用割増額 ２１－８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049303 早強セメント使用生コン割増額 ２１－１０－２５（２０） 早強セメント使用割増額 ２１－１０－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049304 早強セメント使用生コン割増額 ２１－１２－２５（２０） 早強セメント使用割増額 ２１－１２－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049306 早強セメント使用生コン割増額 ２１－１５－２５（２０） 早強セメント使用割増額 ２１－１５－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049308 早強セメント使用生コン割増額 ２１－１８－２５（２０） 早強セメント使用割増額 ２１－１８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049402 早強セメント使用生コン割増額 ２４－８－２５（２０） 早強セメント使用割増額 ２４－８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049403 早強セメント使用生コン割増額 ２４－１０－２５（２０） 早強セメント使用割増額 ２４－１０－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049502 早強セメント使用生コン割増額 ２７－８－２５（２０） 早強セメント使用割増額 ２７－８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049553 早強セメント使用生コン割増額 ２７－１０－２５（２０） 早強セメント使用割増額 ２７－１０－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049602 早強セメント使用生コン割増額 ３０－８－２５（２０） 早強セメント使用割増額 ３０－８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049902 早強セメント使用生コン割増額 ３３－８－２５（２０） 早強セメント使用割増額 ３３－８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049002 早強セメント使用生コン割増額 ３６－８－２５（２０） 早強セメント使用割増額 ３６－８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049702 早強セメント使用生コン割増額 ４０－８－２５（２０） 早強セメント使用割増額 ４０－８－２５（２０） ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049212 早強セメント使用生コン割増額 １８－８－４０ 早強セメント使用割増額 １８－８－４０ ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049214 早強セメント使用生コン割増額 １８－１２－４０ 早強セメント使用割増額 １８－１２－４０ ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049312 早強セメント使用生コン割増額 ２１－８－４０ 早強セメント使用割増額 ２１－８－４０ ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049314 早強セメント使用生コン割増額 ２１－１２－４０ 早強セメント使用割増額 ２１－１２－４０ ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート
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早強セメント使用生コン割増額 0303049404 早強セメント使用生コン割増額 ２４－８－４０ 早強セメント使用割増額 ２４－８－４０ ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049406 早強セメント使用生コン割増額 ２４－１２－４０ 早強セメント使用割増額 ２４－１２－４０ ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049802 早強セメント使用生コン割増額 曲げ４．５－２．５－４０ 早強セメント使用割増額 曲げ４．５－２．５－４０ ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

早強セメント使用生コン割増額 0303049806 早強セメント使用生コン割増額 曲げ４．５－６．５－４０ 早強セメント使用割増額 曲げ４．５－６．５－４０ ｍ３ 83 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303059000 レディーミクストコンクリート 高炉セメント（Ｂ種）使用割増額 全規格 高炉セメント使用割増額 全規格　Ｂ種 ｍ３ 85 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 0303059001 高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 １８－８～１８－２５（２０） 高炉セメント使用割増額 １８－８～１８－２５（２０）Ｂ ｍ３ 116 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 0303059002 高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ２１－８～２１－２５（２０） 高炉セメント使用割増額 ２１－８～２１－２５（２０）Ｂ ｍ３ 116 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 0303059003 高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ２４－８～２１－２５（２０） 高炉セメント使用割増額 ２４－８～２１－２５（２０）Ｂ ｍ３ 116 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 0303059004 高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ２７－８～２１－２５（２０） 高炉セメント使用割増額 ２７－８～２１－２５（２０）Ｂ ｍ３ 116 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 0303059005 高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ３０－８～２１－２５（２０） 高炉セメント使用割増額 ３０－８～２１－２５（２０）Ｂ ｍ３ 116 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 0303059006 高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ３３－８～２１－２５（２０） 高炉セメント使用割増額 ３３－８～２１－２５（２０）Ｂ ｍ３ 116 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 0303059007 高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ３６－８～２１－２５（２０） 高炉セメント使用割増額 ３６－８～２１－２５（２０）Ｂ ｍ３ 116 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 0303059008 高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ４０－８～２１－２５（２０） 高炉セメント使用割増額 ４０－８～２１－２５（２０）Ｂ ｍ３ 116 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 0303059009 高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ４２－８～２１－２５（２０） 高炉セメント使用割増額 ４２－８～２１－２５（２０）Ｂ ｍ３ 116 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 0303059010 高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ４５－８～２１－２５（２０） 高炉セメント使用割増額 ４５－８～２１－２５（２０）Ｂ ｍ３ 116 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 0303059097 高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 １８－５～１５－４０ 高炉セメント使用割増額 １８－５～１５－４０　Ｂ種 ｍ３ 116 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 0303059098 高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ２１－５～１５－４０ 高炉セメント使用割増額 ２１－５～１５－４０　Ｂ種 ｍ３ 116 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 0303059099 高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ２４－５～１５－４０ 高炉セメント使用割増額 ２４－５～１５－４０　Ｂ種 ｍ３ 116 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート
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高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 0303059100 高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ２７－５～１５－４０ 高炉セメント使用割増額 ２７－５～１５－４０　Ｂ種 ｍ３ 116 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 0303059101 高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 ３０－５～１５－４０ 高炉セメント使用割増額 ３０－５～１５－４０　Ｂ種 ｍ３ 116 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 0303059103 高炉セメント（Ｂ種）使用生コン割増額 曲げ４．５－２．５・６．５－４０ 高炉セメント使用割増額 曲４．５－２．５・６．５－４０ ｍ３ 116 ○ × 0303 レディーミクストコンクリート

特殊コンクリート 0305010001 特殊コンクリート 超速硬生コン 昼間 特殊コンクリート　超速硬生コン 昼間 ｍ３ 116 ○ ○ 0305 特殊コンクリート

特殊コンクリート 0305010002 特殊コンクリート 超速硬生コン 夜間 特殊コンクリート　超速硬生コン 夜間 ｍ３ 116 ○ ○ 0305 特殊コンクリート

特殊コンクリート 0305010003 特殊コンクリート 超速硬生コン スチールファイバー入り 昼間 特殊コンクリート　超速硬生コン スチールファイバー入り　昼間 ｍ３ 116 ○ ○ 0305 特殊コンクリート

特殊コンクリート 0305010004 特殊コンクリート 超速硬生コン スチールファイバー入り 夜間 特殊コンクリート　超速硬生コン スチールファイバー入り　夜間 ｍ３ 116 ○ ○ 0305 特殊コンクリート

特殊コンクリート―ブランド品― 0301054210 特殊コンクリート スピリット 超速硬セメント ２０ｋｇ／袋 エレホン・化成工業 スピリット 超速硬セメント　２０ｋｇ／袋 袋 116 ○ ○ 0301 セメント

特殊コンクリート―ブランド品― 0301053210 特殊コンクリート ジェットモルタル 超速硬モルタル ２０ｋｇ／袋 小野田ケミコ ジェットモルタル 超速硬モルタル　２０ｋｇ／袋 袋 116 ○ ○ 0301 セメント

特殊コンクリート―ブランド品― 0301051710 特殊コンクリート ジョイントクリート 超速硬化型セメント ２０ｋｇ／缶 山王 ジョイントクリート 超速硬化型セメント　２０ｋｇ缶 缶 116 ○ ○ 0301 セメント

特殊コンクリート―ブランド品― 0301058210 特殊コンクリート スーパーセット４５ 超速硬モルタル ２５ｋｇ／袋 ＮＩＰＰＯ スーパーセット４５ 超速硬モルタル　２５ｋｇ／袋 袋 116 ○ ○ 0301 セメント

特殊コンクリート―ブランド品― 0301059210 特殊コンクリート マスターエマコＴ５４５ 超早強モルタル ２５ｋｇ／袋 ポゾリス　ソリューションズ マスターエマコＴ５４５ 超早強モルタル　２５ｋｇ／袋 袋 116 ○ ○ 0301 セメント

特殊コンクリート―ブランド品― 0301059220 特殊コンクリート エムケイクリート４５ 超早強モルタル ２０ｋｇ／缶 美松工業 エムケイクリート４５ 超早強モルタル　２０ｋｇ／缶 缶 116 ○ ○ 0301 セメント

軽量コンクリート 0303021811 軽量コンクリート １８－１８・２１－１５ １．９ 軽量コンクリート（１．９） １８－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022111 軽量コンクリート ２１－１８・２１－１５ １．９ 軽量コンクリート（１．９） ２１－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022411 軽量コンクリート ２４－１８・２１－１５ １．９ 軽量コンクリート（１．９） ２４－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022711 軽量コンクリート ２７－１８・２１－１５ １．９ 軽量コンクリート（１．９） ２７－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023011 軽量コンクリート ３０－１８・２１－１５ １．９ 軽量コンクリート（１．９） ３０－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

219 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

軽量コンクリート 0303023311 軽量コンクリート ３３－１８・２１－１５ １．９ 軽量コンクリート（１．９） ３３－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023611 軽量コンクリート ３６－１８・２１－１５ １．９ 軽量コンクリート（１．９） ３６－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303024011 軽量コンクリート ４０－１８・２１－１５ １．９ 軽量コンクリート（１．９） ４０－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303021821 軽量コンクリート １８－１８・２１－１５ １．８５ 軽量コンクリート（１．８５） １８－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022121 軽量コンクリート ２１－１８・２１－１５ １．８５ 軽量コンクリート（１．８５） ２１－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022421 軽量コンクリート ２４－１８・２１－１５ １．８５ 軽量コンクリート（１．８５） ２４－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022721 軽量コンクリート ２７－１８・２１－１５ １．８５ 軽量コンクリート（１．８５） ２７－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023021 軽量コンクリート ３０－１８・２１－１５ １．８５ 軽量コンクリート（１．８５） ３０－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023321 軽量コンクリート ３３－１８・２１－１５ １．８５ 軽量コンクリート（１．８５） ３３－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023621 軽量コンクリート ３６－１８・２１－１５ １．８５ 軽量コンクリート（１．８５） ３６－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303024021 軽量コンクリート ４０－１８・２１－１５ １．８５ 軽量コンクリート（１．８５） ４０－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303021831 軽量コンクリート １８－１８・２１－１５ １．８ 軽量コンクリート（１．８） １８－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022131 軽量コンクリート ２１－１８・２１－１５ １．８ 軽量コンクリート（１．８） ２１－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022431 軽量コンクリート ２４－１８・２１－１５ １．８ 軽量コンクリート（１．８） ２４－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022731 軽量コンクリート ２７－１８・２１－１５ １．８ 軽量コンクリート（１．８） ２７－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023031 軽量コンクリート ３０－１８・２１－１５ １．８ 軽量コンクリート（１．８） ３０－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023331 軽量コンクリート ３３－１８・２１－１５ １．８ 軽量コンクリート（１．８） ３３－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023631 軽量コンクリート ３６－１８・２１－１５ １．８ 軽量コンクリート（１．８） ３６－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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軽量コンクリート 0303024031 軽量コンクリート ４０－１８・２１－１５ １．８ 軽量コンクリート（１．８） ４０－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303021841 軽量コンクリート １８－１８・２１－１５ １．７５ 軽量コンクリート（１．７５） １８－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022141 軽量コンクリート ２１－１８・２１－１５ １．７５ 軽量コンクリート（１．７５） ２１－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022441 軽量コンクリート ２４－１８・２１－１５ １．７５ 軽量コンクリート（１．７５） ２４－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022741 軽量コンクリート ２７－１８・２１－１５ １．７５ 軽量コンクリート（１．７５） ２７－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023041 軽量コンクリート ３０－１８・２１－１５ １．７５ 軽量コンクリート（１．７５） ３０－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023341 軽量コンクリート ３３－１８・２１－１５ １．７５ 軽量コンクリート（１．７５） ３３－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023641 軽量コンクリート ３６－１８・２１－１５ １．７５ 軽量コンクリート（１．７５） ３６－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303024041 軽量コンクリート ４０－１８・２１－１５ １．７５ 軽量コンクリート（１．７５） ４０－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303021851 軽量コンクリート １８－１８・２１－１５ １．７ 軽量コンクリート（１．７） １８－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022151 軽量コンクリート ２１－１８・２１－１５ １．７ 軽量コンクリート（１．７） ２１－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022451 軽量コンクリート ２４－１８・２１－１５ １．７ 軽量コンクリート（１．７） ２４－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022751 軽量コンクリート ２７－１８・２１－１５ １．７ 軽量コンクリート（１．７） ２７－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023051 軽量コンクリート ３０－１８・２１－１５ １．７ 軽量コンクリート（１．７） ３０－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023351 軽量コンクリート ３３－１８・２１－１５ １．７ 軽量コンクリート（１．７） ３３－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023651 軽量コンクリート ３６－１８・２１－１５ １．７ 軽量コンクリート（１．７） ３６－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303024051 軽量コンクリート ４０－１８・２１－１５ １．７ 軽量コンクリート（１．７） ４０－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303021861 軽量コンクリート １８－１８・２１－１５ １．６５ 軽量コンクリート（１．６５） １８－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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軽量コンクリート 0303022161 軽量コンクリート ２１－１８・２１－１５ １．６５ 軽量コンクリート（１．６５） ２１－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022461 軽量コンクリート ２４－１８・２１－１５ １．６５ 軽量コンクリート（１．６５） ２４－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022761 軽量コンクリート ２７－１８・２１－１５ １．６５ 軽量コンクリート（１．６５） ２７－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023061 軽量コンクリート ３０－１８・２１－１５ １．６５ 軽量コンクリート（１．６５） ３０－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023361 軽量コンクリート ３３－１８・２１－１５ １．６５ 軽量コンクリート（１．６５） ３３－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023661 軽量コンクリート ３６－１８・２１－１５ １．６５ 軽量コンクリート（１．６５） ３６－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303024061 軽量コンクリート ４０－１８・２１－１５ １．６５ 軽量コンクリート（１．６５） ４０－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303021871 軽量コンクリート １８－１８・２１－１５ １．６ 軽量コンクリート（１．６） １８－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022171 軽量コンクリート ２１－１８・２１－１５ １．６ 軽量コンクリート（１．６） ２１－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022471 軽量コンクリート ２４－１８・２１－１５ １．６ 軽量コンクリート（１．６） ２４－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022771 軽量コンクリート ２７－１８・２１－１５ １．６ 軽量コンクリート（１．６） ２７－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023071 軽量コンクリート ３０－１８・２１－１５ １．６ 軽量コンクリート（１．６） ３０－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023371 軽量コンクリート ３３－１８・２１－１５ １．６ 軽量コンクリート（１．６） ３３－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023671 軽量コンクリート ３６－１８・２１－１５ １．６ 軽量コンクリート（１．６） ３６－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303024071 軽量コンクリート ４０－１８・２１－１５ １．６ 軽量コンクリート（１．６） ４０－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303021881 軽量コンクリート １８－１８・２１－１５ １．５５ 軽量コンクリート（１．５５） １８－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022181 軽量コンクリート ２１－１８・２１－１５ １．５５ 軽量コンクリート（１．５５） ２１－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303022481 軽量コンクリート ２４－１８・２１－１５ １．５５ 軽量コンクリート（１．５５） ２４－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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軽量コンクリート 0303022781 軽量コンクリート ２７－１８・２１－１５ １．５５ 軽量コンクリート（１．５５） ２７－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023081 軽量コンクリート ３０－１８・２１－１５ １．５５ 軽量コンクリート（１．５５） ３０－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023381 軽量コンクリート ３３－１８・２１－１５ １．５５ 軽量コンクリート（１．５５） ３３－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303023681 軽量コンクリート ３６－１８・２１－１５ １．５５ 軽量コンクリート（１．５５） ３６－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

軽量コンクリート 0303024081 軽量コンクリート ４０－１８・２１－１５ １．５５ 軽量コンクリート（１．５５） ４０－１８・２１－１５ ｍ３ 117 ○ ○ 0303 レディーミクストコンクリート

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311011605 ＡＥ剤 マイテイＡＥ－０３ 標準混和量０．０３～０．０５％ 花王 ＡＥ剤 マイテイＡＥ－０３ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311010405 ＡＥ剤 ダラベアＡＥＡ 標準混和量０．０２～０．０４％ ＧＣＰケミカルズ ＡＥ剤 ダラベアＡＥＡ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311010605 ＡＥ剤 チューポールＣ 標準混和量０．０３～０．０５％ 竹本油脂 ＡＥ剤 チューポールＣ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311011405 ＡＥ剤 フローリックＡＥ－４，６ 標準混和量０．００２～０．０２％ フローリック ＡＥ剤 フローリックＡＥ－４・６ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311011406 ＡＥ剤 フローリックＡＥ１５０ 標準混和量０．００１～０．０１％ フローリック ＡＥ剤 フローリックＡＥ１５０ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311010208 ＡＥ剤 ヴィンソル 標準混和量０．０４％ 山宗化学 ＡＥ剤 ヴィンソル リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311010213 ＡＥ剤 ヴィンソル７０ 標準混和量０．０５％ 山宗化学 ＡＥ剤 ヴィンソル７０ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311010215 ＡＥ剤 ヴィンソル７０ＬＴ 標準混和量０．１％ 山宗化学 ＡＥ剤 ヴィンソル７０ＬＴ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021015 減水剤（非ＡＥ） コンプラスト２１１ 標準形 標準混和量０．３～０．６％ 東亜貿易 減水剤 コンプラスト２１１ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021235 減水剤（非ＡＥ） フローリックＨ６０ 標準形 標準混和量０．５～１．０％ フローリック 減水剤 フローリックＨ６０ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022225 減水剤（非ＡＥ） フローリックＰＡ 標準形 標準混和量１．０～２．０％ フローリック 減水剤 フローリックＰＡ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021020 減水剤（非ＡＥ） コンプラストＲＰ２６４ 遅延形 標準混和量０．３～０．６％ 東亜貿易 減水剤 コンプラストＲＰ２６４ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021810 ＡＥ減水剤 ＷＲＤＡ 標準形 標準混和量０．４％ ＧＣＰケミカルズ 減水剤 ＷＲＤＡ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤
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コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022005 ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ 標準形 標準混和量０．１％ 竹本油脂 減水剤 チューポールＥＸ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022025 ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ２０ 標準形 標準混和量０．２～０．４％ 竹本油脂 減水剤 チューポールＥＸ２０ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022055 ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ５０ 標準形 標準混和量０．２～０．５％ 竹本油脂 減水剤 チューポールＥＸ５０ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022065 ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ６０ 標準形 標準混和量０．５～２．０％ 竹本油脂 減水剤 チューポールＥＸ６０ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021610 ＡＥ減水剤 プラストクリートＮＣ 標準形 標準混和量０．２～０．６％ 日本シーカ 減水剤 プラストクリートＮＣ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021305 ＡＥ減水剤 フローリックＳ 標準形 標準混和量０．８～２．０％ フローリック 減水剤 フローリックＳ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021310 ＡＥ減水剤 フローリックＳＶ１０ 標準形 標準混和量０．７～１．５％ フローリック 減水剤 フローリックＳＶ１０ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021315 ＡＥ減水剤 フローリックＳＧ 標準形 標準混和量１．０～２．０％ フローリック 減水剤 フローリックＳＧ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020860 ＡＥ減水剤 マスターポゾリスＮｏ．７０ 標準形 標準混和量０．２～０．５％ ポゾリス　ソリューションズ 減水剤 マスターポゾリスＮｏ．７０ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020876 ＡＥ減水剤 マスターポゾリス７８Ｓ 標準形 標準混和量０．６～１．５％ ポゾリス　ソリューションズ 減水剤 マスターポゾリス７８Ｓ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020405 ＡＥ減水剤 ヴィンソル８０ 標準形 標準混和量０．２％ 山宗化学 減水剤 ヴィンソル８０ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020460 ＡＥ減水剤 ヴィンソル８０Ｓ 標準形 標準混和量０．２５％ 山宗化学 減水剤 ヴィンソル８０Ｓ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020475 ＡＥ減水剤 ヤマソー８０Ｐ 標準形 標準混和量１．０％ 山宗化学 減水剤 ヤマソー８０Ｐ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020480 ＡＥ減水剤 ヤマソー９０ 標準形 標準混和量０．４～１．０％ 山宗化学 減水剤 ヤマソー９０ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020481 ＡＥ減水剤 ヤマソー９０ＳＥ 標準形 標準混和量０．３～１．０％ 山宗化学 減水剤 ヤマソー９０ＳＥ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022822 ＡＥ減水剤 リグエースＵＡ－３００ 標準形 標準混和量０．８～１．５％ 山宗化学 減水剤 リグエースＵＡ－３００ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022821 ＡＥ減水剤 リグエースＵＡ 標準形 標準混和量１．０～２．０％ 山宗化学 減水剤 リグエースＵＡ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022875 ＡＥ減水剤 リグエースＶＦ２００ 標準形 標準混和量０．６～１．５％ 山宗化学 減水剤 リグエースＶＦ２００ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤
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コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021805 ＡＥ減水剤 ダラタード 遅延形 標準混和量０．４％ ＧＣＰケミカルズ 減水剤 ダラタード ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022010 ＡＥ減水剤 チューポールＮＲ 遅延形 標準混和量０．２％ 竹本油脂 減水剤 チューポールＮＲ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022030 ＡＥ減水剤 チューポールＮＲ２０ 遅延形 標準混和量０．２～０．３％ 竹本油脂 減水剤 チューポールＮＲ２０ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022060 ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ５０Ｒ 遅延形 標準混和量０．２～０．５％ 竹本油脂 減水剤 チューポールＥＸ５０Ｒ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022070 ＡＥ減水剤 チューポールＥＸ６０Ｒ 遅延形 標準混和量０．５～２．０％ 竹本油脂 減水剤 チューポールＥＸ６０Ｒ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021625 ＡＥ減水剤 プラストクリートＲ 遅延形 標準混和量０．２～０．６％ 日本シーカ 減水剤 プラストクリートＲ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021650 ＡＥ減水剤 プラスチメント 遅延形 標準混和量０．２～１．０％ 日本シーカ 減水剤 プラスチメント ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021320 ＡＥ減水剤 フローリックＲ 遅延形 標準混和量０．８～２．０％ フローリック 減水剤 フローリックＲ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021325 ＡＥ減水剤 フローリックＲＶ１０ 遅延形 標準混和量０．７～１．５％ フローリック 減水剤 フローリックＲＶ１０ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020845 ＡＥ減水剤 マスターポゾリスＮｏ．８ 遅延形 標準混和量０．２～０．５％ ポゾリス　ソリューションズ 減水剤 マスターポゾリスＮｏ．８ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020882 ＡＥ減水剤 マスターポゾリスＮｏ．７０ＬＲ 遅延形 標準混和量０．３～０．７％ ポゾリス　ソリューションズ 減水剤 マスターポゾリスＮｏ．７０ＬＲ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020879 ＡＥ減水剤 マスターポゾリス７８Ｒ 遅延形 標準混和量０．６～１．５％ ポゾリス　ソリューションズ 減水剤 マスターポゾリス７８Ｒ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020410 ＡＥ減水剤 ヴィンソル８０Ｒ 遅延形 標準混和量０．２％ 山宗化学 減水剤 ヴィンソル８０Ｒ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020465 ＡＥ減水剤 ヴィンソル８０ＳＲ 遅延形 標準混和量０．２５％ 山宗化学 減水剤 ヴィンソル８０ＳＲ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020482 ＡＥ減水剤 ヤマソー９０ＳＥＲ 遅延形 標準混和量０．３～１．０％ 山宗化学 減水剤 ヤマソー９０ＳＥＲ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022811 ＡＥ減水剤 リグエースＵＲ 遅延形 標準混和量１．０～２．０％ 山宗化学 減水剤 リグエースＵＲ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022880 ＡＥ減水剤 リグエースＶＦ２００Ｒ 遅延形 標準混和量０．６～１．５％ 山宗化学 減水剤 リグエースＶＦ２００Ｒ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021820 ＡＥ減水剤 ＮＣ－３ 促進形 標準混和量１．０％ ＧＣＰケミカルズ 減水剤 ＮＣ－３ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤
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コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022020 ＡＥ減水剤 チューポールＮＺ 促進形 標準混和量１．０％ 竹本油脂 減水剤 チューポールＮＺ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022245 ＡＥ減水剤 フローリックＡ 促進形 標準混和量１．０～１．２％ フローリック 減水剤 フローリックＡ　促進形 ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311025850 ＡＥ減水剤 フローリックＡＦＰ 促進形 標準混和量３．０～５．０％ フローリック 減水剤 フローリックＡＦＰ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020863 ＡＥ減水剤 マスターポゾリスＮｏ．７５ 促進形 標準混和量１．０％ ポゾリス　ソリューションズ 減水剤 マスターポゾリスＮｏ．７５ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020440 ＡＥ減水剤 ヴィンソル８０ＮＣ 促進形 標準混和量１．０％ 山宗化学 減水剤 ヴィンソル８０ＮＣ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311010410 フライアッシュ用ＡＥ剤 ダラベアＡＥＡ－ＦＡ 標準混和量（Ｃ＋Ｆ）×０．０２～０．２％ ＧＣＰケミカルズ ＡＥ剤 ダラベアＡＥＡ－ＦＡ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311010610 フライアッシュ用ＡＥ剤 チューポールＦＡ－１０ 標準混和量（Ｃ＋Ｆ）×０．０５～０．５％ 竹本油脂 ＡＥ剤 チューポールＦＡ－１０ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311011415 フライアッシュ用ＡＥ剤 フローリックＡＥ－９Ｂ 標準混和量（Ｃ＋Ｆ）×０．００５～０．２％ フローリック ＡＥ剤 フローリックＡＥ－９Ｂ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311012005
フライアッシュ用ＡＥ剤 マスターエア７８５ 標準混和量（Ｃ＋Ｆ）×０．００４～０．２％ ポゾリス　ソリューショ
ンズ

ＡＥ剤 マスターエア７８５ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022405 高性能減水剤（非ＡＥ） マイテイ１５０ 標準形 標準混和量０．６～２．４％ 花王 減水剤 マイテイ１５０ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022440 高性能減水剤（非ＡＥ） マイテイ１５０ＲＸ 標準形 標準混和量０．６～２．４％ 花王 減水剤 マイテイ１５０ＲＸ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022450 高性能減水剤（非ＡＥ） マイテイＨＳ 標準形 標準混和量１．５～５．０％ 花王 減水剤 マイテイＨＳ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022035 高性能減水剤（非ＡＥ） ポールファイン５１０－ＡＮ 標準形 標準混和量０．５～２．０％ 竹本油脂 減水剤 ポールファイン５１０－ＡＮ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022040 高性能減水剤（非ＡＥ） ポールファインＭＦ 標準形 標準混和量１．０～３．０％ 竹本油脂 減水剤 ポールファインＭＦ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021845 高性能減水剤（非ＡＥ） デンカＦＴ－３Ｓ 標準形 標準混和量０．５～２．５％ デンカ 減水剤 デンカＦＴ－３Ｓ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311024405 高性能減水剤（非ＡＥ） デンカＦＴ－５００ 標準形 標準混和量０．５～２．０％ デンカ 減水剤 デンカＦＴ－５００ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021027 高性能減水剤（非ＡＥ） コンプラストＸＰ１０００ 標準形 標準混和量０．３～１．０％ 東亜貿易 減水剤 コンプラストＸＰ１０００ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311025405 高性能減水剤（非ＡＥ） アクセリート１００ 標準形 標準混和量０．５～３．０％ 日産化学 減水剤 アクセリート１００ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤
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コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311025410 高性能減水剤（非ＡＥ） スーパーメラミン 標準形 標準混和量０．５～３．０％ 日産化学 減水剤 スーパーメラミン ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021655 高性能減水剤（非ＡＥ） シーカメントＦＦ 標準形 標準混和量０．６～３．０％ 日本シーカ 減水剤 シーカメントＦＦ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021220 高性能減水剤（非ＡＥ） フローリックＰＳ 標準形 標準混和量０．６～２．０％ フローリック 減水剤 フローリックＰＳ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021290 高性能減水剤（非ＡＥ） フローリックＶＰ２００ 標準形 標準混和量０．５～２．０％ フローリック 減水剤 フローリックＶＰ２００ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021295 高性能減水剤（非ＡＥ） フローリックＶＰ７００ 標準形 標準混和量０．５～２．０％ フローリック 減水剤 フローリックＶＰ７００ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020805
高性能減水剤（非ＡＥ） マスターレオビルド４０００ 標準形 標準混和量１．０～４．０％ ポゾリス　ソリューショ
ンズ

減水剤 マスターレオビルド４０００ リットル 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311026205 高性能減水剤（非ＡＥ） ＮＪパウダー 標準形 三菱ケミカルインフラテック 減水剤 ＮＪパウダー ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311026210 高性能減水剤（非ＡＥ） ロジェイド－Ｐ 標準形 三菱ケミカルインフラテック 減水剤 ロジェイドーＰ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311026215 高性能減水剤（非ＡＥ） メトロエイドＦ 標準形 三菱ケミカルインフラテック 減水剤 メトロエイドＦ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022410 高性能減水剤（非ＡＥ） マイテイ１５０Ｒ 遅延形 標準混和量０．４～０．８％ 花王 減水剤 マイテイ１５０Ｒ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311025810 高性能減水剤（非ＡＥ） フローリックＰＳＲ１１０ 遅延形 標準混和量０．７～２．４％ フローリック 減水剤 フローリックＰＳＲ１１０ ｋｇ 118 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022465 高性能ＡＥ減水剤 マイテイ３０００Ｓ 標準形 標準混和量０．５～２．０％ 花王 減水剤 マイテイ３０００Ｓ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022470 高性能ＡＥ減水剤 マイテイ３０００Ｈ 標準形 標準混和量０．５～３．０％ 花王 減水剤 マイテイ３０００Ｈ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022050 高性能ＡＥ減水剤 チューポールＨＰ－８ 標準形 標準混和量０．５～３．０％ 竹本油脂 減水剤 チューポールＨＰ－８ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022032 高性能ＡＥ減水剤 チューポールＨＰ－１１ 標準形 標準混和量０．５～４．０％ 竹本油脂 減水剤 チューポールＨＰ－１１ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022075 高性能ＡＥ減水剤 チューポールＳＲ 標準形 標準混和量０．７～４．０％ 竹本油脂 減水剤 チューポールＳＲ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311026005 高性能ＡＥ減水剤 シーカメント１１００ＮＴ 標準形 標準混和量０．５～３．０％ 日本シーカ 減水剤 シーカメント１１００ＮＴ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311025815 高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ５００Ｓ 標準形 標準混和量０．５～２．５％ フローリック 減水剤 フローリックＳＦ５００Ｓ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

227 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311025820 高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ５００Ｈ 標準形 標準混和量０．５～３．０％ フローリック 減水剤 フローリックＳＦ５００Ｈ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311025825 高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ２００Ｓ 標準形 標準混和量１．０～２．５％ フローリック 減水剤 フローリックＳＦ２００Ｓ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020894 高性能ＡＥ減水剤 マスターグレニウムＳＰ８Ｓ 標準形 標準混和量０．５～４．０％ ポゾリス　ソリューションズ 減水剤 マスターグレニウムＳＰ８Ｓ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022885 高性能ＡＥ減水剤 リグエースＳＮ１０００ 標準形 標準混和量０．５～３．０％ 山宗化学 減水剤 リグエースＳＮ１０００ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022475 高性能ＡＥ減水剤 マイテイ３０００Ｒ 遅延形 標準混和量０．５～２．０％ 花王 減水剤 マイテイ３０００Ｒ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311025835 高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ５００Ｒ 遅延形 標準混和量０．５～２．５％ フローリック 減水剤 フローリックＳＦ５００Ｒ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311020897 高性能ＡＥ減水剤 マスターグレニウムＳＰ８Ｒ 遅延形 標準混和量０．５～４．０％ ポゾリス　ソリューションズ 減水剤 マスターグレニウムＳＰ８Ｒ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022890 高性能ＡＥ減水剤 リグエースＳＲ１０００ 遅延形 標準混和量０．５～３．０％ 山宗化学 減水剤 リグエースＳＲ１０００ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311021855 高性能ＡＥ減水剤 スーパー１００ＰＨＸ 高強度 標準混和量０．３～２．０％ ＧＣＰケミカルズ 減水剤 スーパー１００ＰＨＸ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311032205 流動化剤 スーパー２０Ｆ 標準形　添加場所現場 標準混和量０．３～０．６％ ＧＣＰケミカルズ 流動化剤 スーパー２０Ｆ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311032405 流動化剤 デンカＦＴ－８０ 標準形 標準混和量０．４～１．２％ デンカ 流動化剤 デンカＦＴ－８０ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311030420 流動化剤 フローリックＦＢＰ 標準形　添加場所現場 標準混和量０．０３～０．１％ フローリック 流動化剤 フローリックＦＢＰ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311033215 流動化剤 レオパックＧ－１００ 標準形 標準混和量０．０５～０．１８％ ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ 流動化剤 レオパックＧ－１００ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311033220 流動化剤 レオパックＧ－２００ 遅延形 標準混和量０．０５～０．１８％ ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ 流動化剤 レオパックＧ－２００ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311052406 急結剤 デンカナトミックＬＳＡ 吹付Ｃｏ用液体急結剤 標準混和量７～８％ デンカ 急結剤 デンカナトミックＬＳＡ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311052408 急結剤 デンカナトミックＵＳＳ（一般強度） 吹付Ｃｏ用粉体助剤 標準混和量４％ デンカ 急結剤 デンカナトミックＵＳＳ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311052410 急結剤 デンカナトミックＨＳＳ（高強度） 吹付Ｃｏ用粉体助剤 標準混和量５％ デンカ 急結剤 デンカナトミックＨＳＳ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311052412 急結剤 デンカナトミックＺ 吹付Ｃｏ用粉体急結剤 標準混和量７～９・１０～１２％ デンカ 急結剤 デンカナトミックＺ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤
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コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311050627 急結剤 マスターロックＳＡ１６１ 吹付Ｃｏ用液体急結剤 標準混和量５～１２％ ポゾリス　ソリューションズ 急結剤 マスターロックＳＡ１６１ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311051810 急結剤 シンケン急結剤 止水・充填用 標準混和量－ シンコー 急結剤 シンケン急結剤 ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311055005 急結剤 トーコー急結剤 止水・充填用 標準混和量－ 東光化学工業 急結剤 トーコー急結剤 ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311053010 急結剤 ボース急結剤 止水・充填用 標準混和量－ ボース 急結剤 ボース急結剤 ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311053610 急結剤 マノール急結剤 止水・充填用 標準混和量－ マノール 急結剤 マノール急結剤 ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311081005 可塑剤 ブロキャスターＦ 即時脱型用 標準混和量０．１～０．３％ 花王 可塑剤 ブロキャスターＦ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311080610 可塑剤 ポールファインＳＹ－１ 空洞ブロック用 標準混和量０．１～０．２％ 竹本油脂 可塑剤 ポールファインＳＹ－１ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311080805 可塑剤 フローリックＭＡ 即時脱型用 標準混和量０．１～０．２％ フローリック 可塑剤 フローリックＭＡ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311080222 可塑剤 マスターマトリックス２００ 即時脱型用 標準混和量０．１５～０．２５％ ポゾリス　ソリューションズ 可塑剤 マスターマトリックス２００ リットル 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311070005 凝結遅延剤 ジェットセッター ジェットセメント用 小野田，住友 凝結遅延剤 ジェットセッター ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311072810 凝結遅延剤 ガリガリ君タイプＤ 凝結遅延剤超遅延型 アオイ化学工業 凝結遅延剤 ガリガリ君タイプＤ　超遅延型 ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311071805 凝結遅延剤 チューポールＴ－２１ 超遅延剤 標準混和量０．１～０．５％ 竹本油脂 凝結遅延剤 チューポールＴ－２１ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311070615 凝結遅延剤 ルガゾールＣ コンクリート打継目処理剤 日本シーカ 凝結遅延剤 ルガゾールＣ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311072605 凝結遅延剤 ディスパライトＣＲ 散布型 日本ジッコウ 凝結遅延剤 ディスパライトＣＲ　散布型 ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311072610 凝結遅延剤 ディスパライトＤＶ 塗布型 日本ジッコウ 凝結遅延剤 ディスパライトＤＶ　塗布型 ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311072615 凝結遅延剤 ディスパライトＥＲ ダム型 日本ジッコウ 凝結遅延剤 ディスパライトＥＲ　ダム型 ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311072410 凝結遅延剤 リターダーＹ 表面凝結遅延剤 標準混和量２５０～３３０ｇ／ｍ２ ノックス 凝結遅延剤 リターダーＹ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311072415 凝結遅延剤 リターダーＴＫ 表面凝結遅延剤 標準混和量２５０～３３０ｇ／ｍ２ ノックス 凝結遅延剤 リターダーＴＫ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤
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コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311072417 凝結遅延剤 デラパントＥＴ－５０ 表面凝結遅延剤　速乾型 標準混和量２００～２５０ｇ／ｍ２ ノックス 凝結遅延剤 デラパントＥＴ－５０ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311072419 凝結遅延剤 ジョインテックスＣＴ－４００ コンクリート打継剤 標準混和量３００ｇ／ｍ２ ノックス 凝結遅延剤 ジョインテックスＣＴ－４００ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311022230 凝結遅延剤 フローリックＴ 超遅延剤 標準混和量０．２～１．０％ フローリック 凝結遅延剤 フローリックＴ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311090405 膨張性混和材 サクス 標準混和量３０ｋｇ／ｍ３ 住友大阪セメント 膨張性混和材 サクス ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311090410 膨張性混和材 スーパーサクスタイプＳ 乾燥収縮低減 標準混和量２０ｋｇ／ｍ３ 住友大阪セメント 膨張性混和材 スーパーサクス　タイプＳ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311090605 膨張性混和材 太平洋ジプカル 標準混和量３０ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル 膨張性混和材 太平洋ジプカル ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311090205 膨張性混和材 太平洋エクスパン 標準混和量３０ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル 膨張性混和材 太平洋エクスパン ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311090215 膨張性混和材 太平洋ハイパーエクスパン 標準混和量２０ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル 膨張性混和材 太平洋ハイパーエクスパン ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311090220 膨張性混和材 太平洋ハイパーエクスパンＭ 標準混和量２０ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル 膨張性混和材 太平洋ハイパーエクスパンＭ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311090805 膨張性混和材 デンカＣＳＡ＃１０ 左官用 標準混和量８％ デンカ 膨張性混和材 デンカＣＳＡ　＃１０ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311090810 膨張性混和材 デンカＣＳＡ＃２０ 乾燥収縮低減 標準混和量３０ｋｇ／ｍ３ デンカ 膨張性混和材 デンカＣＳＡ　＃２０ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311090820 膨張性混和材 デンカパワーＣＳＡタイプＳ 乾燥収縮低減 標準混和量２０ｋｇ／ｍ３ デンカ 膨張性混和材 デンカパワーＣＳＡ　タイプＳ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311090825 膨張性混和材 デンカパワーＣＳＡタイプＲ 温度収縮低減 標準混和量２０ｋｇ／ｍ３ デンカ 膨張性混和材 デンカパワーＣＳＡ　タイプＲ ｋｇ 119 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311110205 起泡剤 アルミ粉 標準混和量－ 起泡剤 アルミ粉 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311112410
起泡剤 ジオハート２ エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．１～３．０％ 麻生フオーム
クリート

起泡剤 ジオハート２ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311112405 起泡剤 マールＰ液 エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．５％ 麻生フオームクリート 起泡剤 マールＰ液 リットル 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311113410
起泡剤 ＯＦＡ－２（濃縮液） エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．１～０．３％ 小野
田ケミコ

起泡剤 ＯＦＡ－２　濃縮液 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311113605
起泡剤 ＡＰフォーム エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．２２～０．５８％ キザイテ
クト

起泡剤 ＡＰフォーム ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤
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コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311113610
起泡剤 ＫＦフォーム エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．２５～０．３％ キザイテク
ト

起泡剤 ＫＦフォーム ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311114405
起泡剤 サンコーネオゾール エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．４～０．６％ 三興コ
ロイド化学

起泡剤 サンコーネオゾール ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311114605
起泡剤 スミシールドＡ（Ｓ－１） エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量－ 住友大阪セメン
ト

起泡剤 スミシールドＡ（Ｓ－１） ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311114205
起泡剤 セルフォームＬ－５０（濃縮液） エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量－ セル
フォーム技術研究所

起泡剤 セルフォームＬ－５０　濃縮液 リットル 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311112205 起泡剤 モノクリート エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．１～１．３％ 第一化成産業 起泡剤 モノクリート ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311112210
起泡剤 モノクリートエース エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．２～０．７％ 第一化
成産業

起泡剤 モノクリートエース ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311112215
起泡剤 パールクリート エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．５～０．８％ 第一化成産
業

起泡剤 パールクリート ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311110605
起泡剤 エアーセットＡ エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．１５～０．２５％ 竹本油
脂

起泡剤 エアーセットＡ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311112005 起泡剤 プロフォーム エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．４～１．０％ 西田商会 起泡剤 プロフォーム ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311112010 起泡剤 プロフォームＨ エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．４～０．６％ 西田商会 起泡剤 プロフォームＨ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311113805
起泡剤 フローリックＦＡ－１００ エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．１～２．０％
フローリック

起泡剤 フローリックＦＡ－１００ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311111822
起泡剤 マスターセル７０７ エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．１～２．０％ ポゾリ
ス　ソリューションズ

起泡剤 マスターセル７０７ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311111005 起泡剤 エスコートＬ エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．５～１．５％ マノール 起泡剤 エスコートＬ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311111010 起泡剤 エスコートＫ エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．５～１．５％ マノール 起泡剤 エスコートＫ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311110405
起泡剤 ヴィンソル８００ エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量０．０２５～３．０％ 山宗
化学

起泡剤 ヴィンソル８００ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311063205 防凍（耐寒）剤 ポーラセット 標準混和量２．０～６．０％ ＧＣＰケミカルズ 防凍（耐寒）剤 ポーラセット ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311063210 防凍（耐寒）剤 ポーラセットＥＸ 標準混和量２．０～６．０％ ＧＣＰケミカルズ 防凍（耐寒）剤 ポーラセットＥＸ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311063215 防凍（耐寒）剤 ポーラセットＮ－２ 標準混和量２．０～６．０％ ＧＣＰケミカルズ 防凍（耐寒）剤 ポーラセットＮ－２ リットル 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤
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コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311063015 防凍（耐寒）剤 ＳＮモルタル防凍剤 標準混和量２．０％ 新日本緑化 防凍（耐寒）剤 ＳＮモルタル防凍剤 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311062005 防凍（耐寒）剤 トーコー粉末耐寒剤 標準混和量１．０％ 東光化学工業 防凍（耐寒）剤 トーコー粉末耐寒剤 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311062010 防凍（耐寒）剤 トーコー防凍液 標準混和量－ 東光化学工業 防凍（耐寒）剤 トーコー防凍液 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311060610 防凍（耐寒）剤 耐寒エキタイト 標準混和量－ 冨士商会 防凍（耐寒）剤 耐寒エキタイト ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311061610 防凍（耐寒）剤 ボース耐寒剤 標準混和量３～１２％ ボース 防凍（耐寒）剤 ボース耐寒剤 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311061612 防凍（耐寒）剤 コールノン 標準混和量４～６．６％ ボース 防凍（耐寒）剤 コールノン ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311061614 防凍（耐寒）剤 コールノンＰＷ 標準混和量２．５～３．５％ ボース 防凍（耐寒）剤 コールノンＰＷ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311062207 防凍（耐寒）剤 マスターセットＦＺＰ１１ 標準混和量３．０～５．０％ ポゾリス　ソリューションズ 防凍（耐寒）剤 マスターセットＦＺＰ１１ リットル 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311061010 防凍（耐寒）剤 マノール防凍剤 標準混和量３～６％ マノール 防凍（耐寒）剤 マノール防凍剤 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311061015 防凍（耐寒）剤 マノール防凍ＳＳ 標準混和量３～６％ マノール 防凍（耐寒）剤 マノール防凍ＳＳ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311061020 防凍（耐寒）剤 マノール防凍剤ＮＡＣ 標準混和量３～４％ マノール 防凍（耐寒）剤 マノール防凍剤ＮＡＣ リットル 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311062805 防凍（耐寒）剤 ヤマソーウィン 標準混和量３～４％ 山宗化学 防凍（耐寒）剤 ヤマソーウィン リットル 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311280030 硬化促進剤 フローリックＡＦＰ－２ 寒中コンクリート用 標準混和量３～５％ フローリック 硬化促進剤　寒中コンクリート用 フローリックＡＦＰ－２ リットル 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311280012
硬化促進剤 マスターセットＦＺＰ９９ 寒中コンクリート用 標準混和量２．０～４．０％ ポゾリス　ソリューション
ズ

硬化促進剤　寒中コンクリート用 マスターセットＦＺＰ９９ リットル 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311280020 硬化促進剤 ヤマソーウィンＳ 寒中コンクリート用 標準混和量３～４％ 山宗化学 硬化促進剤　寒中コンクリート用 ヤマソーウィンＳ リットル 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311270002 防止剤 エフロカット 白華防止剤 標準混和量０．２～０．６％ テクノクリーン 防止剤 エフロカット　白華防止剤 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311152205
水中不分離性混和剤 オーシャンＳＰ－１２ 主剤　セルロース系 標準混和量２．０～３．０ｋｇ／ｍ３ 安藤ハザマ興
業

水中不分離性混和剤 オーシャンＳＰ－１２　主剤 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311150210 水中不分離性混和剤 アスカクリーン 主剤　セルロース系 標準混和量２．５ｋｇ／ｍ３ 信越化学工業 水中不分離性混和剤 アスカクリーン　主剤セルロース ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤
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コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311151205 水中不分離性混和剤 ユニショットＡ－１０ 主剤　セルロース系 標準混和量２．０～３．０ｋｇ／ｍ３ 第一工業製薬 水中不分離性混和剤 ユニショットＡ－１０　主剤 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311151005 水中不分離性混和剤 太平洋エルコン 主剤　セルロース系 標準混和量２．０～３．０ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル 水中不分離性混和剤 太平洋エルコン　主剤セルロース ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311151605 水中不分離性混和剤 アクアセッター 主剤　セルロース系 標準混和量２．５～３．０ｋｇ／ｍ３ 竹本油脂 水中不分離性混和剤 アクアセッター　主剤セルロース ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311150605
水中不分離性混和剤 ハイドロクリートＵＷＢ 主剤　セルロース系 標準混和量２．０～３．０ｋｇ／ｍ３ 三井化学産
資

水中不分離性混和剤 ハイドロクリートＵＷＢ　主剤 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311152605 水中不分離性混和剤 フローリックＮＳＷ 助剤 標準混和量０．５～４．０％ フローリック 水中不分離性混和剤 フローリックＮＳＷ　助剤 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311150610 水中不分離性混和剤 ハイドロクリートＭ 助剤 標準混和量１０ｌ／ｍ３ 三井化学産資 水中不分離性混和剤 ハイドロクリートＭ　助剤 リットル 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311170810 吹付コンクリート粉塵低減剤 クリコートＳ－１３５ ＮＡＴＭ工法用 標準混和量０．１～０．２％ 栗田工業 吹付コンクリート粉塵低減剤 クリコートＳ－１３５ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311170405 吹付コンクリート粉塵低減剤 ナトムクリーン ＮＡＴＭ工法用 標準混和量０．１～０．３％ 信越化学工業 吹付コンクリート粉塵低減剤 ナトムクリーン ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311170205 吹付コンクリート粉塵低減剤 ハイナトム 乾式用 標準混和量０．１～０．５％ ハイモ 吹付コンクリート粉塵低減剤 ハイナトム　乾式用 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311170210 吹付コンクリート粉塵低減剤 ハイナトム 湿式用 標準混和量０．１～０．５％ ハイモ 吹付コンクリート粉塵低減剤 ハイナトム　湿式用 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311140605 防錆剤 太平洋ラスナイン コンクリート用 標準混和量３ｌ／ｍ３ 太平洋マテリアル 防錆剤 太平洋ラスナイン リットル 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311140407 防錆剤 マスターライフＮＲ１９００ コンクリート用 標準混和量３ｌ／ｍ３ ポゾリス　ソリューションズ 防錆剤 マスターライフＮＲ１９００ リットル 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311040820 防水剤 ウォータイトＢ号 標準混和量水比３．３％ ウォータイト 防水剤 ウォータイトＢ号 リットル 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311047805 防水剤 ミックスタイト 標準混和量３．０～５．０％ エルケム・ジャパン 防水剤 ミックスタイト ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311041210 防水剤 ウカＳＫ 大阪防水建設社 防水剤 ウカＳＫ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311049005 防水剤 アルファー・ゾル－４ 三生化工 防水剤 アルファー・ゾル－４ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311042610 防水剤 シンケン防水剤 標準混和量１．７～５．０％ シンコー 防水剤 シンケン防水剤 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311041815 防水剤 太平洋ＮＮ 標準混和量４．５ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル 防水剤 太平洋ＮＮ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤
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コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311041820 防水剤 太平洋ＮＮ－Ｐ 標準混和量８ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル 防水剤 太平洋ＮＮ－Ｐ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311043815 防水剤 タイトレックス 標準混和量０．５～３．０％ 竹本油脂 防水剤 タイトレックス ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311049202 防水剤 デンカＧストップ 標準混和量１０～３０ｋｇ／ｍ３ デンカ 防水剤 デンカＧストップ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311047010 防水剤 トーコー防水剤 標準混和量水比２．５～１０％ 東光化学工業 防水剤 トーコー防水剤 リットル 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311045420 防水剤 ナルファルトＣ 標準混和量１０ｋｇ／ｍ３ 成瀬化学 防水剤 ナルファルトＣ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311046410 防水剤 ラチクリートＬ－３６４２Ｅ 日本エイアンドエル 防水剤 ラチクリートＬ－３６４２Ｅ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311041410 防水剤 エキタイト 冨士商会 防水剤 エキタイト ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311044810 防水剤 ベストンＡ 標準混和量６．０％ ベストン 防水剤 ベストンＡ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311044815 防水剤 ベストンＢ 標準混和量７．０％ ベストン 防水剤 ベストンＢ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311045010 防水剤 ボース防水剤 標準混和量３．０％ ボース 防水剤 ボース防水剤 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311045810 防水剤 マノール防水剤 標準混和量２．０％ マノール 防水剤 マノール防水剤 ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311048205 防水剤 ハイシリックス－１０００ 山宗化学 防水剤 ハイシリックス－１０００ ｋｇ 120 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311160210 乾燥収縮低減剤 太平洋テトラガードＡＳ－２０ 標準混和量７．５ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル 乾燥収縮低減剤 太平洋テトラガードＡＳ－２０ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311160220 乾燥収縮低減剤 太平洋テトラガードＡＳ－２１ 標準混和量６．０ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル 乾燥収縮低減剤 太平洋テトラガードＡＳ－２１ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311160405 乾燥収縮低減剤 ヒビダンＢ 標準混和量０．５～１０．０％ 竹本油脂 乾燥収縮低減剤 ヒビダンＢ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311160805 乾燥収縮低減剤 デンカエスケーガード 標準混和量２．０～４．０％ デンカ 乾燥収縮低減剤 デンカエスケーガード ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311160605 乾燥収縮低減剤 ヒビガード 標準混和量２．０～１０．０％ フローリック 乾燥収縮低減剤 ヒビガード ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0309040150 繊維補強材 バンドレックス φ０．５５ｍｍ　３５ｍｍ 鈴木エンタープライズ 繊維補強材 バンドレックス ｋｇ 121 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材
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コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0309040015 繊維補強材 シンコーファイバードラミックス φ０．６２ｍｍ　３０ｍｍ 日鉄神鋼建材 繊維補強材 シンコーファイバードラミックス ｋｇ 121 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0309040140 繊維補強材 ＭＳタフ（バンダル） φ０．７５ｍｍ　３５ｍｍ 前田商事 繊維補強材 ＭＳタフ（バンダル） ｋｇ 121 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0311260205 法面吹付（混入材） ファインショット 法面吹付添加剤 標準混和量１０～２０％ 四電ビジネス 法面吹付（混入材） ファインショット ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0309051005 顔料 トダカラー 赤・黒・黄 標準混和量１．０～５．０％ 戸田工業 顔料 トダカラー　赤　黒　黄 ｋｇ 121 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0309051010 顔料 トダカラー 茶・橙 標準混和量１．０～５．０％ 戸田工業 顔料 トダカラー　茶　橙 ｋｇ 121 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0309051020 顔料 トダカラー（顆粒タイプ） 赤・黒・黄 標準混和量１．０～５．０％ 戸田工業 顔料 トダカラー　顆粒　赤　黒　黄 ｋｇ 121 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0309051025 顔料 トダカラー（顆粒タイプ） 茶・橙 標準混和量１．０～５．０％ 戸田工業 顔料 トダカラー　顆粒　茶　橙 ｋｇ 121 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0309050405 顔料 モリベンカラー（酸化鉄） 赤・黄・黒 標準混和量３．０～８．０％ 森下弁柄工業 顔料 モリベンカラー酸化鉄　赤黄黒 ｋｇ 121 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0309050410 顔料 モリベンカラー（酸化鉄） 茶・焦茶 標準混和量３．０～８．０％ 森下弁柄工業 顔料 モリベンカラー酸化鉄　茶　焦茶 ｋｇ 121 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0309050415 顔料 モリベンカラー（鉄グリーン） 緑 標準混和量３．０～８．０％ 森下弁柄工業 顔料 モリベンカラー鉄グリーン　緑 ｋｇ 121 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0309050010 顔料 ランクセス・無機顔料 赤・黄 標準混和量１．０～５．０％ ランクセス 顔料 ランクセス・無機　赤　黄 ｋｇ 121 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0309050020 顔料 ランクセス・無機顔料 茶・黒 標準混和量１．０～５．０％ ランクセス 顔料 ランクセス・無機　茶　黒 ｋｇ 121 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0309050015 顔料 ランクセス・無機顔料（酸化クローム） 緑 標準混和量１．０～５．０％ ランクセス 顔料 ランクセス無機　酸化クローム緑 ｋｇ 121 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0309050025 顔料 ランクセス・無機顔料（顆粒タイプ） 赤・黄 標準混和量１．０～５．０％ ランクセス 顔料 ランクセス・無機　顆粒　赤　黄 ｋｇ 121 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

コンクリート混和剤（材）―ブランド品― 0309050030 顔料 ランクセス・無機顔料（顆粒タイプ） 茶・黒 標準混和量１．０～５．０％ ランクセス 顔料 ランクセス・無機　顆粒　茶　黒 ｋｇ 121 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311103605 無収縮モルタル材 Ｕグラウト一般用 プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ 宇部興産建材 無収縮モルタル材 Ｕグラウト一般用 ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311103610 無収縮モルタル材 フィルスターＧ プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ 宇部興産建材 無収縮モルタル材 フィルスターＧ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311101415
無収縮モルタル材 ノンシュリンク　グラウト プレミックスタイプ 標準混和量２，２５０ｋｇ／ｍ３ エービーシー商
会

無収縮モルタル材 ノンシュリンクプレミックス ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

235 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311102205 無収縮モルタル材 ノンソルト プレミックスタイプ 標準混和量１，８２０ｋｇ／ｍ３ エム・シー・シー 無収縮モルタル材 ノンソルト ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311102410 無収縮モルタル材 フィルコンＲ プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ 住友大阪セメント 無収縮モルタル材 フィルコンＲ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311102420 無収縮モルタル材 フィルコンＳスーパー プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ 住友大阪セメント 無収縮モルタル材 フィルコンＳスーパー ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311104002
無収縮モルタル材 パワーグラウト プレミックスタイプ自己治癒型 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ ＳＥＲＩＣ　Ｊ
ＡＰＡＮ

無収縮モルタル材 パワーグラウト ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311102010 無収縮モルタル材 太平洋プレユーロックス プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル 無収縮モルタル材 太平洋プレユーロックス ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311102805
無収縮モルタル材 太平洋プレユーロックスＦＳ プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリ
アル

無収縮モルタル材 太平洋プレユーロックスＦＳ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311102015
無収縮モルタル材 太平洋プレユーロックスパッド プレミックスタイプパッド用 標準混和量２，０７５ｋｇ／ｍ３ 太
平洋マテリアル

無収縮モルタル材 太平洋プレユーロックスパッド ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311102020
無収縮モルタル材 太平洋プレユーロックススーパー プレミックスタイプ 標準混和量１，９２５ｋｇ／ｍ３ 太平洋マ
テリアル

無収縮モルタル材 太平洋プレユーロックススーパー ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311102025
無収縮モルタル材 太平洋プレユーロックスＭ プレミックスタイプ 標準混和量１，９２５ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリア
ル

無収縮モルタル材 太平洋プレユーロックスＭ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311102030 無収縮モルタル材 ＭＲ２モルタル プレミックスタイプ 標準混和量１，９２５ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル 無収縮モルタル材 ＭＲ２モルタル ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311103205 無収縮モルタル材 チチブベースタイト プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ 秩父コンクリート工業 無収縮モルタル材 チチブベースタイト ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311101215 無収縮モルタル材 デンカプレタスコンＴ－Ⅰ プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ デンカ 無収縮モルタル材 デンカプレタスコンＴ－１ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311101220 無収縮モルタル材 デンカプレタスコンＴ－Ｍ プレミックスタイプ 標準混和量１，９００ｋｇ／ｍ３ デンカ 無収縮モルタル材 デンカプレタスコンＴ－Ｍ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311101225 無収縮モルタル材 デンカハイプレタスコンＴ－Ⅰ プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ デンカ 無収縮モルタル材 デンカハイプレタスコンＴ－１ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311101230 無収縮モルタル材 デンカハイプレタスコンＴ－Ⅱ プレミックスタイプ 標準混和量１，９５０ｋｇ／ｍ３ デンカ 無収縮モルタル材 デンカハイプレタスコンＴ－２ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311103805 無収縮モルタル材 グラウトミックス プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ トクヤマエムテック 無収縮モルタル材 グラウトミックス ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311103810
無収縮モルタル材 パッドミックス プレミックスタイプパッド用 標準混和量２，０７５ｋｇ／ｍ３ トクヤマエムテッ
ク

無収縮モルタル材 パッドミックス ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311101610 無収縮モルタル材 パーゲルＶ１／５０ プレミックスタイプ 標準混和量１，８５０ｋｇ／ｍ３ パーゲル日本 無収縮モルタル材 パーゲルＶ１／５０ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤
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無収縮モルタル材―ブランド品― 0311101615 無収縮モルタル材 パーゲルＶ１Ｐ プレミックスタイプパッド用 標準混和量１，８５０ｋｇ／ｍ３ パーゲル日本 無収縮モルタル材 パーゲルＶ１Ｐ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311103405 無収縮モルタル材 日立タフセットＮ プレミックスタイプ 標準混和量１，８８６ｋｇ／ｍ３ ハイミックスブッサン 無収縮モルタル材 日立タフセットＮ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311103612 無収縮モルタル材 ユニオングラウト プレミックスタイプ 標準混和量１，９２３ｋｇ／ｍ３ 二瀬窯業 無収縮モルタル材 ユニオングラウト ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311100202
無収縮モルタル材 マスターフロー５３０ プレミックスタイプ 標準混和量２，２００ｋｇ／ｍ３ ポゾリス　ソリュー
ションズ

無収縮モルタル材 マスターフロー５３０ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311100204
無収縮モルタル材 マスターフロー５５０ プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ ポゾリス　ソリュー
ションズ

無収縮モルタル材 マスターフロー５５０ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311100215
無収縮モルタル材 マスターフロー８１０ プレミックスタイプ 標準混和量１，８７５ｋｇ／ｍ３ ポゾリス　ソリュー
ションズ

無収縮モルタル材 マスターフロー８１０ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311100205
無収縮モルタル材 マスターフロー８８０ プレミックスタイプ 標準混和量２，２５０ｋｇ／ｍ３ ポゾリス　ソリュー
ションズ

無収縮モルタル材 マスターフロー８８０ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311102035 無収縮モルタル材 太平洋ユーロックスセメント セメントタイプ 標準混和量１，５４４ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル 無収縮モルタル材 太平洋ユーロックスセメント ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311101210 無収縮モルタル材 デンカタスコンセメント セメントタイプ 標準混和量８３７ｋｇ／ｍ３ デンカ 無収縮モルタル材 デンカタスコンセメント ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311101235 無収縮モルタル材 デンカハイタスコンセメント セメントタイプ 標準混和量９５０ｋｇ／ｍ３ デンカ 無収縮モルタル材 デンカハイタスコンセメント ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311101420
無収縮モルタル材 ノンシュリンク　グラウトスタンダード 現場配合タイプ 標準混和量７４０ｋｇ／ｍ３ エービー
シー商会

無収縮モルタル材 ノンシュリンクグラウトＳＴＤ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311102005 無収縮モルタル材 太平洋ユーロックス 現場配合タイプ 標準混和量８０ｋｇ／ｍ３ 太平洋マテリアル 無収縮モルタル材 太平洋ユーロックス ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311101205 無収縮モルタル材 デンカタスコン 現場配合タイプ 標準混和量９４ｋｇ／ｍ３ デンカ 無収縮モルタル材 デンカタスコン ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311101240 無収縮モルタル材 デンカタスコンＴ－Ｍ 現場配合タイプ 標準混和量１００ｋｇ／ｍ３ デンカ 無収縮モルタル材 デンカタスコンＴ－Ｍ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

無収縮モルタル材―ブランド品― 0311101250 無収縮モルタル材 デンカタスコンＲＸ２ 現場配合タイプ 標準混和量６０ｋｇ／ｍ３ デンカ 無収縮モルタル材 デンカタスコンＲＸ２ ｋｇ 121 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311120605 裏込用混和剤（材） 裏込添加剤（材） エスハイト シールド工事裏込用 小野田ケミコ 裏込添加剤 エスハイト ｋｇ 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311120805
裏込用混和剤（材） 裏込添加剤（材） クリーンバック シールド工事裏込用 標準混和量２００～３５０ｋｇ／ｍ３ 立
花マテリアル

裏込添加剤 クリーンバック ｋｇ 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311120415 裏込用混和剤（材） 裏込添加剤（材） ネオセラメント８００ シールド工事裏込用 デイ・シイ 裏込添加剤 ネオセラメント８００ ｋｇ 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤
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裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311120420 裏込用混和剤（材） 裏込添加剤（材） ネオセラメント４００ シールド工事裏込用 デイ・シイ 裏込添加剤 ネオセラメント４００ ｋｇ 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311121205 裏込用混和剤（材） 裏込添加剤（材） ＢＳパック シールド工事裏込用 ベントナイト産業 裏込添加剤 ＢＳパック ｋｇ 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311120205 裏込用混和剤（材） 裏込添加剤（材） ウラゴメール モルタル添加剤 標準混和量０．４～０．９％ 三井化学産資 裏込添加剤 ウラゴメール ｋｇ 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311121610
裏込用混和剤（材） 裏込添加剤（材） ウラパック＃２ 裏込注入用混和剤 標準混和量５０ｋｇ／ｍ３ 薬材開発セン
ター

裏込添加剤 ウラパック＃２ ｋｇ 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311130605 裏込用混和剤（材） 裏込用凝結促進剤 ＳＰ－７０ シールド裏込用 小野田ケミコ 裏込用凝結促進剤 ＳＰ－７０ リットル 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311130810
裏込用混和剤（材） 裏込用凝結促進剤 クリーンバックＱ シールド裏込用 標準混和量５０～２００ｌ／ｍ３ 立花マテ
リアル

裏込用凝結促進剤 クリーンバックＱ リットル 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311130207 裏込用混和剤（材） 裏込用凝結促進剤 ＴＡＣ－３Ｇ シールド裏込用 タック 裏込用凝結促進剤 ＴＡＣ－３Ｇ リットル 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311131210 裏込用混和剤（材） 裏込用凝結促進剤 ＢＳ急結剤－２８ シールド裏込用 ベントナイト産業 裏込用凝結促進剤 ＢＳ急結剤－２８ リットル 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311111410 裏込用混和剤（材） 裏込用起泡剤 ＴＡＣ－２号 シールド工事裏込用 タック 裏込用起泡剤 ＴＡＣ－２号 ｋｇ 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311071405 裏込用混和剤（材） 裏込用凝結遅延剤 ＳＰ－Ｒ シールド裏込注入 小野田ケミコ 裏込用凝結遅延剤 ＳＰ－Ｒ ｋｇ 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311071605
裏込用混和剤（材） 裏込用凝結遅延剤 クリーンバック安定剤 シールド裏込注入 標準混和量０．８～２．５％ 立花マ
テリアル

裏込用凝結遅延剤 クリーンバック安定剤 リットル 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311071017 裏込用混和剤（材） 裏込用凝結遅延剤 ＴＡＣ－Ｒｅ シールド裏込注入 タック 裏込用凝結遅延剤 ＴＡＣ－Ｒｅ ｋｇ 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311073005 裏込用混和剤（材） 裏込用凝結遅延剤 ＢＳ安定剤 シールド裏込注入 ベントナイト産業 裏込用凝結遅延剤 ＢＳ安定剤 リットル 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0309070010 裏込用混和剤（材） 裏込用凝結混和材 ＭＰグラウト バラ物 キザイテクト 裏込用凝結混和材 ＭＰグラウト　バラ物 ｋｇ 122 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311121805 裏込用混和剤（材） 裏込注入材 ＴＭセッター３７５ 一体型裏込材 標準混和量３７５ｋｇ／ｍ３ 立花マテリアル 裏込注入材 ＴＭセッター３７５ ｋｇ 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311121005 裏込用混和剤（材） 裏込注入材 フィルクレー 一体型裏込材 標準混和量１２５ｋｇ／ｍ３ とがわ商事 裏込注入材 フィルクレー ｋｇ 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311121405 裏込用混和剤（材） 裏込注入材 ウラゴメソイル 一体型裏込材 標準混和量１２５ｋｇ／ｍ３ 松村石油 裏込注入材 ウラゴメソイル ｋｇ 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0311121615 裏込用混和剤（材） 裏込注入材 ウラパック＃Ｓ 一体型注入材 標準混和量３７５ｋｇ／ｍ３ 薬材開発センター 裏込注入材 ウラパック＃Ｓ ｋｇ 122 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤
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裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0309021060 裏込用混和剤（材） 裏込用凝結混和材 ＴＡＣ－β バラ物 タック 裏込用凝結混和材 ＴＡＣ－β　バラ物 ｋｇ 122 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0309021062 裏込用混和剤（材） 裏込用凝結混和材 ＴＡＣ－β ２５ｋｇ袋 タック 裏込用凝結混和材 ＴＡＣ－β　２５ｋｇ袋 ｋｇ 122 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

裏込用混和剤（材）―ブランド品― 0309021050 裏込用混和剤（材） 裏込用凝結混和材 タックメント 硬化材バラ物 タック 裏込用凝結混和材 タックメント　硬化材　バラ物 ｋｇ 122 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

特殊用途混和剤（材）―ブランド品― 0311210105 特殊用途混和剤（材） ＦＴ－７００Ｎ グラウト用 標準混和量１．５～２．５％ ＧＣＰケミカルズ 特殊用途混和剤（材） ＦＴ－７００Ｎ ｋｇ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

特殊用途混和剤（材）―ブランド品― 0311210110 特殊用途混和剤（材） ＦＴ－７００ＮＬ グラウト用 標準混和量１．５～２．５％ ＧＣＰケミカルズ 特殊用途混和剤（材） ＦＴ－７００ＮＬ ｋｇ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

特殊用途混和剤（材）―ブランド品― 0311210115 特殊用途混和剤（材） ＦＴ－１０００ グラウト用 標準混和量１．５～２．５％ ＧＣＰケミカルズ 特殊用途混和剤（材） ＦＴ－１０００ ｋｇ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

特殊用途混和剤（材）―ブランド品― 0311033405
特殊用途混和剤（材） ＳＦＣＡ２０００ 高流動コンクリート用増粘剤 標準混和量０．３～０．６ｋｇ／ｍ３ 信越化
学工業

特殊用途混和剤（材） ＳＦＣＡ２０００ ｋｇ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

特殊用途混和剤（材）―ブランド品― 0311190010 特殊用途混和剤（材） ＳＣ２３００ ソイルモルタル用粘結剤 標準混和量１．５～５．０ｋｇ／ｍ３ 信越化学工業 特殊用途混和剤（材） ＳＣ２３００　ソイルモルタル ｋｇ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

特殊用途混和剤（材）―ブランド品― 0311020205 特殊用途混和剤（材） イントルージョンエイド プレパックド用 標準混和量１．０％ トーテク 特殊用途混和剤（材） イントルージョンエイド ｋｇ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

特殊用途混和剤（材）―ブランド品― 0311200005 特殊用途混和剤（材） Ｃ－６３ 高ＰＨ還元剤 標準混和量－ 日本ソリッド 特殊用途混和剤（材） Ｃ－６３ ｋｇ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

特殊用途混和剤（材）―ブランド品― 0311025805 特殊用途混和剤（材） フローリックＧＲ ジェットグラウト用 標準混和量１．０～２．５％ フローリック 特殊用途混和剤（材） フローリックＧＲ ｋｇ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

特殊用途混和剤（材）―ブランド品― 0311091005 特殊用途混和剤（材） セルメック－Ｐ 発泡剤 標準混和量２０～１００ｇ／ｍ３ フローリック 特殊用途混和剤（材） セルメック－Ｐ ｇ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

特殊用途混和剤（材）―ブランド品― 0311210407 特殊用途混和剤（材） マスターフロー１５０ ＰＣグラウト用 標準混和量１．０％ ポゾリス　ソリューションズ 特殊用途混和剤（材） マスターフロー１５０ ｋｇ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

特殊用途混和剤（材）―ブランド品― 0311210409 特殊用途混和剤（材） マスターフロー１５２ ＰＣグラウト用 標準混和量１．０％ ポゾリス　ソリューションズ 特殊用途混和剤（材） マスターフロー１５２ ｋｇ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

特殊用途混和剤（材）―ブランド品― 0311220007
特殊用途混和剤（材） マスターロックＨＣＡ４０ 湿式吹付コンクリート用 標準混和量０．２～２．０％ ポゾリス
ソリューションズ

特殊用途混和剤（材） マスターロックＨＣＡ４０ ｋｇ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

特殊用途混和剤（材）―ブランド品― 0311220009 特殊用途混和剤（材） マスターセット１１０ＣＬＮ 付着モルタル安定剤 標準混和量－ ポゾリス　ソリューションズ 特殊用途混和剤（材） マスターセット１１０ＣＬＮ リットル 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

特殊用途混和剤（材）―ブランド品― 0311180202
特殊用途混和剤（材） マスターレオビルド１４６０ セメントスラリー用 標準混和量１．０～２．０％ ポゾリス　ソ
リューションズ

特殊用途混和剤（材） マスターレオビルド１４６０ ｋｇ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

特殊用途混和剤（材）―ブランド品― 0311240010
特殊用途混和剤（材） ビオポリー 高流動コンクリート用増粘剤 標準混和量０．５～２．０％ 三菱商事ライフサイエ
ンス

特殊用途混和剤（材） ビオポリー　高流動用 ｋｇ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

239 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

特殊用途混和剤（材）―ブランド品― 0311210205 特殊用途混和剤（材） アクアグラウト用混和剤 ラサテック 特殊用途混和剤（材） アクアグラウト用混和剤 ｋｇ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和材 0309011010 フライアッシュ ＪＩＳ規格品 袋物 フライアッシュ　ＪＩＳ 袋物 ｔ 123 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

コンクリート混和材 0309012010 フライアッシュ ＪＩＳ規格品 バラ物 フライアッシュ　ＪＩＳ バラ物 ｔ 123 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

コンクリート混和材 0309060010 高炉スラグ微粉末 ＪＩＳ規格品　４０００ｃｍ２／ｇ バラ物 高炉スラグ微粉末 ＪＩＳ規格品　バラ物 ｔ 123 ○ ○ 0309 コンクリート混和・混入材

コンクリート混和材―ブランド品― 0311033805 カルファインダー ８０ ４０００ｃｍ２／ｇ バラ物 近江鉱業 流動化剤 カルファインダー８０ ｔ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和材―ブランド品― 0311033810 カルファインダー ９０ ５０００ｃｍ２／ｇ バラ物 近江鉱業 流動化剤 カルファインダー９０ ｔ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和材―ブランド品― 0311033820 カルファインダー ３００ ７０００ｃｍ２／ｇ バラ物 近江鉱業 流動化剤 カルファインダー３００ ｔ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和材―ブランド品― 0311033605 ネオフロー ８０ ３３００ｃｍ２／ｇ バラ物 清水工業 流動化剤 ネオフロー８０　バラ物 ｔ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和材―ブランド品― 0311033610 ネオフロー １５０ ４３００ｃｍ２／ｇ バラ物 清水工業 流動化剤 ネオフロー１５０　バラ物 ｔ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和材―ブランド品― 0311033615 ネオフロー ２５０ ５８００ｃｍ２／ｇ バラ物 清水工業 流動化剤 ネオフロー２５０　バラ物 ｔ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート混和材―ブランド品― 0311034005 シリカフューム ＪＩＳ規格品 フレコン 巴工業 流動化剤 シリカフューム　ＪＩＳ規格品 ｔ 123 ○ ○ 0311 コンクリート混和剤

コンクリート用骨材 0307010010 砂利 ２５～５ｍｍ（洗い） 洗い砂利 粒径２５～５ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 0307 コンクリート用骨材

コンクリート用骨材 0307010020 砂利 ４０～５ｍｍ（洗い） 洗い砂利 粒径４０～５ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 0307 コンクリート用骨材

コンクリート用骨材 0307010030 砂利 ４０～２０ｍｍ（洗い） 洗い砂利 粒径４０～２０ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 0307 コンクリート用骨材

コンクリート用骨材 0307020010 砂 荒目（洗い） 洗い砂 粒径５～０ｍｍ　荒目 ｍ３ 126 ○ ○ 0307 コンクリート用骨材

コンクリート用骨材 0307020020 砂 細目（洗い） 洗い砂 粒径５～０ｍｍ　細目 ｍ３ 126 ○ ○ 0307 コンクリート用骨材

コンクリート用骨材 0307030010 コンクリート用砕石 ２０～５ｍｍ コンクリート用砕石 粒径２０～５ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 0307 コンクリート用骨材

コンクリート用骨材 0307030020 コンクリート用砕石 ４０～５ｍｍ コンクリート用砕石 粒径４０～５ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 0307 コンクリート用骨材
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コンクリート用骨材 0307030030 コンクリート用砕石 ４０～２０ｍｍ コンクリート用砕石 粒径４０～２０ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 0307 コンクリート用骨材

コンクリート用骨材 0307050010 コンクリート用砕砂 コンクリート用砕砂 粒径５～０ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 0307 コンクリート用骨材

コンクリート用骨材 0307060010 吹付コンクリート用砕石 １５～５ｍｍ 吹付コンクリート用砕石 粒径１５～５ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 0307 コンクリート用骨材

道路用砕石類 1101011010 クラッシャラン ４０～０ｍｍ クラッシャラン Ｃ－４０ ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

道路用砕石類 1101011020 クラッシャラン ３０～０ｍｍ クラッシャラン Ｃ－３０ ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

道路用砕石類 1101011050 クラッシャラン ２５～０ｍｍ クラッシャラン Ｃ－２５ ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

道路用砕石類 1101011030 クラッシャラン ２０～０ｍｍ クラッシャラン Ｃ－２０ ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

道路用砕石類 1101012010 粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ 粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

道路用砕石類 1101012020 粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ 粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

道路用砕石類 1101012030 粒度調整砕石 ２５～０ｍｍ 粒度調整砕石 Ｍ－２５ ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

道路用砕石類 1101013010 単粒度砕石 ４号　３０～２０ｍｍ 単粒度砕石 ４号　３０～２０ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

道路用砕石類 1101013020 単粒度砕石 ５号　２０～１３ｍｍ 単粒度砕石 ５号　２０～１３ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

道路用砕石類 1101013030 単粒度砕石 ６号　１３～５ｍｍ 単粒度砕石 ６号　１３～５ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

道路用砕石類 1101013040 単粒度砕石 ７号　５～２．５ｍｍ 単粒度砕石 ７号　５～２．５ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

道路用砕石類 1101014010 スクリーニングス ２．５～０ｍｍ スクリーニングス ２．５～０ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

道路用砕石類 0107010515 ぐり石 ５０～１５０ｍｍ ぐり石 径５０～１５０ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 0107 ぐり石

道路用砕石類 0107020515 割ぐり石 ５０～１５０ｍｍ 割ぐり石 径５０～１５０ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 0107 ぐり石

道路用砕石類 0107021520 割ぐり石 １５０～２００ｍｍ 割ぐり石 径１５０～２００ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 0107 ぐり石

241 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

道路用砕石類 1101021010 砂 クッション用 砂 クッション用 ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

道路用砕石類 1101022010 砂 埋め戻し用 砂 埋め戻し用 ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

再生砕石類 1101051010 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ 再生クラッシャラン ４０～０ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

再生砕石類 1101051020 再生クラッシャラン ３０～０ｍｍ 再生クラッシャラン ３０～０ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

再生砕石類 1101052010 再生粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ 再生粒度調整砕石 ４０～０ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

再生砕石類 1101052020 再生粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ 再生粒度調整砕石 ３０～０ｍｍ ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

再生砕石類 1101060010 再生砂 再生砂 砂 ｍ３ 126 ○ ○ 1101 路床・路盤材

コンクリート用骨材 0307030040 コンクリート用砕石 ２５～５ｍｍ コンクリート用砕石 粒径２５～５ｍｍ ｍ３ 131 ○ ○ 0307 コンクリート用骨材

コンクリート用骨材 0307030050 コンクリート用砕石 ４０～２５ｍｍ コンクリート用砕石 粒径４０～２５ｍｍ ｍ３ 131 ○ ○ 0307 コンクリート用骨材

再生砕石類 1101052030 再生粒度調整砕石 ２５～０ｍｍ 再生粒度調整砕石 ２５～０ｍｍ ｍ３ 134 ○ ○ 1101 路床・路盤材

人工軽量骨材 0307040010 人工軽量骨材 １５～５ｍｍ 人工軽量骨材 粒径１５～５ｍｍ ｍ３ 137 ○ ○ 0307 コンクリート用骨材

人工軽量骨材 0307040020 人工軽量骨材 ５ｍｍ以下 人工軽量骨材 粒径５ｍｍ以下 ｍ３ 137 ○ ○ 0307 コンクリート用骨材

鉄鋼スラグ 1101031010 クラッシャラン鉄鋼スラグ ＣＳ－４０ ＪＩＳ　Ａ　５０１５ クラッシャラン鉄鋼スラグ ＣＳ－４０ ｍ３ 137 ○ ○ 1101 路床・路盤材

鉄鋼スラグ 1101031050 クラッシャラン鉄鋼スラグ ＣＳ－３０ ＪＩＳ　Ａ　５０１５ クラッシャラン鉄鋼スラグ ＣＳ－３０ ｍ３ 137 ○ ○ 1101 路床・路盤材

鉄鋼スラグ 1101031060 クラッシャラン鉄鋼スラグ ＣＳ－２０ ＪＩＳ　Ａ　５０１５ クラッシャラン鉄鋼スラグ ＣＳ－２０ ｍ３ 137 ○ ○ 1101 路床・路盤材

鉄鋼スラグ 1101032010 粒度調整鉄鋼スラグ ＭＳ－２５ ＪＩＳ　Ａ　５０１５ 粒度調整鉄鋼スラグ ＭＳ－２５ ｍ３ 137 ○ ○ 1101 路床・路盤材

鉄鋼スラグ 1101033010 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ ＨＭＳ－２５ ＪＩＳ　Ａ　５０１５ 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ ＨＭＳ－２５ ｍ３ 137 ○ ○ 1101 路床・路盤材

鉄鋼スラグ 1101034010 土工用水砕スラグ ５ｍｍ以下 土工用水砕スラグ ５ｍｍ以下 ｍ３ 137 ○ ○ 1101 路床・路盤材
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ＰＨＣパイル 0203011010 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ８２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３００×６０ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011020 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ ９４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３００×６０ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011030 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，０６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３００×６０ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011040 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，１８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３００×６０ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011050 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，２９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３００×６０ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011060 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，４１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３００×６０ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011070 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，５３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３００×６０ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011080 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ９９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011090 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ １，１４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011100 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，２８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011110 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，４２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011120 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，５６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011130 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，７００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011140 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，８５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011150 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１４ｍ １，９９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×１４ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011160 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１５ｍ ２，１３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×１５ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011170 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長７ｍ １，２４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011180 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長８ｍ １，４２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＰＨＣパイル 0203011190 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長９ｍ １，６００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011200 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１０ｍ １，７８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011210 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１１ｍ １，９５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011220 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１２ｍ ２，１３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011230 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１３ｍ ２，３１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011240 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１４ｍ ２，４９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×１４ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011250 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１５ｍ ２，６７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×１５ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011260 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長７ｍ １，５２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011270 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長８ｍ １，７４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011280 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長９ｍ １，９５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011290 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１０ｍ ２，１７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011300 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１１ｍ ２，３９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011310 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１２ｍ ２，６１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011320 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１３ｍ ２，８３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011330 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１４ｍ ３，０４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×１４ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011340 ＰＨＣパイル Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１５ｍ ３，２６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×１５ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011350 ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長７ｍ １，９２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011360 ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長８ｍ ２，１９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＰＨＣパイル 0203011370 ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長９ｍ ２，４７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011380 ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１０ｍ ２，７４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011390 ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１１ｍ ３，０２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011400 ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１２ｍ ３，２９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011410 ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１３ｍ ３，５７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011420 ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１４ｍ ３，８４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×１４ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011430 ＰＨＣパイル Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１５ｍ ４，１１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×１５ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011440 ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ２，６２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011450 ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ３，０００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011460 ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長９ｍ ３，３７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011470 ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１０ｍ ３，７５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011480 ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１１ｍ ４，１２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011490 ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１２ｍ ４，５００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011500 ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１３ｍ ４，８７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011510 ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１４ｍ ５，２５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×１４ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011520 ＰＨＣパイル Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１５ｍ ５，６２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×１５ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013010 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ８２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ３００×６０ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013020 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ ９４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ３００×６０ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＰＨＣパイル 0203013030 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，０６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ３００×６０ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013040 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，１８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ３００×６０ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013050 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，２９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ３００×６０ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013060 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，４１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ３００×６０ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013070 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，５３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ３００×６０ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013080 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ９９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013090 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ １，１４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013100 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，２８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013110 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，４２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013120 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，５６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013130 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，７００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013140 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，８５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013150 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１４ｍ １，９９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×１４ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013160 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１５ｍ ２，１３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×１５ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013170 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長７ｍ １，２４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013180 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長８ｍ １，４２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013190 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長９ｍ １，６００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013200 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１０ｍ １，７８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＰＨＣパイル 0203013210 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１１ｍ １，９５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013220 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１２ｍ ２，１３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013230 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１３ｍ ２，３１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013240 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１４ｍ ２，４９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×１４ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013250 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１５ｍ ２，６７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×１５ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013260 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長７ｍ １，５２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013270 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長８ｍ １，７４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013280 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長９ｍ １，９５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013290 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１０ｍ ２，１７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013300 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１１ｍ ２，３９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013310 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１２ｍ ２，６１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013320 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１３ｍ ２，８３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013330 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１４ｍ ３，０４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×１４ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013340 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１５ｍ ３，２６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×１５ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013350 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長７ｍ １，９２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013360 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長８ｍ ２，１９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013370 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長９ｍ ２，４７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013380 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１０ｍ ２，７４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＰＨＣパイル 0203013390 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１１ｍ ３，０２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013400 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１２ｍ ３，２９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013410 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１３ｍ ３，５７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013420 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１４ｍ ３，８４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×１４ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013430 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１５ｍ ４，１１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×１５ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013440 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ２，６２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013450 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ３，０００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013460 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長９ｍ ３，３７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013470 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１０ｍ ３，７５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013480 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１１ｍ ４，１２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013490 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１２ｍ ４，５００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013500 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１３ｍ ４，８７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013510 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１４ｍ ５，２５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×１４ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013520 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１５ｍ ５，６２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×１５ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015010 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ８２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ３００×６０ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015020 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ ９４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ３００×６０ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015030 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，０６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ３００×６０ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015040 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，１８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ３００×６０ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＰＨＣパイル 0203015050 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，２９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ３００×６０ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015060 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，４１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ３００×６０ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015070 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，５３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ３００×６０ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015080 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ９９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015090 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ １，１４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015100 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，２８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015110 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，４２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015120 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，５６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015130 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，７００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015140 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，８５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015150 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１４ｍ １，９９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×１４ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015160 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１５ｍ ２，１３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×１５ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015170 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長７ｍ １，２４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015180 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長８ｍ １，４２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015190 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長９ｍ １，６００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015200 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１０ｍ １，７８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015210 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１１ｍ １，９５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015220 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１２ｍ ２，１３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＰＨＣパイル 0203015230 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１３ｍ ２，３１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015240 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１４ｍ ２，４９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×１４ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015250 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１５ｍ ２，６７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×１５ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015260 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長７ｍ １，５２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015270 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長８ｍ １，７４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015280 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長９ｍ １，９５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015290 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１０ｍ ２，１７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015300 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１１ｍ ２，３９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015310 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１２ｍ ２，６１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015320 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１３ｍ ２，８３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015330 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１４ｍ ３，０４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×１４ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015340 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１５ｍ ３，２６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×１５ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015350 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長７ｍ １，９２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015360 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長８ｍ ２，１９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015370 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長９ｍ ２，４７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015380 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１０ｍ ２，７４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015390 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１１ｍ ３，０２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015400 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１２ｍ ３，２９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

250 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ＰＨＣパイル 0203015410 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１３ｍ ３，５７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015420 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１４ｍ ３，８４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×１４ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015430 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１５ｍ ４，１１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×１５ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015440 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ２，６２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×７ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015450 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ３，０００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×８ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015460 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長９ｍ ３，３７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×９ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015470 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１０ｍ ３，７５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×１０ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015480 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１１ｍ ４，１２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×１１ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015490 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１２ｍ ４，５００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×１２ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015500 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１３ｍ ４，８７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×１３ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015510 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１４ｍ ５，２５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×１４ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015520 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１５ｍ ５，６２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×１５ｍ 本 138 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011525 ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ３，４３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011530 ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ３，９２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011535 ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長９ｍ ４，４１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011540 ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１０ｍ ４，９００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011545 ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１１ｍ ５，３９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011550 ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１２ｍ ５，８８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＰＨＣパイル 0203011555 ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１３ｍ ６，３７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011560 ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１４ｍ ６，８６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011565 ＰＨＣパイル Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１５ｍ ７，３５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011570 ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ４，３４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011575 ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ４，９６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011580 ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長９ｍ ５，５８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011585 ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１０ｍ ６，２００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011590 ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１１ｍ ６，８２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011595 ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１２ｍ ７，４４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011600 ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１３ｍ ８，０６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011605 ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１４ｍ ８，６８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011610 ＰＨＣパイル Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１５ｍ ９，２９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011615 ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ５，３５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011620 ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ６，１１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011625 ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長９ｍ ６，８８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011630 ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１０ｍ ７，６４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011635 ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１１ｍ ８，４１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011640 ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１２ｍ ９，１７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＰＨＣパイル 0203011645 ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１３ｍ ９，９３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011650 ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１４ｍ １０，７００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011655 ＰＨＣパイル Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１５ｍ １１，４６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011660 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ６，４６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011665 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ７，３９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011670 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長９ｍ ８，３１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011675 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１０ｍ ９，２３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011680 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１１ｍ １０，１６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011685 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１２ｍ １１，０８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011690 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１３ｍ １２，０００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011695 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１４ｍ １２，９３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011700 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１５ｍ １３，８５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011705 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長７ｍ ７，６８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011710 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長８ｍ ８，７８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011715 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長９ｍ ９，８８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011720 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１０ｍ １０，９７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011725 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１１ｍ １２，０７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011730 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１２ｍ １３，１７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

253 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ＰＨＣパイル 0203011735 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１３ｍ １４，２６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011740 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１４ｍ １５，３６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011745 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１５ｍ １６，４６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011750 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長７ｍ ９，０００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011755 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長８ｍ １０，２９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011760 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長９ｍ １１，５７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011765 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１０ｍ １２，８６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011770 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１１ｍ １４，１４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011775 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１２ｍ １５，４３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011780 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１３ｍ １６，７２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011785 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１４ｍ １８，０００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011790 ＰＨＣパイル Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１５ｍ １９，２９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013525 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ３，４３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013530 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ３，９２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013535 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長９ｍ ４，４１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013540 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１０ｍ ４，９００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013545 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１１ｍ ５，３９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013550 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１２ｍ ５，８８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＰＨＣパイル 0203013555 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１３ｍ ６，３７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013560 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１４ｍ ６，８６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013565 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１５ｍ ７，３５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013570 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ４，３４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013575 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ４，９６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013580 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長９ｍ ５，５８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013585 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１０ｍ ６，２００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013590 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１１ｍ ６，８２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013595 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１２ｍ ７，４４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013600 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１３ｍ ８，０６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013605 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１４ｍ ８，６８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013610 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１５ｍ ９，２９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013615 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ５，３５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013620 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ６，１１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013625 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長９ｍ ６，８８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013630 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１０ｍ ７，６４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013635 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１１ｍ ８，４１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013640 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１２ｍ ９，１７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＰＨＣパイル 0203013645 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１３ｍ ９，９３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013650 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１４ｍ １０，７００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013655 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１５ｍ １１，４６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013660 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ６，４６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013665 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ７，３９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013670 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長９ｍ ８，３１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013675 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１０ｍ ９，２３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013680 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１１ｍ １０，１６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013685 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１２ｍ １１，０８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013690 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１３ｍ １２，０００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013695 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１４ｍ １２，９３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013700 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１５ｍ １３，８５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013705 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長７ｍ ７，６８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013710 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長８ｍ ８，７８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013715 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長９ｍ ９，８８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013720 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１０ｍ １０，９７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013725 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１１ｍ １２，０７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013730 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１２ｍ １３，１７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＰＨＣパイル 0203013735 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１３ｍ １４，２６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013740 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１４ｍ １５，３６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013745 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１５ｍ １６，４６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013750 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長７ｍ ９，０００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013755 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長８ｍ １０，２９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013760 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長９ｍ １１，５７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013765 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１０ｍ １２，８６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013770 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１１ｍ １４，１４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013775 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１２ｍ １５，４３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013780 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１３ｍ １６，７２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013785 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１４ｍ １８，０００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203013790 ＰＨＣパイル Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１５ｍ １９，２９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015525 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ３，４３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015530 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ３，９２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015535 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長９ｍ ４，４１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015540 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１０ｍ ４，９００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015545 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１１ｍ ５，３９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015550 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１２ｍ ５，８８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＰＨＣパイル 0203015555 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１３ｍ ６，３７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015560 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１４ｍ ６，８６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015565 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１５ｍ ７，３５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015570 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ４，３４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015575 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ４，９６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015580 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長９ｍ ５，５８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015585 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１０ｍ ６，２００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015590 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１１ｍ ６，８２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015595 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１２ｍ ７，４４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015600 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１３ｍ ８，０６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015605 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１４ｍ ８，６８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015610 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１５ｍ ９，２９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015615 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ５，３５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015620 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ６，１１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015625 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長９ｍ ６，８８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015630 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１０ｍ ７，６４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015635 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１１ｍ ８，４１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015640 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１２ｍ ９，１７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＰＨＣパイル 0203015645 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１３ｍ ９，９３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015650 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１４ｍ １０，７００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015655 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１５ｍ １１，４６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015660 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ６，４６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015665 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ７，３９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015670 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長９ｍ ８，３１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015675 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１０ｍ ９，２３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015680 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１１ｍ １０，１６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015685 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１２ｍ １１，０８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015690 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１３ｍ １２，０００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015695 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１４ｍ １２，９３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015700 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１５ｍ １３，８５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015705 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長７ｍ ７，６８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015710 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長８ｍ ８，７８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015715 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長９ｍ ９，８８０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015720 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１０ｍ １０，９７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015725 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１１ｍ １２，０７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015730 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１２ｍ １３，１７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＰＨＣパイル 0203015735 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１３ｍ １４，２６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015740 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１４ｍ １５，３６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015745 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１５ｍ １６，４６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015750 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長７ｍ ９，０００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×７ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015755 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長８ｍ １０，２９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×８ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015760 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長９ｍ １１，５７０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×９ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015765 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１０ｍ １２，８６０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×１０ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015770 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１１ｍ １４，１４０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×１１ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015775 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１２ｍ １５，４３０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×１２ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015780 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１３ｍ １６，７２０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×１３ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015785 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１４ｍ １８，０００ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×１４ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203015790 ＰＨＣパイル Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１５ｍ １９，２９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×１５ｍ 本 148 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061235 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ２，６７０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×７ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061240 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ３，０５０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×８ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061245 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長９ｍ ３，４３０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×９ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061250
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１０ｍ ３，８２０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×１０ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061255
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１１ｍ ４，２００ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×１１ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061260
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１２ｍ ４，５８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×１２ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061280
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ３，４９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×７ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061285
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ３，９９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×８ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061290
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長９ｍ ４，４９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×９ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061295
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１０ｍ ４，９９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×１０ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061300
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１１ｍ ５，４９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×１１ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061305
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１２ｍ ５，９９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×１２ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061325
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ４，４２０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×７ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061330
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ５，０６０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×８ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061335
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長９ｍ ５，６９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×９ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061340
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１０ｍ ６，３２０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×１０ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061345
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１１ｍ ６，９５０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×１１ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061350
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１２ｍ ７，５８０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×１２ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061370
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ５，４６０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×７ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061375
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ６，２３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×８ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061380
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長９ｍ ７，０２０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×９ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061385
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１０ｍ ７，７９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×１０ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061390
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１１ｍ ８，５８０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×１１ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061395
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１２ｍ ９，３５０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×１２ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061415
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ６，５９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×７ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061420
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ７，５３０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×８ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061425
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長９ｍ ８，４７０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×９ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061430
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１０ｍ ９，４１０ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×１０ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061435
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１１ｍ １０，３６０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×１１ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061440
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１２ｍ １１，３００
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×１２ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063235 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ２，６７０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×７ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063240 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ３，０５０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×８ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063245 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長９ｍ ３，４３０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×９ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063250
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１０ｍ ３，８２０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×１０ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063255
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１１ｍ ４，２００ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×１１ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063260
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１２ｍ ４，５８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×１２ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063280
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ３，４９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×７ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063285
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ３，９９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×８ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063290
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長９ｍ ４，４９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×９ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063295
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１０ｍ ４，９９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×１０ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063300
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１１ｍ ５，４９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×１１ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063305
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１２ｍ ５，９９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×１２ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063325
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ４，４２０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×７ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063330
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ５，０６０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×８ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063335
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長９ｍ ５，６９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×９ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063340
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１０ｍ ６，３２０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×１０ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063345
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１１ｍ ６，９５０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×１１ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063350
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１２ｍ ７，５８０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×１２ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063370
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ５，４６０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×７ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063375
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ６，２３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×８ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063380
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長９ｍ ７，０２０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×９ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063385
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１０ｍ ７，７９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×１０ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063390
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１１ｍ ８，５８０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×１１ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063395
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１２ｍ ９，３５０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×１２ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063415
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ６，５９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×７ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063420
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ７，５３０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×８ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063425
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長９ｍ ８，４７０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×９ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063430
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１０ｍ ９，４１０ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×１０ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063435
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１１ｍ １０，３６０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×１１ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063440
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１２ｍ １１，３００
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×１２ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065235 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ２，６７０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×７ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065240 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ３，０５０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×８ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065245 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長９ｍ ３，４３０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×９ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065250
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１０ｍ ３，８２０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×１０ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065255
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１１ｍ ４，２００ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×１１ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065260
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１２ｍ ４，５８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×１２ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065280
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ３，４９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×７ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065285
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ３，９９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×８ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065290
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長９ｍ ４，４９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×９ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065295
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１０ｍ ４，９９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×１０ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065300
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１１ｍ ５，４９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×１１ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065305
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１２ｍ ５，９９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×１２ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065325
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ４，４２０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×７ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065330
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ５，０６０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×８ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065335
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長９ｍ ５，６９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×９ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065340
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１０ｍ ６，３２０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×１０ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065345
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１１ｍ ６，９５０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×１１ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065350
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１２ｍ ７，５８０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×１２ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065370
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ５，４６０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×７ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065375
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ６，２３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×８ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065380
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長９ｍ ７，０２０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×９ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065385
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１０ｍ ７，７９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×１０ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065390
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１１ｍ ８，５８０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×１１ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065395
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１２ｍ ９，３５０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×１２ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065415
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ６，５９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×７ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065420
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ７，５３０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×８ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065425
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長９ｍ ８，４７０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×９ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065430
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１０ｍ ９，４１０ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×１０ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065435
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１１ｍ １０，３６０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×１１ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065440
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１２ｍ １１，３００
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×１２ｍ 本 150 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040002
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４０
０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ６００×９０×６ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040008
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４０
０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ６００×９０×７ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040014
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４０
０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ６００×９０×８ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040302
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ７００×１００×６ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040304
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ７００×１００×７ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040306
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ７００×１００×８ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040020
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ８００×１１０×６ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040026
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ８００×１１０×７ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040032
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ８００×１１０×８ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040308
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ９００×１２０×６ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040310
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ９００×１２０×７ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040312
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ９００×１２０×８ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040314
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ
４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ １０００×１３０×６ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040316
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ
４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ １０００×１３０×７ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040318
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ
４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ １０００×１３０×８ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040038
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９
０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ６００×９０×６ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040044
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９
０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ６００×９０×７ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040050
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４９
０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ６００×９０×８ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040320
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ７００×１００×６ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040322
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ７００×１００×７ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040324
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ７００×１００×８ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040056
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ８００×１１０×６ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040062
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ８００×１１０×７ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040068
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ８００×１１０×８ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040326
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ９００×１２０×６ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040328
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ９００×１２０×７ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040330
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ９００×１２０×８ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040332
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ
４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ １０００×１３０×６ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040334
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ
４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ １０００×１３０×７ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040336
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ６ 鋼管部材質ＳＫＫ
４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ １０００×１３０×８ｍ　ｔｓ６ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040004
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４０
０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ６００×９０×６ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040010
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４０
０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ６００×９０×７ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040016
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４０
０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ６００×９０×８ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040338
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長６ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ７００×１００×６ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040340
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ７００×１００×７ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040342
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ７００×１００×８ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040022
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ８００×１１０×６ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040028
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ８００×１１０×７ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040034
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ８００×１１０×８ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040344
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ９００×１２０×６ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040346
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ９００×１２０×７ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040348
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ９００×１２０×８ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040350
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ
４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ １０００×１３０×６ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040352
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ
４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ １０００×１３０×７ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040354
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ
４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ １０００×１３０×８ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040040
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４９
０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ６００×９０×６ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040046
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４９
０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ６００×９０×７ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040052
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４９
０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ６００×９０×８ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040356
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長６ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ７００×１００×６ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040358
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ７００×１００×７ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040360
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ７００×１００×８ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040058
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ８００×１１０×６ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040064
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ８００×１１０×７ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040070
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ８００×１１０×８ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040362
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ９００×１２０×６ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040364
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ９００×１２０×７ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040366
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ９００×１２０×８ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040368
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ
４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ １０００×１３０×６ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040370
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ
４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ １０００×１３０×７ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040372
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ９ 鋼管部材質ＳＫＫ
４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ １０００×１３０×８ｍ　ｔｓ９ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040006
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ６００×９０×６ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040012
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ６００×９０×７ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040018
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４
００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ６００×９０×８ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040374
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長６ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ７００×１００×６ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040376
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ７００×１００×７ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040378
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ７００×１００×８ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040024
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ８００×１１０×６ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040030
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ８００×１１０×７ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040036
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ８００×１１０×８ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040380
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ９００×１２０×６ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040382
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ９００×１２０×７ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040384
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ ９００×１２０×８ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040386
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫ
Ｋ４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ １０００×１３０×６　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040388
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫ
Ｋ４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ １０００×１３０×７　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040390
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫ
Ｋ４００

ＳＣパイル　ＳＫＫ４００ １０００×１３０×８　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040042
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ６００×９０×６ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040048
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ６００×９０×７ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040054
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ４
９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ６００×９０×８ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい
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ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040392
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長６ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ７００×１００×６ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040394
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長７ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ７００×１００×７ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040396
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長８ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ７００×１００×８ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040060
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ８００×１１０×６ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040066
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ８００×１１０×７ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040072
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ８００×１１０×８ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040398
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ９００×１２０×６ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040400
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ９００×１２０×７ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040402
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫＫ
４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ ９００×１２０×８ｍ　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040404
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長６ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫ
Ｋ４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ １０００×１３０×６　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040406
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長７ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫ
Ｋ４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ １０００×１３０×７　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 0203040408
ＳＣパイル（外殻鋼管付コンクリートパイル） 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長８ｍ ｔｓ１２ 鋼管部材質ＳＫ
Ｋ４９０

ＳＣパイル　ＳＫＫ４９０ １０００×１３０×８　ｔｓ１２ 本 151 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

場所打ち杭キャップ 0203050002 杭キャップ 外径φ１，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 場所打ち杭キャップ 径１０００×Ｈ１２００ｍｍ 本 152 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

場所打ち杭キャップ 0203050004 杭キャップ 外径φ１，５００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 場所打ち杭キャップ 径１５００×Ｈ１２００ｍｍ 本 152 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

場所打ち杭キャップ 0203050006 杭キャップ 外径φ２，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 場所打ち杭キャップ 径２０００×Ｈ１２００ｍｍ 本 152 ○ ○ 0203 コンクリートぐい

コマ型コンクリートブロック 0211010010 マイ独楽３３０型 φ３３０ｍｍ×３３０ｍｍ　筏マット含む コマ型コンクリートブロック マイ独楽３３０型　径３３０ｍｍ 組 152 ○ ○ 0211 基礎工用ブロック

コマ型コンクリートブロック 0211010020 マイ独楽５００型 φ４９５ｍｍ×５００ｍｍ　筏マット含む コマ型コンクリートブロック マイ独楽５００型　径４９５ｍｍ 組 152 ○ ○ 0211 基礎工用ブロック

コマ型コンクリートブロック 0211010020 マイ独楽５００型 φ４９５ｍｍ×５００ｍｍ　筏マット含む コマ型コンクリートブロック マイ独楽５００型　径４９５ｍｍ 個 152 ○ ○ 0211 基礎工用ブロック
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コンクリート矢板 0103051010
コンクリート矢板 平形 ５００ｍｍ幅 ０５０ 厚５０ｍｍ 長さの種類２．０～３．５ｍ ６１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ａ　５
３７３（ＳＦタイプ）

コンクリート矢板　平形　０５０ Ｔ５０ｍｍ×Ｌ２～３．５ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103051020
コンクリート矢板 平形 ５００ｍｍ幅 ０６０ 厚６０ｍｍ 長さの種類２．５～４．０ｍ ７４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ａ　５
３７３（ＳＦタイプ）

コンクリート矢板　平形　０６０ Ｔ６０ｍｍ×Ｌ２．５～４ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103051030
コンクリート矢板 平形 ５００ｍｍ幅 ０７０ 厚７０ｍｍ 長さの種類２．５～５．０ｍ ８６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ａ　５
３７３（ＳＦタイプ）

コンクリート矢板　平形　０７０ Ｔ７０ｍｍ×Ｌ２．５～５ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103051040
コンクリート矢板 平形 ５００ｍｍ幅 ０８０ 厚８０ｍｍ 長さの種類３．０～５．０ｍ ９８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ａ　５
３７３（ＳＦタイプ）

コンクリート矢板　平形　０８０ Ｔ８０ｍｍ×Ｌ３～５ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103051045
コンクリート矢板 平形 ５００ｍｍ幅 ０９０ 厚９０ｍｍ 長さの種類３．５～６．０ｍ １１０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３（ＳＦタイプ）

コンクリート矢板　平形　０９０ Ｔ９０ｍｍ×Ｌ３．５～６ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103051050
コンクリート矢板 平形 ５００ｍｍ幅 １００ 厚１００ｍｍ 長さの種類３．５～６．０ｍ １２３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３（ＳＦタイプ）

コンクリート矢板　平形　１００ Ｔ１００ｍｍ×Ｌ３．５～６ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103051060
コンクリート矢板 平形 ５００ｍｍ幅 １１０ 厚１１０ｍｍ 長さの種類４．０～６．０ｍ １３５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３（ＳＦタイプ）

コンクリート矢板　平形　１１０ Ｔ１１０ｍｍ×Ｌ４～６ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103051070
コンクリート矢板 平形 ５００ｍｍ幅 １２０ 厚１２０ｍｍ 長さの種類４．５～８．０ｍ １４８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３（ＳＦタイプ）

コンクリート矢板　平形　１２０ Ｔ１２０ｍｍ×Ｌ４．５～８ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103051080
コンクリート矢板 平形 ５００ｍｍ幅 １３０ 厚１３０ｍｍ 長さの種類５．０～８．０ｍ １６０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３（ＳＦタイプ）

コンクリート矢板　平形　１３０ Ｔ１３０ｍｍ×Ｌ５～８ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103051090
コンクリート矢板 平形 ５００ｍｍ幅 １４０ 厚１４０ｍｍ 長さの種類５．０～８．０ｍ １７２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３（ＳＦタイプ）

コンクリート矢板　平形　１４０ Ｔ１４０ｍｍ×Ｌ５～８ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103051100
コンクリート矢板 平形 ５００ｍｍ幅 １５０ 厚１５０ｍｍ 長さの種類６．０～９．０ｍ １８５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３（ＳＦタイプ）

コンクリート矢板　平形　１５０ Ｔ１５０ｍｍ×Ｌ６～９ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103051110
コンクリート矢板 平形 ５００ｍｍ幅 １６０ 厚１６０ｍｍ 長さの種類６．０～９．０ｍ １９７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３（ＳＦタイプ）

コンクリート矢板　平形　１６０ Ｔ１６０ｍｍ×Ｌ６～９ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103051130
コンクリート矢板 平形 ５００ｍｍ幅 １８０ 厚１８０ｍｍ 長さの種類７．０～１０．０ｍ ２２２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ａ　５３７３（ＳＦタイプ）

コンクリート矢板　平形　１８０ Ｔ１８０ｍｍ×Ｌ７～１０ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103051140
コンクリート矢板 平形 ５００ｍｍ幅 １９０ 厚１９０ｍｍ 長さの種類７．０～１１．０ｍ ２３４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ａ　５３７３（ＳＦタイプ）

コンクリート矢板　平形　１９０ Ｔ１９０ｍｍ×Ｌ７～１１ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103051150
コンクリート矢板 平形 ５００ｍｍ幅 ２００ 厚２００ｍｍ 長さの種類８．０～１２．０ｍ ２４７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ａ　５３７３（ＳＦタイプ）

コンクリート矢板　平形　２００ Ｔ２００ｍｍ×Ｌ８～１２ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103051170
コンクリート矢板 平形 ５００ｍｍ幅 ２２０ 厚２２０ｍｍ 長さの種類１０．０～１３．０ｍ ２７１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ａ　５３７３（ＳＦタイプ）

コンクリート矢板　平形　２２０ Ｔ２２０ｍｍ×Ｌ１０～１３ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103052010
コンクリート矢板 溝形 １，０００ｍｍ幅 ０９０Ａ 厚９０ｍｍ 長さの種類２．０～４．５ｍ １７０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ａ　５３７２　ＪＩＳ　Ａ　５３７３（ＳＣタイプ）

コンクリート矢板　溝形０９０Ａ Ｔ９０ｍｍ×Ｌ２～４．５ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103052020
コンクリート矢板 溝形 １，０００ｍｍ幅 ０９０Ｂ 厚９０ｍｍ 長さの種類２．５～５．０ｍ １７０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ａ　５３７２　ＪＩＳ　Ａ　５３７３（ＳＣタイプ）

コンクリート矢板　溝形０９０Ｂ Ｔ９０ｍｍ×Ｌ２．５～５ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板
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コンクリート矢板 0103052030
コンクリート矢板 溝形 １，０００ｍｍ幅 ０９０Ｃ 厚９０ｍｍ 長さの種類２．５～５．０ｍ １７０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ａ　５３７２　ＪＩＳ　Ａ　５３７３（ＳＣタイプ）

コンクリート矢板　溝形０９０Ｃ Ｔ９０ｍｍ×Ｌ２．５～５ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103052040
コンクリート矢板 溝形 １，０００ｍｍ幅 １２０ 厚１２０ｍｍ 長さの種類４．０～６．５ｍ ２１６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ａ　５３７２　ＪＩＳ　Ａ　５３７３（ＳＣタイプ）

コンクリート矢板　溝形　１２０ Ｔ１２０ｍｍ×Ｌ４～６．５ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103052050
コンクリート矢板 溝形 １，０００ｍｍ幅 １５０Ａ 厚１５０ｍｍ 長さの種類４．０～６．５ｍ ２３６ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２　ＪＩＳ　Ａ　５３７３（ＳＣタイプ）

コンクリート矢板　溝形１５０Ａ Ｔ１５０ｍｍ×Ｌ４～６．５ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103052060
コンクリート矢板 溝形 １，０００ｍｍ幅 １５０Ｂ 厚１５０ｍｍ 長さの種類４．０～６．５ｍ ２３６ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２　ＪＩＳ　Ａ　５３７３（ＳＣタイプ）

コンクリート矢板　溝形１５０Ｂ Ｔ１５０ｍｍ×Ｌ４～６．５ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103052070
コンクリート矢板 溝形 １，０００ｍｍ幅 １７５ 厚１７５ｍｍ 長さの種類５．０～７．５ｍ ２５５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ａ　５３７２　ＪＩＳ　Ａ　５３７３（ＳＣタイプ）

コンクリート矢板　溝形　１７５ Ｔ１７５ｍｍ×Ｌ５～７．５ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103052080
コンクリート矢板 溝形 １，０００ｍｍ幅 ２００Ａ 厚２００ｍｍ 長さの種類６．０～８．５ｍ ２９７ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２　ＪＩＳ　Ａ　５３７３（ＳＣタイプ）

コンクリート矢板　溝形２００Ａ Ｔ２００ｍｍ×Ｌ６～８．５ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103052085
コンクリート矢板 溝形 １，０００ｍｍ幅 ２００Ｂ 厚２００ｍｍ 長さの種類６．０～９．０ｍ ２９７ｋｇ／ｍ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２　ＪＩＳ　Ａ　５３７３（ＳＣタイプ）

コンクリート矢板　溝形２００Ｂ Ｔ２００ｍｍ×Ｌ６～９ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103052090
コンクリート矢板 溝形 １，０００ｍｍ幅 ２３０ 厚２３０ｍｍ 長さの種類６．５～９．５ｍ ３２５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ
Ａ　５３７２　ＪＩＳ　Ａ　５３７３（ＳＣタイプ）

コンクリート矢板　溝形　２３０ Ｔ２３０ｍｍ×Ｌ６．５～９．５ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103052100
コンクリート矢板 溝形 １，０００ｍｍ幅 ２５５Ａ 厚２５５ｍｍ 長さの種類７．０～１１．０ｍ ３３６ｋｇ／ｍ Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２　ＪＩＳ　Ａ　５３７３（ＳＣタイプ）

コンクリート矢板　溝形２５５Ａ Ｔ２５５ｍｍ×Ｌ７～１１ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103052110
コンクリート矢板 溝形 １，０００ｍｍ幅 ２５５Ｂ 厚２５５ｍｍ 長さの種類８．０～１２．０ｍ ３３６ｋｇ／ｍ Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２　ＪＩＳ　Ａ　５３７３（ＳＣタイプ）

コンクリート矢板　溝形２５５Ｂ Ｔ２５５ｍｍ×Ｌ８～１２ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103052120
コンクリート矢板 溝形 １，０００ｍｍ幅 ２７５Ａ 厚２７５ｍｍ 長さの種類８．０～１２．０ｍ ３５３ｋｇ／ｍ Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２　ＪＩＳ　Ａ　５３７３（ＳＣタイプ）

コンクリート矢板　溝形２７５Ａ Ｔ２７５ｍｍ×Ｌ８～１２ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103052130
コンクリート矢板 溝形 １，０００ｍｍ幅 ２７５Ｂ 厚２７５ｍｍ 長さの種類９．０～１３．０ｍ ３５３ｋｇ／ｍ Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２　ＪＩＳ　Ａ　５３７３（ＳＣタイプ）

コンクリート矢板　溝形２７５Ｂ Ｔ２７５ｍｍ×Ｌ９～１３ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103052140
コンクリート矢板 溝形 １，０００ｍｍ幅 ３００ 厚３００ｍｍ 長さの種類１０．０～１４．０ｍ ４１５ｋｇ／ｍ Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２　ＪＩＳ　Ａ　５３７３（ＳＣタイプ）

コンクリート矢板　溝形　３００ Ｔ３００ｍｍ×Ｌ１０～１４ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103052150
コンクリート矢板 溝形 １，０００ｍｍ幅 ３５０ 厚３５０ｍｍ 長さの種類１０．０～１４．０ｍ ４４６ｋｇ／ｍ Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２　ＪＩＳ　Ａ　５３７３（ＳＣタイプ）

コンクリート矢板　溝形　３５０ Ｔ３５０ｍｍ×Ｌ１０～１４ｍ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103059005 コンクリート矢板 加算額 埋め込みタイプ（同時成形タイプ） 埋め込みプレート（ＰＬ－９×１００×１５０） コンクリート矢板　加算額 埋め込みプレート 枚 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103059010 コンクリート矢板 加算額 埋め込みタイプ（同時成形タイプ） 埋め込みインサートＭ－２０用 コンクリート矢板　加算額 埋め込みインサートＭ－２０用 本 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103059015 コンクリート矢板 加算額 埋め込みタイプ（同時成形タイプ） 止水パッキング　Ａタイプ コンクリート矢板　加算額 止水パッキング　Ａタイプ ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103059018 コンクリート矢板 加算額 後付けタイプ 水膨張シール材（５×１０） コンクリート矢板　加算額 水膨張シール材（５×１０） ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板
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コンクリート矢板 0103059020 コンクリート矢板 加算額 後付けタイプ 水膨張シール材（５×１５） コンクリート矢板　加算額 水膨張シール材（５×１５） ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

コンクリート矢板 0103059025 コンクリート矢板 加算額 後付けタイプ 水膨張シール材（５×２０） コンクリート矢板　加算額 水膨張シール材（５×２０） ｍ 152 ○ ○ 0103 コンクリート矢板

仮設・土木用木材 0005022005 切丸太 （杉） 長１．８ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００６５ 切丸太　杉 Ｌ１．８ｍ×末口径６ｃｍ 本 154 ○ ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022010 切丸太 （杉） 長１．８ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１０１ 切丸太　杉 Ｌ１．８ｍ×末口径７．５ｃｍ 本 154 ○ ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022013 切丸太 （杉） 長１．８ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１４６ 切丸太　杉 Ｌ１．８ｍ×末口径９ｃｍ 本 154 ○ ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022015 切丸太 （杉） 長２．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００７２ 切丸太　杉 Ｌ２ｍ×末口径６ｃｍ 本 154 ○ ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022020 切丸太 （杉） 長２．０ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１１３ 切丸太　杉 Ｌ２ｍ×末口径７．５ｃｍ 本 154 ○ ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022025 切丸太 （杉） 長２．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１６２ 切丸太　杉 Ｌ２ｍ×末口径９ｃｍ 本 154 ○ ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022030 切丸太 （杉） 長３．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．０１０８ 切丸太　杉 Ｌ３ｍ×末口径６ｃｍ 本 154 ○ ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022035 切丸太 （杉） 長３．０ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１６９ 切丸太　杉 Ｌ３ｍ×末口径７．５ｃｍ 本 154 ○ ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022038 切丸太 （杉） 長３．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０２４３ 切丸太　杉 Ｌ３ｍ×末口径９ｃｍ 本 154 ○ ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022040 切丸太 （杉） 長４．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．０１４４ 切丸太　杉 Ｌ４ｍ×末口径６ｃｍ 本 154 ○ ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022043 切丸太 （杉） 長４．０ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０２２５ 切丸太　杉 Ｌ４ｍ×末口径７．５ｃｍ 本 154 ○ ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022045 切丸太 （杉） 長４．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０３２４ 切丸太　杉 Ｌ４ｍ×末口径９ｃｍ 本 154 ○ ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0205013020 くい丸太 （松） 長１．２ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．００９７ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．２ｍ×末口９ｃｍ　皮むき 本 154 ○ ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013050 くい丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１２２ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．５ｍ×末口９ｃｍ　皮むき 本 154 ○ ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013100 くい丸太 （松） 長１．８ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１４６ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．８ｍ×末口９ｃｍ　皮むき 本 154 ○ ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013130 くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１６２ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２ｍ×末口９ｃｍ　皮むき 本 154 ○ ○ 0205 木ぐい
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仮設・土木用木材 0205013140 くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０２８８ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２ｍ×末口１２ｃｍ　皮むき 本 154 ○ ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013150 くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０４５０ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２ｍ×末口１５ｃｍ　皮むき 本 154 ○ ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013160 くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．０６４８ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２ｍ×末口１８ｃｍ　皮むき 本 154 ○ ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013230 くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０２４３ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３ｍ×末口９ｃｍ　皮むき 本 154 ○ ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013240 くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４３２ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３ｍ×末口１２ｃｍ　皮むき 本 154 ○ ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013250 くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０６７５ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３ｍ×末口１５ｃｍ　皮むき 本 154 ○ ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013260 くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．０９７２ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３ｍ×末口１８ｃｍ　皮むき 本 154 ○ ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013310 くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０３２４ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ４ｍ×末口９ｃｍ　皮むき 本 154 ○ ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013320 くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０５７６ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ４ｍ×末口１２ｃｍ　皮むき 本 154 ○ ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013330 くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０９００ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ４ｍ×末口１５ｃｍ　皮むき 本 154 ○ ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013340 くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．１２９６ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ４ｍ×末口１８ｃｍ　皮むき 本 154 ○ ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0005042012 足場板合板 （国産材） 長４．０ｍ×厚３．５ｃｍ×幅２４ｃｍ 材積０．０３３６ 足場板合板　国産材 Ｌ４ｍ×Ｔ３．５×Ｗ２４ｃｍ 枚 154 ○ ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005032110 足場板 （杉） 長４．０ｍ×厚３．６ｃｍ×幅２０ｃｍ上 材積０．０２８８ 足場板　杉 Ｌ４ｍ×Ｔ３．６×Ｗ２０ｃｍ上 ｍ３ 154 ○ ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005032310 足場板 （松，カラ松） 長４．０ｍ×厚３．６ｃｍ×幅２０ｃｍ上 材積０．０２８８ 足場板　松・カラ松 Ｌ４ｍ×Ｔ３．６×Ｗ２０ｃｍ上 ｍ３ 154 ○ ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0105012010 矢板 （松） 長２．０ｍ×厚３～４．５ｃｍ×幅１２ｃｍ上 松矢板 ２ｍ×３～４．５×１２上 ｍ３ 154 ○ ○ 0105 木製矢板

仮設・土木用木材 0105012020 矢板 （松） 長３．６ｍ×厚３～４．５ｃｍ×幅１５ｃｍ上 松矢板 ３．６ｍ×３～４．５×１５上 ｍ３ 154 ○ ○ 0105 木製矢板

仮設・土木用木材 0105012030 矢板 （松） 長４．０ｍ×厚３～４．５ｃｍ×幅１５ｃｍ上 松矢板 ４ｍ×３～４．５×１５上 ｍ３ 154 ○ ○ 0105 木製矢板

仮設・土木用木材 0105022010 雑矢板 長２．０ｍ×厚３～４．５ｃｍ×幅１２ｃｍ上 雑矢板 Ｌ２ｍ×Ｔ３～４．５×Ｗ１２上 ｍ３ 154 ○ ○ 0105 木製矢板
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仮設・土木用木材 0407012110 バタ角 （杉） 長３．０ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ 材積０．０２４３ バタ角　杉 Ｌ３ｍ×Ｔ９×Ｗ９ｃｍ ｍ３ 154 ○ ○ 0407 型枠支保材

仮設・土木用木材 0407012130 バタ角 （杉） 長４．０ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ 材積０．０３２４ バタ角　杉 Ｌ４ｍ×Ｔ９×Ｗ９ｃｍ ｍ３ 154 ○ ○ 0407 型枠支保材

仮設・土木用木材 0407012120 バタ角 （杉） 長４．０ｍ×厚１０ｃｍ×幅１０ｃｍ 材積０．０４００ バタ角　杉 Ｌ４ｍ×Ｔ１０×Ｗ１０ｃｍ ｍ３ 154 ○ ○ 0407 型枠支保材

仮設・土木用木材 0407012140 バタ角 （杉） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０４４１ バタ角　杉 Ｌ４ｍ×Ｗ１０．５ｃｍ ｍ３ 154 ○ ○ 0407 型枠支保材

仮設・土木用木材 0407012210 バタ角 （米つが） 長３．０ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ 材積０．０２４３ バタ角　米つが Ｌ３ｍ×Ｔ９×Ｗ９ｃｍ ｍ３ 154 ○ ○ 0407 型枠支保材

仮設・土木用木材 0407022120 桟木 （杉） 長４．０ｍ×厚２．４（２．５）ｃｍ×幅４．８（５）ｃｍ 材積０．００４６ 桟木　杉 Ｌ４ｍ×Ｔ２．４×Ｗ４．８ｃｍ ｍ３ 154 ○ ○ 0407 型枠支保材

仮設・土木用木材 0407022110 桟木 （杉） 長４．０ｍ×厚２．７（３）ｃｍ×幅６ｃｍ 材積０．００６５ 桟木　杉 Ｌ４ｍ×Ｔ２．７×Ｗ６ｃｍ ｍ３ 154 ○ ○ 0407 型枠支保材

仮設・土木用木材 0407022620 桟木 （米松） 長４．０ｍ×厚２．４（２．５）ｃｍ×幅４．８（５）ｃｍ 材積０．００４６ 桟木　米松 Ｌ４ｍ×Ｔ２．４×Ｗ４．８ｃｍ ｍ３ 154 ○ ○ 0407 型枠支保材

仮設・土木用木材 0407022610 桟木 （米松） 長４．０ｍ×厚２．７（３）ｃｍ×幅６ｃｍ 材積０．００６５ 桟木　米松 Ｌ４ｍ×Ｔ２．７×Ｗ６ｃｍ ｍ３ 154 ○ ○ 0407 型枠支保材

仮設・土木用木材 0407022210 桟木 （米つが） 長４．０ｍ×厚２．４（２．５）ｃｍ×幅４．８（５）ｃｍ 材積０．００４６ 桟木　米つが Ｌ４ｍ×Ｔ２．４×Ｗ４．８ｃｍ ｍ３ 154 ○ ○ 0407 型枠支保材

仮設・土木用木材 0407022320 桟木 （カラ松） 長４．０ｍ×厚２．４（２．５）ｃｍ×幅４．８（５）ｃｍ 材積０．００４６ 桟木　カラ松 Ｌ４ｍ×Ｔ２．４×Ｗ４．８ｃｍ ｍ３ 154 ○ ○ 0407 型枠支保材

仮設・土木用木材 0407022710 桟木 （アカ松） 長４．０ｍ×厚２．４（２．５）ｃｍ×幅４．８（５）ｃｍ 材積０．００４６ 桟木　アカ松 Ｌ４ｍ×Ｔ２．４×Ｗ４．８ｃｍ ｍ３ 154 ○ ○ 0407 型枠支保材

仮設・土木用木材 0407022510 桟木 （エゾ松・トド松） 長３．６５ｍ×厚２．４（２．５）ｃｍ×幅４．８（５）ｃｍ 材積０．００４２ 桟木　エゾ松・トド松 Ｌ３．６５ｍ×Ｗ４．８ｃｍ ｍ３ 154 ○ ○ 0407 型枠支保材

仮設・土木用木材 0407022520 桟木 （エゾ松・トド松） 長３．８ｍ×厚２．７（３）ｃｍ×幅６ｃｍ 材積０．００６２ 桟木　エゾ松・トド松 Ｌ３．８ｍ×Ｔ２．７×Ｗ６ｃｍ ｍ３ 154 ○ ○ 0407 型枠支保材

一般建築用木材 2403012411 管柱 杉（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０３３１ 管柱　杉　ＫＤ ３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2403 角材

一般建築用木材 2403012436 管柱 杉（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０４３２ 管柱　杉　ＫＤ ３ｍ×１２×１２ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2403 角材

一般建築用木材 2403022436 管柱 ひのき（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０３３１ 管柱　ひのき　ＫＤ ３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2403 角材

一般建築用木材 2403022438 管柱 ひのき（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０４３２ 管柱　ひのき　ＫＤ ３ｍ×１２×１２ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2403 角材
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一般建築用木材 2409020160 管柱 ホワイトウッド（集成） 長３．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０３３１ 管柱　ホワイトウッド　集成 ３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ 本 160 ○ ○ 2409 集成材

一般建築用木材 2409020170 管柱 ホワイトウッド（集成） 長３．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０４３２ 管柱　ホワイトウッド　集成 ３ｍ×１２×１２ｃｍ 本 160 ○ ○ 2409 集成材

一般建築用木材 2409020220 管柱 レッドウッド（集成） 長３．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０３３１ 管柱　レッドウッド　集成 ３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ 本 160 ○ ○ 2409 集成材

一般建築用木材 2409020230 管柱 レッドウッド（集成） 長３．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０４３２ 管柱　レッドウッド　集成 ３ｍ×１２×１２ｃｍ 本 160 ○ ○ 2409 集成材

一般建築用木材 2403012438 桁 杉（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０４４１ 桁　杉　ＫＤ ４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2403 角材

一般建築用木材 2403012440 桁 杉（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０５７６ 桁　杉　ＫＤ ４ｍ×１２×１２ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2403 角材

一般建築用木材 2403180002 桁 米松（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０４４１ 桁　米松　ＫＤ ４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2403 角材

一般建築用木材 2403180004 桁 米松（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０５７６ 桁　米松　ＫＤ ４ｍ×１２×１２ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2403 角材

一般建築用木材 2409020240 桁 レッドウッド（集成） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０４４１ 桁　レッドウッド　集成 ４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2409 集成材

一般建築用木材 2409020250 桁 レッドウッド（集成） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０５７６ 桁　レッドウッド　集成 ４ｍ×１２×１２ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2409 集成材

一般建築用木材 2403122462 梁 米松（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１８ｃｍ 材積０．０５６７ 梁　米松　ＫＤ ３ｍ×１０．５×１８ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2403 角材

一般建築用木材 2403122464 梁 米松（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅２１ｃｍ 材積０．０７５６ 梁　米松　ＫＤ ３ｍ×１２×２１ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2403 角材

一般建築用木材 2403122466 梁 米松（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅２４ｃｍ 材積０．１００８ 梁　米松　ＫＤ ４ｍ×１０．５×２４ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2403 角材

一般建築用木材 2403122468 梁 米松（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅２７ｃｍ 材積０．１２９６ 梁　米松　ＫＤ ４ｍ×１２×２７ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2403 角材

一般建築用木材 2409020260 梁 レッドウッド（集成） 長３．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１８ｃｍ 材積０．０５６７ 梁　レッドウッド　集成 ３ｍ×１０．５×１８ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2409 集成材

一般建築用木材 2409020270 梁 レッドウッド（集成） 長３．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅２１ｃｍ 材積０．０７５６ 梁　レッドウッド　集成 ３ｍ×１２×２１ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2409 集成材

一般建築用木材 2409020280 梁 レッドウッド（集成） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅２４ｃｍ 材積０．１００８ 梁　レッドウッド　集成 ４ｍ×１０．５×２４ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2409 集成材

一般建築用木材 2409020290 梁 レッドウッド（集成） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅２７ｃｍ 材積０．１２９６ 梁　レッドウッド　集成 ４ｍ×１２×２７ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2409 集成材
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一般建築用木材 2403022440 土台 ひのき（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０４４１ 土台　ひのき　ＫＤ ４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2403 角材

一般建築用木材 2403022442 土台 ひのき（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０５７６ 土台　ひのき　ＫＤ ４ｍ×１２×１２ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2403 角材

一般建築用木材 2415010060 土台 米つが（防腐注入・グリーン） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０４４１ 土台　米つが防腐注入・グリーン ４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2415 防腐木材

一般建築用木材 2415010070 土台 米つが（防腐注入・グリーン） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０５７６ 土台　米つが防腐注入・グリーン ４ｍ×１２×１２ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2415 防腐木材

一般建築用木材 2415010080 土台 米つが（防腐注入・ＫＤ） 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０４４１ 土台　米つが防腐注入・ＫＤ ４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2415 防腐木材

一般建築用木材 2415010090 土台 米つが（防腐注入・ＫＤ） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０５７６ 土台　米つが防腐注入・ＫＤ ４ｍ×１２×１２ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2415 防腐木材

一般建築用木材 2405072442 間柱 杉（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚３ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．００９５ 間柱　杉　ＫＤ ３ｍ×３×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

一般建築用木材 2405072444 間柱 杉（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０１４２ 間柱　杉　ＫＤ ３ｍ×４．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

一般建築用木材 2405170002 間柱 米松（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚３ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．００９５ 間柱　米松　ＫＤ ３ｍ×３×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

一般建築用木材 2405170004 間柱 米松（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０１４２ 間柱　米松　ＫＤ ３ｍ×４．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

一般建築用木材 2405180002 間柱 ホワイトウッド（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚３ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．００９５ 間柱　ホワイトウッド　ＫＤ ３ｍ×３×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

一般建築用木材 2405180004 間柱 ホワイトウッド（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０１４２ 間柱　ホワイトウッド　ＫＤ ３ｍ×４．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

一般建築用木材 2409020300 間柱 ホワイトウッド（集成） 長３．０ｍ×厚３ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．００９５ 間柱　ホワイトウッド　集成 ３ｍ×３×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2409 集成材

一般建築用木材 2409020310 間柱 ホワイトウッド（集成） 長３．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０１４２ 間柱　ホワイトウッド　集成 ３ｍ×４．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2409 集成材

一般建築用木材 2405072446 筋違 杉（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅９ｃｍ 材積０．０１２２ 筋違　杉　ＫＤ ３ｍ×４．５×９ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

一般建築用木材 2405072448 筋違 杉（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０１８９ 筋違　杉　ＫＤ ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

一般建築用木材 2405170006 筋違 米松（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅９ｃｍ 材積０．０１２２ 筋違　米松　ＫＤ ３ｍ×４．５×９ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

一般建築用木材 2405170008 筋違 米松（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０１８９ 筋違　米松　ＫＤ ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

277 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

一般建築用木材 2405180006 筋違 ホワイトウッド（ＫＤ） 長３．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅９ｃｍ 材積０．０１２２ 筋違　ホワイトウッド　ＫＤ ３ｍ×４．５×９ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

一般建築用木材 2405180008 筋違 ホワイトウッド（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０１８９ 筋違　ホワイトウッド　ＫＤ ４ｍ×４．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

一般建築用木材 2405072450 垂木・根太 杉（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚３ｃｍ×幅４ｃｍ 材積０．００４８ 垂木・根太　杉　ＫＤ ４ｍ×３×４ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

一般建築用木材 2405012428 垂木・根太 杉（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅４．５ｃｍ 材積０．００８１ 垂木・根太　杉　ＫＤ ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

一般建築用木材 2405072452 垂木・根太 杉（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅６ｃｍ 材積０．０１０８ 垂木・根太　杉　ＫＤ ４ｍ×４．５×６ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

一般建築用木材 2405190002 垂木・根太 アカ松（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚３ｃｍ×幅４ｃｍ 材積０．００４８ 垂木・根太　アカ松　ＫＤ ４ｍ×３×４ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

一般建築用木材 2405200002 垂木・根太 米松（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅４．５ｃｍ 材積０．００８１ 垂木・根太　米松　ＫＤ ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

一般建築用木材 2405170010 垂木・根太 米松（ＫＤ） 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅６ｃｍ 材積０．０１０８ 垂木・根太　米松　ＫＤ ４ｍ×４．５×６ｃｍ ｍ３ 160 ○ ○ 2405 割材

北海道地区木材 0407044010 北海道地区木材 仮設・土木用木材 押角 長３．６ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ 材積０．０２９２ 押角　北海道木材 Ｌ３．６ｍ×Ｔ９×Ｗ９ｃｍ ｍ３ 166 ○ ○ 0407 型枠支保材

北海道地区木材 0105014010 北海道地区木材 仮設・土木用木材 松矢板 長１．８ｍ×厚３～４．５ｃｍ×幅１５ｃｍ上 松矢板　北海道木材 １．８ｍ×３～４．５×１５上 ｍ３ 166 ○ ○ 0105 木製矢板

北海道地区木材 0105014020 北海道地区木材 仮設・土木用木材 松矢板 長３．６ｍ×厚３～４．５ｃｍ×幅１５ｃｍ下 松矢板　北海道木材 ３．６ｍ×３～４．５×１５下 ｍ３ 166 ○ ○ 0105 木製矢板

北海道地区木材 0407024010 北海道地区木材 仮設・土木用木材 桟木 エゾ・トド松 長３．６ｍ×厚２．７ｃｍ×幅５ｃｍ 材積０．００４９ 桟木　エゾ・トド松　北海道木材 Ｌ３．６ｍ×Ｔ２．７×Ｗ５ｃｍ ｍ３ 166 ○ ○ 0407 型枠支保材

北海道地区木材 2403064440
北海道地区木材 一般建築用木材 正角材 エゾ・トド松　スプルース 長２．７３ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ
２級 材積０．０３０１

エゾ・トド松・スプルース正角 Ｌ２．７３ｍ　２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2403 角材

北海道地区木材 2403064442
北海道地区木材 一般建築用木材 正角材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ
２級 材積０．０４０２

エゾ・トド松・スプルース正角 Ｌ３．６５ｍ　２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2403 角材

北海道地区木材 2403064444
北海道地区木材 一般建築用木材 正角材 スプルース 長４．６ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ ２級 材積０．０
５０７

スプルース正角　北海道木材 Ｌ４．６ｍ　２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2403 角材

北海道地区木材 2403064446
北海道地区木材 一般建築用木材 正角材 スプルース 長５．６ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ ２級 材積０．０
６１７

スプルース正角　北海道木材 Ｌ５．６ｍ　２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2403 角材

北海道地区木材 2403064448
北海道地区木材 一般建築用木材 正角材 スプルース 長６．４ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ ２級 材積０．０
７０６

スプルース正角　北海道木材 Ｌ６．４ｍ　２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2403 角材

北海道地区木材 2403064450
北海道地区木材 一般建築用木材 正角材（ＫＤ） エゾ松　スプルース 長２．７３ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃ
ｍ 上小節 材積０．０３０１

エゾ松・スプルース正角 Ｌ２．７３ｍ　上小節　ＫＤ ｍ３ 166 ○ ○ 2403 角材
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北海道地区木材 2403064452
北海道地区木材 一般建築用木材 正角材（ＫＤ） エゾ松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃ
ｍ 上小節 材積０．０４０２

エゾ松・スプルース正角 Ｌ３．６５ｍ　上小節　ＫＤ ｍ３ 166 ○ ○ 2403 角材

北海道地区木材 2403064454
北海道地区木材 一般建築用木材 正角材（ＫＤ） エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１
０．５ｃｍ ２級 材積０．０４０２

エゾ・トド松・スプルース正角 Ｌ３．６５ｍ　２級　ＫＤ ｍ３ 166 ○ ○ 2403 角材

北海道地区木材 2403154470
北海道地区木材 一般建築用木材 平角材 エゾ・トド松　スプルース 長２．７３ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅２４ｃｍ ２級
材積０．０６８８

エゾ・トド松・スプルース平角 Ｌ２．７３ｍ×Ｗ２４ｃｍ　２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2403 角材

北海道地区木材 2403154480
北海道地区木材 一般建築用木材 平角材 エゾ・トド松　スプルース 長２．７３ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅２７ｃｍ ２級
材積０．０７７４

エゾ・トド松・スプルース平角 Ｌ２．７３ｍ×Ｗ２７ｃｍ　２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2403 角材

北海道地区木材 2403154490
北海道地区木材 一般建築用木材 平角材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅２４ｃｍ ２級
材積０．０９２０

エゾ・トド松・スプルース平角 Ｌ３．６５ｍ×Ｗ２４ｃｍ　２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2403 角材

北海道地区木材 2403154500
北海道地区木材 一般建築用木材 平角材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅２７ｃｍ ２級
材積０．１０３５

エゾ・トド松・スプルース平角 Ｌ３．６５ｍ×Ｗ２７ｃｍ　２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2403 角材

北海道地区木材 2405044440
北海道地区木材 一般建築用木材 正割材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚３ｃｍ×幅３ｃｍ ２級 材積
０．００３３

エゾ・トド松・スプルース正割 Ｌ３．６５ｍ×辺３ｃｍ　２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2405 割材

北海道地区木材 2405044450
北海道地区木材 一般建築用木材 正割材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚４．５ｃｍ×幅４．５ｃｍ ２級
材積０．００７４

エゾ・トド松・スプルース正割 Ｌ３．６５ｍ×辺４．５ｃｍ２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2405 割材

北海道地区木材 2405044460
北海道地区木材 一般建築用木材 正割材（ＫＤ） エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚４．５ｃｍ×幅４．５
ｃｍ ２級 材積０．００７４

エゾ・トド松・スプルース正割 Ｌ３．６５×辺４．５　２級ＫＤ ｍ３ 166 ○ ○ 2405 割材

北海道地区木材 2405124410
北海道地区木材 一般建築用木材 平割材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１．８ｃｍ×幅４．５ｃｍ ２級
材積０．００３０

エゾ・トド松・スプルース平割 Ｌ３．６５ｍ×Ｔ１．８ｃｍ２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2405 割材

北海道地区木材 2405124450
北海道地区木材 一般建築用木材 平割材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚３ｃｍ×幅４．５ｃｍ ２級 材
積０．００４９

エゾ・トド松・スプルース平割 Ｌ３．６５ｍ×Ｔ３ｃｍ　２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2405 割材

北海道地区木材 2405124460
北海道地区木材 一般建築用木材 平割材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ ２
級 材積０．０１７２

エゾ・トド松・スプルース平割 Ｌ３．６５ｍ×Ｔ４．５ｃｍ２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2405 割材

北海道地区木材 2405124470
北海道地区木材 一般建築用木材 平割材（ＫＤ） エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚４．５ｃｍ×幅１０．
５ｃｍ ２級 材積０．０１７２

エゾ・トド松・スプルース平割 Ｌ３．６５ｍ×Ｔ４．５ＫＤ２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2405 割材

北海道地区木材 2407084410
北海道地区木材 一般建築用木材 枠材（ＫＤ） エゾ松　スプルース 長３．６５ｍ×厚３～４．５ｃｍ×幅１０．５ｃ
ｍ上 上小節

エゾ松・スプルース枠 Ｌ３．６５ｍ　上小節　ＫＤ材 ｍ３ 166 ○ ○ 2407 板材

北海道地区木材 2407044444
北海道地区木材 一般建築用木材 板材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１．２ｃｍ×幅１２ｃｍ ２級 材
積０．００５３

エゾ・トド松・スプルース板 Ｌ３．６５ｍ×Ｗ１２ｃｍ　２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2407 板材

北海道地区木材 2407044446
北海道地区木材 一般建築用木材 板材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１．２ｃｍ×幅２１ｃｍ ２級 材
積０．００９２

エゾ・トド松・スプルース板 Ｌ３．６５ｍ×Ｗ２１ｃｍ　２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2407 板材

北海道地区木材 2407044448
北海道地区木材 一般建築用木材 板材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１．８ｃｍ×幅１０．５ｃｍ ２級
材積０．００６９

エゾ・トド松・スプルース板 Ｌ３．６５ｍ×Ｔ１．８ｃｍ２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2407 板材

北海道地区木材 2407044450
北海道地区木材 一般建築用木材 板材 エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚４．５ｃｍ×幅２１ｃｍ ２級 材
積０．０３４５

エゾ・トド松・スプルース板 Ｌ３．６５ｍ×Ｔ４．５ｃｍ２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2407 板材
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北海道地区木材 2407044452
北海道地区木材 一般建築用木材 板材（ＫＤ） エゾ・トド松　スプルース 長３．６５ｍ×厚１．８ｃｍ×幅１０．５
ｃｍ ２級 材積０．００６９

エゾ・トド松・スプルース板 Ｌ３．６５ｍ×Ｔ１．８ＫＤ２級 ｍ３ 166 ○ ○ 2407 板材

沖縄地区木材 2403016402 沖縄地区木材 正角材 杉 長３．０ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ 特１等 材積０．０２４３ 杉正角（特１等）沖縄地区 ３ｍ×９×９ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2403 角材

沖縄地区木材 2403016404 沖縄地区木材 正角材 杉 長３．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 特１等 材積０．０３３１ 杉正角（特１等）沖縄地区 ３ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2403 角材

沖縄地区木材 2403016406 沖縄地区木材 正角材 杉 長３．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 特１等 材積０．０４３２ 杉正角（特１等）沖縄地区 ３ｍ×１２×１２ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2403 角材

沖縄地区木材 2403016408 沖縄地区木材 正角材 杉 長４．０ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ 特１等 材積０．０３２４ 杉正角（特１等）沖縄地区 ４ｍ×９×９ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2403 角材

沖縄地区木材 2403016410 沖縄地区木材 正角材 杉 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 特１等 材積０．０４４１ 杉正角（特１等）沖縄地区 ４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2403 角材

沖縄地区木材 2403016412 沖縄地区木材 正角材 杉 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 特１等 材積０．０５７６ 杉正角（特１等）沖縄地区 ４ｍ×１２×１２ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2403 角材

沖縄地区木材 2403160010 沖縄地区木材 正角材 メラピー 長４．０ｍ×厚９ｃｍ×幅９ｃｍ 材積０．０３２４ メラピー正角　沖縄地区 ４ｍ×９×９ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2403 角材

沖縄地区木材 2403160020 沖縄地区木材 正角材 メラピー 長４．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０４４１ メラピー正角　沖縄地区 ４ｍ×１０．５×１０．５ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2403 角材

沖縄地区木材 2403086402 沖縄地区木材 正角材 アピトン 長４．０ｍ×厚８．７ｃｍ×幅８．７ｃｍ 材積０．０３０３ アピトン正角　沖縄地区 ４ｍ×８．７×８．７ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2403 角材

沖縄地区木材 2403106402 沖縄地区木材 平角材 杉 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１５ｃｍ 特１等 材積０．０７２０ 杉平角（特１等）沖縄地区 ４ｍ×１２×１５ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2403 角材

沖縄地区木材 2403106404 沖縄地区木材 平角材 杉 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅２１ｃｍ 特１等 材積０．１００８ 杉平角（特１等）沖縄地区 ４ｍ×１２×２１ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2403 角材

沖縄地区木材 2403106406 沖縄地区木材 平角材 杉 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅２４ｃｍ 特１等 材積０．１１５２ 杉平角（特１等）沖縄地区 ４ｍ×１２×２４ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2403 角材

沖縄地区木材 2405016402 沖縄地区木材 正割材 杉 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅４．５ｃｍ 特１等 材積０．００８１ 杉正割（特１等）沖縄地区 ４ｍ×４．５×４．５ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2405 割材

沖縄地区木材 2405016404 沖縄地区木材 正割材 杉 長４．０ｍ×厚６ｃｍ×幅６ｃｍ 特１等 材積０．０１４４ 杉正割（特１等）沖縄地区 ４ｍ×６×６ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2405 割材

沖縄地区木材 2405066402 沖縄地区木材 正割材 アピトン 長４．０ｍ×厚４．２ｃｍ×幅４．２ｃｍ 材積０．００７１ アピトン正割　沖縄地区 ４ｍ×４．２×４．２ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2405 割材

沖縄地区木材 2405076402 沖縄地区木材 平割材 杉 長４．０ｍ×厚４．５ｃｍ×幅５ｃｍ 特１等 材積０．００９０ 杉平割（特１等）沖縄地区 ４ｍ×４．５×５ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2405 割材

沖縄地区木材 2405146402 沖縄地区木材 平割材 アピトン 長４．０ｍ×厚４．２ｃｍ×幅８．７ｃｍ 材積０．０１４６ アピトン平割　沖縄地区 Ｌ４ｍ×Ｔ４．２×Ｗ８．７ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2405 割材
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沖縄地区木材 2407016406 沖縄地区木材 板材 杉 長２．０ｍ×厚０．７５ｃｍ×幅２１ｃｍ 特１等 材積０．００３２ 杉板（特１等）沖縄地区 ２ｍ×０．７５×２１ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2407 板材

沖縄地区木材 2407016408 沖縄地区木材 板材 杉 長２．０ｍ×厚１．５ｃｍ×幅１８ｃｍ 特１等 材積０．００５４ 杉板（特１等）沖縄地区 ２ｍ×１．５×１８ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2407 板材

沖縄地区木材 2407070010 沖縄地区木材 板材 メラピー 長４．０ｍ×厚３．６ｃｍ×幅２４ｃｍ 材積０．０３４６ メラピー板　沖縄地区 ４ｍ×３．６×２４ｃｍ ｍ３ 167 ○ ○ 2407 板材

特殊木材―ブランド品― 2415030002
特殊木材 外装・外構用 コシイ・スーパーサーモスギ 上小節 長３，０００ｍｍ×幅１２０ｍｍ×厚１８ｍｍ　羽目板
水蒸気式高温熱処理木材 越井木材工業

コシイ・スーパーサーモスギ 上小節　Ｗ１２０×Ｔ１８ｍｍ 本 168 ○ ○ 2415 防腐木材

特殊木材―ブランド品― 2415030004
特殊木材 外装・外構用 コシイ・スーパーサーモスギ 上小節 長３，０００ｍｍ×幅８５ｍｍ×厚１２ｍｍ　羽目板 水
蒸気式高温熱処理木材 越井木材工業

コシイ・スーパーサーモスギ 上小節　Ｗ８５×Ｔ１２ｍｍ 本 168 ○ ○ 2415 防腐木材

特殊木材―ブランド品― 2415030006
特殊木材 外装・外構用 コシイ・スーパーサーモスギ 上小節 長３，０００ｍｍ×幅１３０ｍｍ×厚１８ｍｍ 水蒸気式
高温熱処理木材 越井木材工業

コシイ・スーパーサーモスギ 上小節　Ｗ１３０×Ｔ１８ｍｍ 本 168 ○ ○ 2415 防腐木材

特殊木材―ブランド品― 2415030008
特殊木材 外装・外構用 コシイ・スーパーサーモヒノキ 特一等 長３，０００ｍｍ×幅７７ｍｍ×厚３５ｍｍ 水蒸気式
高温熱処理木材 越井木材工業

コシイ・スーパーサーモヒノキ 特一等　Ｗ７７×Ｔ３５ｍｍ 本 168 ○ ○ 2415 防腐木材

特殊木材―ブランド品― 2415030010
特殊木材 外装・外構用 マクセラムＰＬ 長１，８００ｍｍ×幅１４３ｍｍ×厚２１ｍｍ 高耐久性樹脂含浸単板積層材
越井木材工業

マクセラムＰＬ １８００×１４３×２１ｍｍ 本 168 ○ ○ 2415 防腐木材

木材保存剤―ブランド品― 2423020125 木材保存剤 ネオアリシス 低毒性，油剤，原液使用　１８ｌ缶 ケミプロ化成 木材保存剤 ネオアリシス リットル 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）

木材保存剤―ブランド品― 2423020195 木材保存剤 ピレス油剤 木部処理剤，原液使用　１８ｌ缶 ケミプロ化成 木材保存剤 ピレス油剤 リットル 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）

木材保存剤―ブランド品― 2423020190 木材保存剤 シッケンズ・セトールＨＬＳｅ 木材保護着色塗料　１６ｌ缶 トーヨーマテリア 木材保存剤 シッケンズ・セトールＨＬＳｅ リットル 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）

木材保存剤―ブランド品― 2423020105 木材保存剤 キシラデコール 木材保護着色塗料　１６ｌ缶 大阪ガスケミカル 木材保存剤 キシラデコール リットル 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）

木材保存剤―ブランド品― 2423020095 木材保存剤 キシラデコールやすらぎ ＵＶカット白木塗料　１６ｌ缶 大阪ガスケミカル 木材保存剤 キシラデコールやすらぎ リットル 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）

木材保存剤―ブランド品― 2423010065 防蟻，防虫剤 ネオターマイトキラー 低毒性土壌処理剤，２０倍希釈　１８ｌ缶 ケミプロ化成 防蟻・防虫剤 ネオターマイトキラー リットル 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）

木材保存剤―ブランド品― 2423010115 防蟻，防虫剤 ピレス乳剤２５０ 土壌処理剤，２５０倍希釈　１５ｋｇ缶 ケミプロ化成 防蟻・防虫剤 ピレス乳剤２５０ ｋｇ 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）

木材保存剤―ブランド品― 2423020205 防蟻，防虫剤 アクアアリゾールＴＣ 防腐・防蟻塗布剤　１５ｌ缶 大日本木材防腐 防蟻・防虫剤 アクアアリゾールＴＣ リットル 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）

木材保存剤―ブランド品― 2423010025 防蟻，防虫剤 アリゾールサンド 粒剤，原粒使用，土壌処理剤　１０ｋｇ袋 大日本木材防腐 防蟻・防虫剤 アリゾールサンド ｋｇ 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）

木材保存剤―ブランド品― 2423020210 防蟻，防虫剤 モクボーペネザーブイエロー 防腐・防蟻塗布剤　２０ｋｇ缶 大日本木材防腐 防蟻・防虫剤 モクボーペネザーブイエロー ｋｇ 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）
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木材保存剤―ブランド品― 2423020230 防蟻，防虫剤 モクボーペネザーブクリアー 防腐・防蟻塗布剤　２０ｋｇ缶 大日本木材防腐 防蟻・防虫剤 モクボーペネザーブクリアー ｋｇ 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）

木材保存剤―ブランド品― 2423020173 防蟻，防虫剤 キシラモントラッド 油性防虫，シロアリ防除　１６ｌ缶 大阪ガスケミカル 防蟻・防虫剤 キシラモントラッド リットル 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）

木材保存剤―ブランド品― 2423020215 防蟻，防虫剤 タケロックＭＣ５０スーパー 防除用土壌処理剤　２ｋｇ缶 大阪ガスケミカル 防蟻・防虫剤 タケロックＭＣ５０スーパー ｋｇ 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）

木材保存剤―ブランド品― 2423020172 防蟻，防虫剤 ファーストガードＷＲ 水性防虫，シロアリ防除　１６ｌ缶 大阪ガスケミカル 防蟻・防虫剤 ファーストガードＷＲ リットル 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）

木材保存剤―ブランド品― 2423010110 防蟻，防虫剤 ファーストガード粒剤 天然成分配合，土壌処理粒剤　１０ｋｇ×２袋 大阪ガスケミカル 防蟻・防虫剤 ファーストガード粒剤 ｋｇ 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）

木材保存剤―ブランド品― 2423010100 防蟻，防虫剤 ハチクサンＦＬ 防蟻土壌処理剤，２００倍希釈　１ｋｇ缶 バイエルクロップサイエンス 防蟻・防虫剤 ハチクサンＦＬ ｋｇ 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）

木材保存剤―ブランド品― 2423010135 防蟻，防虫剤 白アリスーパー２１ 低臭性　防腐・防蟻剤　１５ｌ缶 吉田製油所 防蟻・防虫剤 白アリスーパー２１ リットル 168 ○ ○ 2423 防腐・防虫剤（材）

合成木材【公表価格】 2411010170 合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚５０ｍｍ×幅２００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業 合成木材　ＦＦＵ５０ Ｌ４ｍ×Ｔ５０×Ｗ２００ｍｍ 本 168 ○ ○ 2411 合成木材

合成木材【公表価格】 2411010180 合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚６０ｍｍ×幅２００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業 合成木材　ＦＦＵ５０ Ｌ４ｍ×Ｔ６０×Ｗ２００ｍｍ 本 168 ○ ○ 2411 合成木材

合成木材【公表価格】 2411010190 合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚７０ｍｍ×幅２００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業 合成木材　ＦＦＵ５０ Ｌ４ｍ×Ｔ７０×Ｗ２００ｍｍ 本 168 ○ ○ 2411 合成木材

合成木材【公表価格】 2411010200 合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚１００ｍｍ×幅１００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業 合成木材　ＦＦＵ５０ Ｌ４ｍ×Ｔ１００×Ｗ１００ｍｍ 本 168 ○ ○ 2411 合成木材

合成木材【公表価格】 2411010210 合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚１００ｍｍ×幅１２０ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業 合成木材　ＦＦＵ５０ Ｌ４ｍ×Ｔ１００×Ｗ１２０ｍｍ 本 168 ○ ○ 2411 合成木材

合成木材【公表価格】 2411010220 合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚１０ｍｍ×幅６００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業 合成木材　ＦＦＵ５０ Ｌ４ｍ×Ｔ１０×Ｗ６００ｍｍ 本 168 ○ ○ 2411 合成木材

合成木材【公表価格】 2411010230 合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚１５ｍｍ×幅６００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業 合成木材　ＦＦＵ５０ Ｌ４ｍ×Ｔ１５×Ｗ６００ｍｍ 本 168 ○ ○ 2411 合成木材

合成木材【公表価格】 2411010240 合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚２０ｍｍ×幅６００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業 合成木材　ＦＦＵ５０ Ｌ４ｍ×Ｔ２０×Ｗ６００ｍｍ 本 168 ○ ○ 2411 合成木材

合成木材【公表価格】 2411010250 合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚２５ｍｍ×幅６００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業 合成木材　ＦＦＵ５０ Ｌ４ｍ×Ｔ２５×Ｗ６００ｍｍ 本 168 ○ ○ 2411 合成木材

合成木材【公表価格】 2411010260 合成木材 ＦＦＵ５０ 長４ｍ×厚３０ｍｍ×幅６００ｍｍ ガラス長繊維強化硬質発泡ウレタン 積水化学工業 合成木材　ＦＦＵ５０ Ｌ４ｍ×Ｔ３０×Ｗ６００ｍｍ 本 168 ○ ○ 2411 合成木材

枠組足場 0005052020 鳥居型建枠 ９１４ｍｍ×１，７００ｍｍ 先めっき １３．７ｋｇ／個 枠組足場　鳥居型建枠 ９１４×１７００　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

282 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

枠組足場 0005052010 鳥居型建枠 １，２１９ｍｍ×１，５２４ｍｍ 先めっき １６．７ｋｇ／個 枠組足場　鳥居型建枠 １２１９×１５２４　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052030 鳥居型建枠 １，２１９ｍｍ×１，７００ｍｍ 先めっき １４．４ｋｇ／個 枠組足場　鳥居型建枠 １４．４ｋｇ　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052040 鳥居型建枠 １，２１９ｍｍ×１，７００ｍｍ 先めっき １５．６ｋｇ／個 枠組足場　鳥居型建枠 １５．６ｋｇ　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052050 鳥居型建枠 １，２１９ｍｍ×１，９３０ｍｍ 先めっき ２０．５ｋｇ／個 枠組足場　鳥居型建枠 １２１９×１９３０　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052120 簡易型建枠 ６１０ｍｍ×１，７００ｍｍ 先めっき １１．２ｋｇ／個 枠組足場　簡易型建枠 ６１０×１７００　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052110 簡易型建枠 ７６２ｍｍ×１，７００ｍｍ 先めっき １１．７ｋｇ／個 枠組足場　簡易型建枠 ７６２×１７００　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052075 梯子型建枠 ９１４ｍｍ×１，２１９ｍｍ 先めっき １１．９ｋｇ／個 枠組足場　梯子型建枠 ９１４×１２１９　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052080 梯子型建枠 １，２１９ｍｍ×９１４ｍｍ 先めっき １１．０ｋｇ／個 枠組足場　梯子型建枠 １２１９×９１４　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052090 梯子型建枠 １，２１９ｍｍ×１，２１９ｍｍ 先めっき １４．０ｋｇ／個 枠組足場　梯子型建枠 １２１９×１２１９　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052150 調節枠 １，２１９ｍｍ×４９０ｍｍ 先めっき ９．１ｋｇ／個 枠組足場　調節枠 １２１９×４９０　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052140 ブラケット枠 ９１４ｍｍ×１，７００ｍｍ 先めっき １７．０ｋｇ／個 枠組足場　ブラケット枠 ９１４×１７００　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052130 ブラケット枠 １，２１９ｍｍ×１，７００ｍｍ 先めっき １７．７ｋｇ／個 枠組足場　ブラケット枠 １２１９×１７００　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052160 梁枠 ４，８７７ｍｍ×４０６ｍｍ 先めっき ２８．３ｋｇ／個 枠組足場　梁枠 ４８７７×４０６　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052170 梁枠 ６，７０６ｍｍ×４０６ｍｍ 先めっき ３８．８ｋｇ／個 枠組足場　梁枠 ６７０６×４０６　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052210 梁渡し １，０２２ｍｍ×９１４ｍｍ 先めっき ５．４ｋｇ／個 枠組足場　梁渡し １０２２×９１４　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052200 梁渡し １，３２７ｍｍ×１，２１９ｍｍ 先めっき ８．８ｋｇ／個 枠組足場　梁渡し １３２７×１２１９　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052215 隅梁受 １３２ｍｍ×１４５ｍｍ 先めっき ２．８ｋｇ／個 枠組足場　隅梁受 １３２×１４５　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052190 階段枠 高１，７２５ｍｍ×幅４５０ｍｍ 先めっき ２７．８ｋｇ／個 枠組足場　階段枠 Ｈ１７２５×Ｗ４５０　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場
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枠組足場 0005052180 階段枠 高１，７２５ｍｍ×幅６５０ｍｍ 先めっき ３５．６ｋｇ／個 枠組足場　階段枠 Ｈ１７２５×Ｗ６５０　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052222 方杖 １，５２４ｍｍ 先めっき ４．８ｋｇ／本 枠組足場　方杖 １５２４ｍｍ　先めっき 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052220 方杖 ２，１３４ｍｍ 先めっき ６．２ｋｇ／本 枠組足場　方杖 ２１３４ｍｍ　先めっき 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052240 布枠 １，８２９ｍｍ×１，０５０ｍｍ 先めっき １３．２ｋｇ／個 枠組足場　布枠 １８２９×１０５０　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052264 鋼製布板 １，２１９ｍｍ×２４０ｍｍ 先めっき ６．４ｋｇ／枚 枠組足場　鋼製布板 １２１９×２４０　先めっき 枚 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052262 鋼製布板 １，２１９ｍｍ×５００ｍｍ 先めっき １１．３ｋｇ／枚 枠組足場　鋼製布板 １２１９×５００　先めっき 枚 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052250 鋼製布板 １，８２９ｍｍ×２４０ｍｍ 先めっき ８．５ｋｇ／枚 枠組足場　鋼製布板 １８２９×２４０　先めっき 枚 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052260 鋼製布板 １，８２９ｍｍ×５００ｍｍ 先めっき １５．８ｋｇ／枚 枠組足場　鋼製布板 １８２９×５００　先めっき 枚 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052430 鋼製軽量足場板 ２，０００ｍｍ×２４０ｍｍ 先めっき ７．０ｋｇ／枚 枠組足場　鋼製軽量足場板 ２０００×２４０　先めっき 枚 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052420 鋼製軽量足場板 ３，０００ｍｍ×２４０ｍｍ 先めっき １０．５ｋｇ／枚 枠組足場　鋼製軽量足場板 ３０００×２４０　先めっき 枚 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052410 鋼製軽量足場板 ４，０００ｍｍ×２４０ｍｍ 先めっき １４．０ｋｇ／枚 枠組足場　鋼製軽量足場板 ４０００×２４０　先めっき 枚 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052304 筋かい ９１４ｍｍ×６１０ｍｍ 先めっき ２．１ｋｇ／本 枠組足場　筋かい ９１４×６１０　先めっき 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052280 筋かい １，２１９ｍｍ×９１４ｍｍ 先めっき ２．９ｋｇ／本 枠組足場　筋かい １２１９×９１４　先めっき 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052290 筋かい １，２１９ｍｍ×１，２１９ｍｍ 先めっき ３．３ｋｇ／本 枠組足場　筋かい １２１９×１２１９　先めっき 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052270 筋かい １，５２４ｍｍ×１，２１９ｍｍ 先めっき ３．７ｋｇ／本 枠組足場　筋かい １５２４×１２１９　先めっき 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052302 筋かい １，８２９ｍｍ×２８０ｍｍ 先めっき ３．５ｋｇ／本 枠組足場　筋かい １８２９×２８０　先めっき 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052300 筋かい １，８２９ｍｍ×１，２１９ｍｍ 先めっき ４．２ｋｇ／本 枠組足場　筋かい １８２９×１２１９　先めっき 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052312 手すり １，２１９ｍｍ 先めっき １．２ｋｇ／本 枠組足場　手すり １２１９ｍｍ　先めっき 本 169 ○ ○ 0005 足場
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枠組足場 0005052310 手すり １，８２９ｍｍ 先めっき ２．２ｋｇ／本 枠組足場　手すり １８２９ｍｍ　先めっき 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052330 手すり柱 １，２１９ｍｍ 先めっき ２．３ｋｇ／本 枠組足場　手すり柱 １２１９ｍｍ　先めっき 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052350 ジャッキ 調整長４６０ｍｍ 先めっき ４．９ｋｇ／個 枠組足場　ジャッキ 調整長４６０ｍｍ　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052360 ジャッキベース 調整長２５０ｍｍ 先めっき ３．９ｋｇ／個 枠組足場　ジャッキベース 調整長２５０ｍｍ　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052370 アームロック ５０７．５ｍｍ 先めっき ０．４１ｋｇ／個 枠組足場　アームロック ５０７．５ｍｍ　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052380 連結ピン ２２５ｍｍ×φ１３ｍｍ 先めっき ０．５５ｋｇ／個 枠組足場　連結ピン ２２５×径１３　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052490 折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） アサガオ主材×２ ２，３９３ｍｍ 先めっき ７．５ｋｇ×２／組 枠組足場　アサガオ主材×２ ２３９３ｍｍ　先めっき 組 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052530 折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） バンノー受けＣ型 １，７０３ｍｍ 先めっき ５．０ｋｇ／個 枠組足場　バンノー受けＣ型 １７０３ｍｍ　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052520 折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） 振れ止め×２ ２，０２７ｍｍ 先めっき ２．７ｋｇ×２／組 枠組足場　振れ止め×２ ２０２７ｍｍ　先めっき 組 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052500 折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） バンノー受けＬ型 １，７０３ｍｍ 先めっき ６．７ｋｇ／個 枠組足場　バンノー受けＬ型 １７０３ｍｍ　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052510 折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） バンノー押え １，７１９ｍｍ 先めっき ４．４ｋｇ／個 枠組足場　バンノー押え １７１９ｍｍ　先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052560
折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） バンノー鋼板×６ ２，３５０ｍｍ×３００ｍｍ×１．２ｍｍ 先
めっき ９．１ｋｇ×６／組

枠組足場　バンノー鋼板×６ ２３５０×３００　先めっき 組 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052540 折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） アサガオ斜材×２ ３，００２ｍｍ 先めっき ５．４ｋｇ×２／組 枠組足場　アサガオ斜材×２ ３００２ｍｍ　先めっき 組 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052550 折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） スライド管×２ ８５０ｍｍ 先めっき １．２ｋｇ×２／組 枠組足場　スライド管×２ ８５０ｍｍ　先めっき 組 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052570 折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） 主材取付金具 先めっき 枠組足場　主材取付金具 先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005052580 折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） 斜材取付金具 先めっき 枠組足場　斜材取付金具 先めっき 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053020 鳥居型建枠 ９１４ｍｍ×１，７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １３．７ｋｇ／個 枠組足場　鳥居型建枠 ９１４×１７００ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053010 鳥居型建枠 １，２１９ｍｍ×１，５２４ｍｍ 溶融亜鉛めっき １６．７ｋｇ／個 枠組足場　鳥居型建枠 １２１９×１５２４ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

285 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

枠組足場 0005053030 鳥居型建枠 １，２１９ｍｍ×１，７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １４．４ｋｇ／個 枠組足場　鳥居型建枠 １４．４ｋｇ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053040 鳥居型建枠 １，２１９ｍｍ×１，７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １５．６ｋｇ／個 枠組足場　鳥居型建枠 １５．６ｋｇ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053050 鳥居型建枠 １，２１９ｍｍ×１，９３０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２０．５ｋｇ／個 枠組足場　鳥居型建枠 １２１９×１９３０ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053120 簡易型建枠 ６１０ｍｍ×１，７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １１．２ｋｇ／個 枠組足場　簡易型建枠 ６１０×１７００ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053110 簡易型建枠 ７６２ｍｍ×１，７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １１．７ｋｇ／個 枠組足場　簡易型建枠 ７６２×１７００ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053075 梯子型建枠 ９１４ｍｍ×１，２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき １１．９ｋｇ／個 枠組足場　梯子型建枠 ９１４×１２１９ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053080 梯子型建枠 １，２１９ｍｍ×９１４ｍｍ 溶融亜鉛めっき １１．０ｋｇ／個 枠組足場　梯子型建枠 １２１９×９１４ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053090 梯子型建枠 １，２１９ｍｍ×１，２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき １４．０ｋｇ／個 枠組足場　梯子型建枠 １２１９×１２１９ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053150 調節枠 １，２１９ｍｍ×４９０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ９．１ｋｇ／個 枠組足場　調節枠 １２１９×４９０ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053140 ブラケット枠 ９１４ｍｍ×１，７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １７．０ｋｇ／個 枠組足場　ブラケット枠 ９１４×１７００ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053130 ブラケット枠 １，２１９ｍｍ×１，７００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １７．７ｋｇ／個 枠組足場　ブラケット枠 １２１９×１７００ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053160 梁枠 ４，８７７ｍｍ×４０６ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２８．３ｋｇ／個 枠組足場　梁枠 ４８７７×４０６ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053170 梁枠 ６，７０６ｍｍ×４０６ｍｍ 溶融亜鉛めっき ３８．８ｋｇ／個 枠組足場　梁枠 ６７０６×４０６ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053210 梁渡し １，０２２ｍｍ×９１４ｍｍ 溶融亜鉛めっき ５．４ｋｇ／個 枠組足場　梁渡し １０２２×９１４ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053200 梁渡し １，３２７ｍｍ×１，２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき ８．８ｋｇ／個 枠組足場　梁渡し １３２７×１２１９ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053215 隅梁受 １３２ｍｍ×１４５ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２．８ｋｇ／個 枠組足場　隅梁受 １３２×１４５ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053190 階段枠 高１，７２５ｍｍ×幅４５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２７．８ｋｇ／個 枠組足場　階段枠 Ｈ１７２５×Ｗ４５０ｍｍＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053180 階段枠 高１，７２５ｍｍ×幅６５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ３５．６ｋｇ／個 枠組足場　階段枠 Ｈ１７２５×Ｗ６５０ｍｍＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場
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枠組足場 0005053222 方杖 １，５２４ｍｍ 溶融亜鉛めっき ４．８ｋｇ／本 枠組足場　方杖 １５２４ｍｍ　ＨＤＺ 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053220 方杖 ２，１３４ｍｍ 溶融亜鉛めっき ６．２ｋｇ／本 枠組足場　方杖 ２１３４ｍｍ　ＨＤＺ 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053240 布枠 １，８２９ｍｍ×１，０５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき １３．２ｋｇ／個 枠組足場　布枠 １８２９×１０５０ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053264 鋼製布板 １，２１９ｍｍ×２４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ６．４ｋｇ／枚 枠組足場　鋼製布板 １２１９×２４０ｍｍ　ＨＤＺ 枚 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053262 鋼製布板 １，２１９ｍｍ×５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １１．３ｋｇ／枚 枠組足場　鋼製布板 １２１９×５００ｍｍ　ＨＤＺ 枚 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053250 鋼製布板 １，８２９ｍｍ×２４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ８．５ｋｇ／枚 枠組足場　鋼製布板 １８２９×２４０ｍｍ　ＨＤＺ 枚 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053260 鋼製布板 １，８２９ｍｍ×５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき １５．８ｋｇ／枚 枠組足場　鋼製布板 １８２９×５００ｍｍ　ＨＤＺ 枚 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053430 鋼製軽量足場板 ２，０００ｍｍ×２４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ７．０ｋｇ／枚 枠組足場　鋼製軽量足場板 ２０００×２４０ｍｍ　ＨＤＺ 枚 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053420 鋼製軽量足場板 ３，０００ｍｍ×２４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき １０．５ｋｇ／枚 枠組足場　鋼製軽量足場板 ３０００×２４０ｍｍ　ＨＤＺ 枚 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053410 鋼製軽量足場板 ４，０００ｍｍ×２４０ｍｍ 溶融亜鉛めっき １４．０ｋｇ／枚 枠組足場　鋼製軽量足場板 ４０００×２４０ｍｍ　ＨＤＺ 枚 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053304 筋かい ９１４ｍｍ×６１０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２．１ｋｇ／本 枠組足場　筋かい ９１４×６１０ｍｍ　ＨＤＺ 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053280 筋かい １，２１９ｍｍ×９１４ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２．９ｋｇ／本 枠組足場　筋かい １２１９×９１４ｍｍ　ＨＤＺ 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053290 筋かい １，２１９ｍｍ×１，２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき ３．３ｋｇ／本 枠組足場　筋かい １２１９×１２１９ｍｍ　ＨＤＺ 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053270 筋かい １，５２４ｍｍ×１，２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき ３．７ｋｇ／本 枠組足場　筋かい １５２４×１２１９ｍｍ　ＨＤＺ 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053302 筋かい １，８２９ｍｍ×２８０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ３．５ｋｇ／本 枠組足場　筋かい １８２９×２８０ｍｍ　ＨＤＺ 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053300 筋かい １，８２９ｍｍ×１，２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき ４．２ｋｇ／本 枠組足場　筋かい １８２９×１２１９ｍｍ　ＨＤＺ 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053312 手すり １，２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき １．２ｋｇ／本 枠組足場　手すり １２１９ｍｍ　ＨＤＺ 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053310 手すり １，８２９ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２．２ｋｇ／本 枠組足場　手すり １８２９ｍｍ　ＨＤＺ 本 169 ○ ○ 0005 足場
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枠組足場 0005053330 手すり柱 １，２１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２．３ｋｇ／本 枠組足場　手すり柱 １２１９ｍｍ　ＨＤＺ 本 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053350 ジャッキ 調整長４６０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ４．９ｋｇ／個 枠組足場　ジャッキ 調整長４６０ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053360 ジャッキベース 調整長２５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき ３．９ｋｇ／個 枠組足場　ジャッキベース 調整長２５０ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053370 アームロック ５０７．５ｍｍ 溶融亜鉛めっき ０．４１ｋｇ／個 枠組足場　アームロック ５０７．５ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053380 連結ピン ２２５ｍｍ×φ１３ｍｍ 溶融亜鉛めっき ０．５５ｋｇ／個 枠組足場　連結ピン ２２５×径１３ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053490
折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） アサガオ主材×２ ２，３９３ｍｍ 溶融亜鉛めっき ７．５ｋｇ×
２／組

枠組足場　アサガオ主材×２ ２３９３ｍｍ　ＨＤＺ 組 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053530
折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） バンノー受けＣ型 １，７０３ｍｍ 溶融亜鉛めっき ５．０ｋｇ／
個

枠組足場　バンノー受けＣ型 １７０３ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053520
折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） 振れ止め×２ ２，０２７ｍｍ 溶融亜鉛めっき ２．７ｋｇ×２／
組

枠組足場　振れ止め×２ ２０２７ｍｍ　ＨＤＺ 組 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053500
折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） バンノー受けＬ型 １，７０３ｍｍ 溶融亜鉛めっき ６．７ｋｇ／
個

枠組足場　バンノー受けＬ型 １７０３ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053510 折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） バンノー押え １，７１９ｍｍ 溶融亜鉛めっき ４．４ｋｇ／個 枠組足場　バンノー押え １７１９ｍｍ　ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053560
折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） バンノー鋼板×６ ２，３５０ｍｍ×３００ｍｍ×１．２ｍｍ 溶融
亜鉛めっき ９．１ｋｇ×６／組

枠組足場　バンノー鋼板×６ ２３５０×３００ｍｍ　ＨＤＺ 組 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053540
折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） アサガオ斜材×２ ３，００２ｍｍ 溶融亜鉛めっき ５．４ｋｇ×
２／組

枠組足場　アサガオ斜材×２ ３００２ｍｍ　ＨＤＺ 組 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053550 折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） スライド管×２ ８５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき １．２ｋｇ×２／組 枠組足場　スライド管×２ ８５０ｍｍ　ＨＤＺ 組 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053570 折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） 主材取付金具 溶融亜鉛めっき 枠組足場　主材取付金具 ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

枠組足場 0005053580 折りたたみ式アサガオ部材内訳（１スパン当たり） 斜材取付金具 溶融亜鉛めっき 枠組足場　斜材取付金具 ＨＤＺ 個 169 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150501 特殊足場 足場キーパーＡ ２００　２００～２４０ｍｍ ０．８４ｋｇ／本 岡部 足場キーパーＡ ２００　２００～２４０ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150502 特殊足場 足場キーパーＡ ３００　２４０～３２０ｍｍ ０．９４ｋｇ／本 岡部 足場キーパーＡ ３００　２４０～３２０ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150503 特殊足場 足場キーパーＡ ３５０　２８０～４００ｍｍ １．０４ｋｇ／本 岡部 足場キーパーＡ ３５０　２８０～４００ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場
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特殊足場―ブランド品― 0005150504 特殊足場 足場キーパーＡ ４００　３２０～４８０ｍｍ １．１５ｋｇ／本 岡部 足場キーパーＡ ４００　３２０～４８０ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150505 特殊足場 足場キーパーＡ ６００　４８０～６７０ｍｍ １．４５ｋｇ／本 岡部 足場キーパーＡ ６００　４８０～６７０ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150506 特殊足場 足場キーパーＡ ８００　６７０～８６０ｍｍ １．７０ｋｇ／本 岡部 足場キーパーＡ ８００　６７０～８６０ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150507 特殊足場 足場キーパーＡ １，０００　８６０～１，０５０ｍｍ １．９４ｋｇ／本 岡部 足場キーパーＡ １０００　８６０～１０５０ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150509 特殊足場 キーパージョイント Ｚ型　Ｗ１／２ ０．１６ｋｇ／個 岡部 キーパージョイント Ｚ型　Ｗ１／２ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150510 特殊足場 キーパージョイント Ｂ型　Ｗ１／２ ０．２１ｋｇ／個 岡部 キーパージョイント Ｂ型　Ｗ１／２ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150508 特殊足場 キーパージョイント Ｃ型　Ｗ１／２ ０．１２ｋｇ／個 岡部 キーパージョイント Ｃ型　Ｗ１／２ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005151101 特殊足場 くい丸 φ４８．６×厚２．４ｍｍ×長１，１００ｍｍ ３．０ｋｇ／本 くい丸 くい丸 ４８．６×２．４×１１００ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005151102 特殊足場 くい丸 φ４８．６×厚２．４ｍｍ×長１，５００ｍｍ ４．０ｋｇ／本 くい丸 くい丸 ４８．６×２．４×１５００ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005151103 特殊足場 くい丸 φ４８．６×厚２．４ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５．５ｋｇ／本 くい丸 くい丸 ４８．６×２．４×２０００ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005151104 特殊足場 くい丸 φ４２．７×厚２．４ｍｍ×長７００ｍｍ １．７ｋｇ／本 くい丸 くい丸 ４２．７×２．４×７００ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005151105 特殊足場 くい丸 φ４２．７×厚２．４ｍｍ×長１，１００ｍｍ ２．６ｋｇ／本 くい丸 くい丸 ４２．７×２．４×１１００ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005151106 特殊足場 くい丸 φ４２．７×厚２．４ｍｍ×長１，５００ｍｍ ３．６ｋｇ／本 くい丸 くい丸 ４２．７×２．４×１５００ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150601 特殊足場 ＫＳ壁つなぎ ２段Ａ型　２５０～４２０ｍｍ １．２ｋｇ／本 国元商会 ＫＳ壁つなぎ ２段Ａ型　２５０～４２０ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150602 特殊足場 ＫＳ壁つなぎ ２段Ｂ型　３８０～７６０ｍｍ １．６ｋｇ／本 国元商会 ＫＳ壁つなぎ ２段Ｂ型　３８０～７６０ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150603 特殊足場 ＫＳ壁つなぎ ２段Ｃ型　６８０～１，０６０ｍｍ ２．２０ｋｇ／本 国元商会 ＫＳ壁つなぎ ２段Ｃ型　６８０～１０６０ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150604 特殊足場 ＫＳ壁つなぎ １８０６型　１８０～２４０ｍｍ ０．８３ｋｇ／本 国元商会 ＫＳ壁つなぎ １８０６型　１８０～２４０ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150605 特殊足場 ＫＳ壁つなぎ 自在１型　２４０～３２０ｍｍ ０．９４ｋｇ／本 国元商会 ＫＳ壁つなぎ 自在１型　２４０～３２０ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場
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特殊足場―ブランド品― 0005151001 特殊足場 吊棚足場（ベスパ） ２，０００ｍｍ×８００ｍｍ　床材アルミ ２９．７ｋｇ／枚 日鉄建材 吊棚足場　床材アルミ ２０００×８００ｍｍ 枚 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005151002 特殊足場 吊棚足場（ベスパ） ２，５００ｍｍ×８００ｍｍ　床材アルミ ３５．２ｋｇ／枚 日鉄建材 吊棚足場　床材アルミ ２５００×８００ｍｍ 枚 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005151003 特殊足場 吊棚足場（ベスパ） ３，０００ｍｍ×８００ｍｍ　床材アルミ ４０．８ｋｇ／枚 日鉄建材 吊棚足場　床材アルミ ３０００×８００ｍｍ 枚 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005151004 特殊足場 吊棚足場（ベスパ） ３，５００ｍｍ×８００ｍｍ　床材アルミ ４６．５ｋｇ／枚 日鉄建材 吊棚足場　床材アルミ ３５００×８００ｍｍ 枚 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150201 特殊足場 壁つなぎ Ｄ－１４０　１４０～１７０ｍｍ　Ｗ１／２ 丸井産業 壁つなぎ　Ｄ－１４０ １４０～１７０ｍｍ　Ｗ１／２ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150202 特殊足場 壁つなぎ Ｄ－１７０　１７０～２１０ｍｍ　Ｗ１／２ 丸井産業 壁つなぎ　Ｄ－１７０ １７０～２１０ｍｍ　Ｗ１／２ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150203 特殊足場 壁つなぎ Ｄ－２００　２００～２５０ｍｍ　Ｗ１／２ 丸井産業 壁つなぎ　Ｄ－２００ ２００～２５０ｍｍ　Ｗ１／２ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150204 特殊足場 壁つなぎ Ｄ－２５０　２４０～３２５ｍｍ　Ｗ１／２ 丸井産業 壁つなぎ　Ｄ－２５０ ２４０～３２５ｍｍ　Ｗ１／２ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150205 特殊足場 壁つなぎ Ｄ－３４０　３００～４４０ｍｍ　Ｗ１／２ 丸井産業 壁つなぎ　Ｄ－３４０ ３００～４４０ｍｍ　Ｗ１／２ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150206 特殊足場 壁つなぎ Ｄ－４５０　４２０～５９０ｍｍ　Ｗ１／２ 丸井産業 壁つなぎ　Ｄ－４５０ ４２０～５９０ｍｍ　Ｗ１／２ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150207 特殊足場 壁つなぎ Ｄ－６００　５７０～８６０ｍｍ　Ｗ１／２ 丸井産業 壁つなぎ　Ｄ－６００ ５７０～８６０ｍｍ　Ｗ１／２ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150208 特殊足場 壁つなぎ Ｄ－８５０　８２０～１，１００ｍｍ　Ｗ１／２ 丸井産業 壁つなぎ　Ｄ－８５０ ８２０～１１００ｍｍ　Ｗ１／２ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150234 特殊足場 足場インサート Ａ型　Ｗ１／２ 丸井産業 足場インサート Ａ型　Ｗ１／２ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150235 特殊足場 足場インサート Ｂ型　Ｗ１／２ 丸井産業 足場インサート Ｂ型　Ｗ１／２ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150236 特殊足場 足場インサート Ｃ型　Ｗ１／２ 丸井産業 足場インサート Ｃ型　Ｗ１／２ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150237 特殊足場 足場インサート Ｄ型　Ｗ１／２ 丸井産業 足場インサート Ｄ型　Ｗ１／２ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150238 特殊足場 足場インサート 石張用　Ｌ－８５ 丸井産業 足場インサート 石張用　Ｌ－８５ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150239 特殊足場 足場インサート 石張用　Ｌ－１２５ 丸井産業 足場インサート 石張用　Ｌ－１２５ 個 170 ○ ○ 0005 足場
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特殊足場―ブランド品― 0005150240 特殊足場 足場インサート ＡＬＣ用　７５型 丸井産業 足場インサート ＡＬＣ用　７５型 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150241 特殊足場 足場インサート ＡＬＣ用　１２５型 丸井産業 足場インサート ＡＬＣ用　１２５型 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150213 特殊足場 アンクランプ ＡＦ 丸井産業 アンクランプ ＡＦ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150214 特殊足場 アンクランプ ＡＣ 丸井産業 アンクランプ ＡＣ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150215 特殊足場 アンクランプ ＢＦ 丸井産業 アンクランプ ＢＦ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150216 特殊足場 アンクランプ ＢＣ 丸井産業 アンクランプ ＢＣ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150217 特殊足場 アンクランプ Ｃ 丸井産業 アンクランプ Ｃ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150144 ブラケット一側足場 ブラケット Ｐ－５００Ｚ ２．３ｋｇ／本 タカミヤ ブラケット一側足場 ブラケット　Ｐ－５００Ｚ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150146 ブラケット一側足場 ブラケット Ｐ－６００ＧＺ ２．６ｋｇ／本 タカミヤ ブラケット一側足場 ブラケット　Ｐ－６００ＧＺ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150109 ブラケット一側足場 足場ネット ９００ｍｍ ６．６ｋｇ／枚 タカミヤ ブラケット一側足場 足場ネット　９００ｍｍ 枚 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150108 ブラケット一側足場 足場ネット １，３５０ｍｍ ８．８ｋｇ／枚 タカミヤ ブラケット一側足場 足場ネット　１３５０ｍｍ 枚 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150107 ブラケット一側足場 足場ネット １，８００ｍｍ １０．９ｋｇ／枚 タカミヤ ブラケット一側足場 足場ネット　１８００ｍｍ 枚 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150127 ブラケット一側足場 アンカー　スクリュー φ１７ｍｍ タカミヤ ブラケット一側足場 アンカー　スクリュー 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150128 ブラケット一側足場 アンカー　高ナット φ１７×３８ｍｍ タカミヤ ブラケット一側足場 アンカー　高ナット 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150135 ブラケット一側足場 アンカー　丸型 φ１２．７　１５×６０ｍｍ タカミヤ ブラケット一側足場 アンカー　丸型　径１２．７ｍｍ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150134 ブラケット一側足場 梯子 ３，０００ｍｍ １８ｋｇ／本 タカミヤ ブラケット一側足場 梯子　３０００ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150124 ブラケット一側足場 回転ベース １．１７ｋｇ／個 タカミヤ ブラケット一側足場 回転ベース 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150125 ブラケット一側足場 回転ジャッキベース 軽量型 ２．１４ｋｇ／個 タカミヤ ブラケット一側足場 回転ジャッキベース　軽量型 個 170 ○ ○ 0005 足場
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特殊足場―ブランド品― 0005150126 ブラケット一側足場 根がらみ １，８００ｍｍ ２．６７ｋｇ／本 タカミヤ ブラケット一側足場 根がらみ　１８００ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150136 ブラケット一側足場 マルチジョイント ２３５ｍｍ １．００ｋｇ／本 タカミヤ ブラケット一側足場 マルチジョイント　２３５ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150138 ブラケット一側足場 壁つなぎ　ＡＫＮ４５０ ３００～４５０ｍｍ １．４８ｋｇ／本 タカミヤ ブラケット一側足場 壁つなぎＡＫＮ４５０ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150140 ブラケット一側足場 壁つなぎ　ＡＫＮ７５０ ４５０～７５０ｍｍ １．９８ｋｇ／本 タカミヤ ブラケット一側足場 壁つなぎＡＫＮ７５０ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150142 ブラケット一側足場 壁つなぎ　ＡＫＮ１０００ ７３０～１，０５０ｍｍ ２．３０ｋｇ／本 タカミヤ ブラケット一側足場 壁つなぎＡＫＮ１０００ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150403 ビケ足場部材 支柱 φ４８．６×９５０ｍｍ ３．８ｋｇ／本 ダイサン ビケ足場部材　支柱 径４８．６×９５０ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150402 ビケ足場部材 支柱 φ４８．６×１，９００ｍｍ ７．１ｋｇ／本 ダイサン ビケ足場部材　支柱 径４８．６×１９００ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150401 ビケ足場部材 支柱 φ４８．６×３，８００ｍｍ １４．０ｋｇ／本 ダイサン ビケ足場部材　支柱 径４８．６×３８００ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150404 ビケ足場部材 下屋用支柱 φ４８．６×１，２３０ｍｍ ５．０ｋｇ／本 ダイサン ビケ足場部材　下屋用支柱 径４８．６×１２３０ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150411 ビケ足場部材 踏板 ２４０ｍｍ×６００ｍｍ ３．５ｋｇ／枚 ダイサン ビケ足場部材　踏板 ２４０×６００ｍｍ 枚 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150410 ビケ足場部材 踏板 ２４０ｍｍ×９００ｍｍ ４．７ｋｇ／枚 ダイサン ビケ足場部材　踏板 ２４０×９００ｍｍ 枚 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150409 ビケ足場部材 踏板 ２４０ｍｍ×１，２００ｍｍ ５．７ｋｇ／枚 ダイサン ビケ足場部材　踏板 ２４０×１２００ｍｍ 枚 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150408 ビケ足場部材 踏板 ２４０ｍｍ×１，８００ｍｍ ９．０ｋｇ／枚 ダイサン ビケ足場部材　踏板 ２４０×１８００ｍｍ 枚 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150407 ビケ足場部材 踏板 ４００ｍｍ×９００ｍｍ ６．３ｋｇ／枚 ダイサン ビケ足場部材　踏板 ４００×９００ｍｍ 枚 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150406 ビケ足場部材 踏板 ４００ｍｍ×１，２００ｍｍ ７．８ｋｇ／枚 ダイサン ビケ足場部材　踏板 ４００×１２００ｍｍ 枚 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150405 ビケ足場部材 踏板 ４００ｍｍ×１，８００ｍｍ １２．３ｋｇ／枚 ダイサン ビケ足場部材　踏板 ４００×１８００ｍｍ 枚 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150414 ビケ足場部材 布材 φ４２．７×９００ｍｍ ２．３ｋｇ／本 ダイサン ビケ足場部材　布材 径４２．７×９００ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150413 ビケ足場部材 布材 φ４２．７×１，２００ｍｍ ３．０ｋｇ／本 ダイサン ビケ足場部材　布材 径４２．７×１２００ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場
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特殊足場―ブランド品― 0005150412 ビケ足場部材 布材 φ４２．７×１，８００ｍｍ ４．３ｋｇ／本 ダイサン ビケ足場部材　布材 径４２．７×１８００ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150416 ビケ足場部材 ブラケット φ４２．７×３５５ｍｍ １．８ｋｇ／個 ダイサン ビケ足場部材　ブラケット 径４２．７×３５５ｍｍ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150415 ビケ足場部材 ブラケット φ４２．７×６００ｍｍ ２．８ｋｇ／個 ダイサン ビケ足場部材　ブラケット 径４２．７×６００ｍｍ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150417 ビケ足場部材 ジャッキベース φ４１．７×６００ｍｍ ２．３ｋｇ／個 ダイサン ビケ足場部材　ジャッキベース 径４１．７×６００ｍｍ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150423 ビケ足場部材 鋼製敷盤 ２４０ｍｍ×２４０ｍｍ ０．８ｋｇ／個 ダイサン ビケ足場部材　鋼製敷盤 ２４０×２４０ｍｍ 個 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150424 ビケ足場部材 先行手すり φ３４．０×１，２００ｍｍ ５．３ｋｇ／本 ダイサン ビケ足場部材　先行手すり 径３４×１２００ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

特殊足場―ブランド品― 0005150425 ビケ足場部材 先行手すり φ３４．０×１，８００ｍｍ ６．９ｋｇ／本 ダイサン ビケ足場部材　先行手すり 径３４×１８００ｍｍ 本 170 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005061010 足場パイプ 長１，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ　ＳＴＫ５００ 先めっき 足場パイプ １０００×４８．６　先めっき 本 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005061020 足場パイプ 長１，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ　ＳＴＫ５００ 先めっき 足場パイプ １５００×４８．６　先めっき 本 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005061030 足場パイプ 長２，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ　ＳＴＫ５００ 先めっき 足場パイプ ２０００×４８．６　先めっき 本 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005061040 足場パイプ 長２，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ　ＳＴＫ５００ 先めっき 足場パイプ ２５００×４８．６　先めっき 本 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005061050 足場パイプ 長３，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ　ＳＴＫ５００ 先めっき 足場パイプ ３０００×４８．６　先めっき 本 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005061060 足場パイプ 長３，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ　ＳＴＫ５００ 先めっき 足場パイプ ３５００×４８．６　先めっき 本 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005061070 足場パイプ 長４，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ　ＳＴＫ５００ 先めっき 足場パイプ ４０００×４８．６　先めっき 本 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005061080 足場パイプ 長４，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ　ＳＴＫ５００ 先めっき 足場パイプ ４５００×４８．６　先めっき 本 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005061090 足場パイプ 長５，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ　ＳＴＫ５００ 先めっき 足場パイプ ５０００×４８．６　先めっき 本 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005061100 足場パイプ 長５，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ　ＳＴＫ５００ 先めっき 足場パイプ ５５００×４８．６　先めっき 本 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005061110 足場パイプ ピン加工料 足場パイプ ピン加工料 箇所 171 ○ ○ 0005 足場
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単管足場類 0005070010 クランプ（直交・自在） パイプ径４８．６ｍｍ用 電気めっき 足場付属金物　クランプ パイプ径４８．６用　電気めっき 個 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005070110 三連クランプ（直交・自在） パイプ径４８．６ｍｍ用 電気めっき 足場付属金物　三連クランプ パイプ径４８．６用　電気めっき 個 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005070030 ベースプレート パイプ径４８．６ｍｍ用 電気めっき 足場付属金物　ベースプレート パイプ径４８．６用　電気めっき 個 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005070040 ジョイント パイプ径４８．６ｍｍ用 電気めっき 足場付属金物　ジョイント パイプ径４８．６用　電気めっき 個 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005070170 自在ステップ ６００ｍｍ×２５０ｍｍ　全回転式（プレート） 足場付属金物　自在ステップ ６００×２５０ｍｍ　全回転式 個 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005070180 自在ステップ ９００ｍｍ×２５０ｍｍ　全回転式（プレート） 足場付属金物　自在ステップ ９００×２５０ｍｍ　全回転式 個 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005150901
スーパーライト７００（軽量足場パイプ） 外径４８．６ｍｍ×肉厚１．８ｍｍ×長２，０００ｍｍ（ＳＴＫ７００相
当）

スーパーライト７００ ４８．６×１．８×２０００ｍｍ 本 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005150902
スーパーライト７００（軽量足場パイプ） 外径４８．６ｍｍ×肉厚１．８ｍｍ×長３，０００ｍｍ（ＳＴＫ７００相
当）

スーパーライト７００ ４８．６×１．８×３０００ｍｍ 本 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005150903
スーパーライト７００（軽量足場パイプ） 外径４８．６ｍｍ×肉厚１．８ｍｍ×長４，０００ｍｍ（ＳＴＫ７００相
当）

スーパーライト７００ ４８．６×１．８×４０００ｍｍ 本 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005070090 コ型クランプ ３型，固定型 足場付属金物　コ型クランプ ３型　固定型 個 171 ○ ○ 0005 足場

単管足場類 0005070100 コ型クランプ １・２型（自在・直交タイプ） 足場付属金物　コ型クランプ １・２型　自在・直交タイプ 個 171 ○ ○ 0005 足場

足場チェーン 0005090010 足場チェーン 径６．０ｍｍ×長２ｍ 両フック付き 電気めっき 足場チェーン 径６ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 171 ○ ○ 0005 足場

足場チェーン 0005090020 足場チェーン 径６．０ｍｍ×長２．５ｍ 両フック付き 電気めっき 足場チェーン 径６ｍｍ×Ｌ２．５ｍ 本 171 ○ ○ 0005 足場

足場チェーン 0005090030 足場チェーン 径６．０ｍｍ×長３ｍ 両フック付き 電気めっき 足場チェーン 径６ｍｍ×Ｌ３ｍ 本 171 ○ ○ 0005 足場

足場チェーン 0005090040 足場チェーン 径６．０ｍｍ×長３．５ｍ 両フック付き 電気めっき 足場チェーン 径６ｍｍ×Ｌ３．５ｍ 本 171 ○ ○ 0005 足場

足場チェーン 0005090050 足場チェーン 径６．０ｍｍ×長４ｍ 両フック付き 電気めっき 足場チェーン 径６ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 171 ○ ○ 0005 足場

足場チェーン 0005090060 足場チェーン 径６．０ｍｍ×長５ｍ 両フック付き 電気めっき 足場チェーン 径６ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 171 ○ ○ 0005 足場

斜面用足場ブラケット―ブランド品― 0005130010 キャットウォーク 路面６００ｍｍ 岡部 キャットウォーク 路面６００ｍｍ 基 171 ○ ○ 0005 足場
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斜面用足場ブラケット―ブランド品― 0005130020 キャットウォーク用ボルト φ２２　丸座金　ナット付き 岡部 キャットウォーク用ボルト 径２２ｍｍ　丸座金　ナット付 組 171 ○ ○ 0005 足場

斜面用足場ブラケット―ブランド品― 0005130050 キャットウォーク用ボルト φ２５　丸座金　ナット付き 岡部 キャットウォーク用ボルト 径２５ｍｍ　丸座金　ナット付 組 171 ○ ○ 0005 足場

斜面用足場ブラケット―ブランド品― 0005130060 キャットウォーク用ボルト φ２８　丸座金　ナット付き 岡部 キャットウォーク用ボルト 径２８ｍｍ　丸座金　ナット付 組 171 ○ ○ 0005 足場

斜面用足場ブラケット―ブランド品― 0005130030 キャットハンガーＰ 丸・角パイプ５０角兼用 岡部 キャットハンガーＰ 丸・角パイプ５０角兼用 個 171 ○ ○ 0005 足場

斜面用足場ブラケット―ブランド品― 0005130040 キャットハンガーＫ 角パイプ６０角用 岡部 キャットハンガーＫ 角パイプ６０角用 個 171 ○ ○ 0005 足場

仮囲い―ブランド品― 0003023510 プラットウォール ２０００ 厚９ｍｍ×幅６００ｍｍ×高２，０００ｍｍ（ＰＶＣ） ５．２ｋｇ／枚 三共 プラットウォール２０００ Ｔ９×Ｗ６００×Ｈ２０００ｍｍ 枚 171 ○ ○ 0003 仮囲い

仮囲い―ブランド品― 0003023520 プラットウォール ３０００ 厚９ｍｍ×幅６００ｍｍ×高３，０００ｍｍ（ＰＶＣ） ７．８ｋｇ／枚 三共 プラットウォール３０００ Ｔ９×Ｗ６００×Ｈ３０００ｍｍ 枚 171 ○ ○ 0003 仮囲い

仮囲い―ブランド品― 0003023530 プラットウォール ４５００ 厚９ｍｍ×幅６００ｍｍ×高４，５００ｍｍ（ＰＶＣ） １１．７ｋｇ／枚 三共 プラットウォール４５００ Ｔ９×Ｗ６００×Ｈ４５００ｍｍ 枚 171 ○ ○ 0003 仮囲い

仮囲い―ブランド品― 0003021520 ガード鋼板 厚１．２ｍｍ×幅５４０ｍｍ×高３，０００ｍｍ １７．９ｋｇ／枚 ＪＦＥ機材フォーミング ガード鋼板 １．２×５４０×３０００ｍｍ 枚 171 ○ ○ 0003 仮囲い

仮囲い―ブランド品― 0003021010 安全鋼板 厚１．２ｍｍ×幅５４０ｍｍ×高３，０００ｍｍ １７．９ｋｇ／枚 鈴東 安全鋼板 １．２×５４０×３０００ｍｍ 枚 171 ○ ○ 0003 仮囲い

仮囲い―ブランド品― 0003021060 ガルバリウム鋼板 厚１．２ｍｍ×幅５４０ｍｍ×高３，０００ｍｍ １７．６ｋｇ／枚 鈴東 ガルバリウム鋼板 １．２×５４０×３０００ｍｍ 枚 171 ○ ○ 0003 仮囲い

仮囲い―ブランド品― 0003021040 ＶＩＣパネル 厚１．２ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３，０００ｍｍ １８．６ｋｇ／枚 鈴東 ＶＩＣパネル １．２×５００×３０００ｍｍ 枚 171 ○ ○ 0003 仮囲い

仮囲い―ブランド品― 0003021050 カラー安全鋼板 厚１．２ｍｍ×幅５４０ｍｍ×高３，０００ｍｍ １７．９ｋｇ／枚 鈴東 カラー安全鋼板 １．２×５４０×３０００ｍｍ 枚 171 ○ ○ 0003 仮囲い

仮囲い―ブランド品― 0003022510 ＮＫタウンキャンバス 厚１．２ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３，０００ｍｍ（カラー鋼板） １７．１ｋｇ／枚 日本機電 ＮＫタウンキャンバス １．２×５００×３０００ｍｍ 枚 171 ○ ○ 0003 仮囲い

仮囲い―ブランド品― 0003023010
アドフラットホワイト 厚１．２ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３，０００ｍｍ（カラー鋼板） １８．０ｋｇ／枚 日本セイフ
ティー

アドフラットホワイト １．２×５００×３０００ｍｍ 枚 171 ○ ○ 0003 仮囲い

安全手すり―ブランド品― 0007010510 安全手すり （スタンション） Ｓ－１型　締付厚０～８０ｍｍ ４．８ｋｇ／本 日綜産業 スタンション　Ｓ－１型 締付厚０～８０ｍｍ 本 171 ○ ○ 0007 安全設備

安全手すり―ブランド品― 0007010520 安全手すり （スタンション） Ｓ－２型　締付厚０～１８０ｍｍ ６．０ｋｇ／本 日綜産業 スタンション　Ｓ－２型 締付厚０～１８０ｍｍ 本 171 ○ ○ 0007 安全設備

安全手すり―ブランド品― 0007010530 安全手すり （スタンション） Ｓ－特型　締付厚１２０～２７０ｍｍ ６．８ｋｇ／本 日綜産業 スタンション　Ｓ－特型 締付厚１２０～２７０ｍｍ 本 171 ○ ○ 0007 安全設備
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ローリングタワー―ブランド品― 0005082020 アルインコ式 ＲＴ３ＦＮ ３段 作業床高４．８３～４．９５ｍ ２４７ｋｇ／組 アルインコ ローリングタワー　アルインコ式 ＲＴ３ＦＮ　３段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005082025 アルインコ式 ＲＴ４ＦＮ ４段 作業床高６．３８～６．５０ｍ ３４９ｋｇ／組 アルインコ ローリングタワー　アルインコ式 ＲＴ４ＦＮ　４段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005082030 アルインコ式 ＲＴ５ＦＮ ５段 作業床高７．９８～８．１０ｍ ４１２ｋｇ／組 アルインコ ローリングタワー　アルインコ式 ＲＴ５ＦＮ　５段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005080505 ニッタン式 ＳＲＴ－２型 ２段 作業床高３．６６～３．７７ｍ ２２２．３ｋｇ／組 シンニッタン ローリングタワー　ニッタン式 ＳＲＴ－２型　２段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005080530 ニッタン式 ＯＲＴ－３型 ３段 作業床高５．３８～５．５０ｍ ３７４．６ｋｇ／組 シンニッタン ローリングタワー　ニッタン式 ＯＲＴ－３型　３段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005080535 ニッタン式 ＯＲＴ－４型 ４段 作業床高７．１０～７．２２ｍ ４５８．２ｋｇ／組 シンニッタン ローリングタワー　ニッタン式 ＯＲＴ－４型　４段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005081006 日工式 ＫＲＴ－２ ２段 作業床高３．３～３．５ｍ ２４０ｋｇ／組 日工セック ローリングタワー　日工式 ＫＲＴ－２　２段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005081011 日工式 ＫＲＴ－３ ３段 作業床高４．９～５．１ｍ ３１０ｋｇ／組 日工セック ローリングタワー　日工式 ＫＲＴ－３　３段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005081016 日工式 ＫＲＴ－４ ４段 作業床高６．５～６．８ｍ ３８０ｋｇ／組 日工セック ローリングタワー　日工式 ＫＲＴ－４　４段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005081021 日工式 ＫＲＴ－５ ５段 作業床高８．２～８．４ｍ ５２０ｋｇ／組 日工セック ローリングタワー　日工式 ＫＲＴ－５　５段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005081505 ビテイ式 Ⅰ型 ２段 作業床高３．３１６ｍ ２２２．４ｋｇ／組 日鉄建材 ローリングタワー　ビテイ式 １型　２段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005081510 ビテイ式 Ⅰ型 ３段 作業床高４．８６５ｍ ２７２．４ｋｇ／組 日鉄建材 ローリングタワー　ビテイ式 １型　３段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005081515 ビテイ式 Ⅰ型 ４段 作業床高６．４１４ｍ ３３５．５ｋｇ／組 日鉄建材 ローリングタワー　ビテイ式 １型　４段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005081520 ビテイ式 Ⅲ型 ５段 作業床高７．９６３ｍ ３９９．４ｋｇ／組 日鉄建材 ローリングタワー　ビテイ式 ３型　５段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005081525 ビテイ式 Ⅲ型 ６段 作業床高９．５１２ｍ ４４９．４ｋｇ／組 日鉄建材 ローリングタワー　ビテイ式 ３型　６段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005082532 長谷川式 ＮＲＴ－１２Ｎ １段 作業床高１．８０ｍ １４８．０ｋｇ／組 長谷川工業 ローリングタワー　長谷川式 ＮＲＴ－１２Ｎ　１段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005082534 長谷川式 ＮＲＴ－１２Ｎ ２段 作業床高３．３５ｍ ２０１．４ｋｇ／組 長谷川工業 ローリングタワー　長谷川式 ＮＲＴ－１２Ｎ　２段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005082536 長谷川式 ＮＲＴ－１２Ｎ ３段 作業床高４．９０ｍ ２９１．２ｋｇ／組 長谷川工業 ローリングタワー　長谷川式 ＮＲＴ－１２Ｎ　３段 組 172 ○ ○ 0005 足場
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ローリングタワー―ブランド品― 0005082538 長谷川式 ＮＲＴ－１２Ｎ ４段 作業床高６．４５ｍ ３４４．６ｋｇ／組 長谷川工業 ローリングタワー　長谷川式 ＮＲＴ－１２Ｎ　４段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005082540 長谷川式 ＮＲＴ－１２Ｎ ５段 作業床高８．００ｍ ３９８．０ｋｇ／組 長谷川工業 ローリングタワー　長谷川式 ＮＲＴ－１２Ｎ　５段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005082542 長谷川式 ＮＲＴ－１５Ｎ １段 作業床高１．８０ｍ １７１．４ｋｇ／組 長谷川工業 ローリングタワー　長谷川式 ＮＲＴ－１５Ｎ　１段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005082544 長谷川式 ＮＲＴ－１５Ｎ ２段 作業床高３．３５ｍ ２２９．８ｋｇ／組 長谷川工業 ローリングタワー　長谷川式 ＮＲＴ－１５Ｎ　２段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005082546 長谷川式 ＮＲＴ－１５Ｎ ３段 作業床高４．９０ｍ ２８８．２ｋｇ／組 長谷川工業 ローリングタワー　長谷川式 ＮＲＴ－１５Ｎ　３段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005082548 長谷川式 ＮＲＴ－１５Ｎ ４段 作業床高６．４５ｍ ３８３．０ｋｇ／組 長谷川工業 ローリングタワー　長谷川式 ＮＲＴ－１５Ｎ　４段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005082550 長谷川式 ＮＲＴ－１５Ｎ ５段 作業床高８．００ｍ ４４１．４ｋｇ／組 長谷川工業 ローリングタワー　長谷川式 ＮＲＴ－１５Ｎ　５段 組 172 ○ ○ 0005 足場

ローリングタワー―ブランド品― 0005082552 長谷川式 ＮＲＴ－１５Ｎ ６段 作業床高９．５５ｍ ４９９．８ｋｇ／組 長谷川工業 ローリングタワー　長谷川式 ＮＲＴ－１５Ｎ　６段 組 172 ○ ○ 0005 足場

パイプサポート（鋼管支柱） 0005102045 パイプサポート 調節長９００～１，４８４ｍｍ 先めっき ７．８ｋｇ／本 パイプサポート　先めっき ９００～１４８４ｍｍ 本 172 ○ ○ 0005 足場

パイプサポート（鋼管支柱） 0005102050 パイプサポート 調節長１，２１２～２，０２６ｍｍ 先めっき ９．６ｋｇ／本 パイプサポート　先めっき １２１２～２０２６ｍｍ 本 172 ○ ○ 0005 足場

パイプサポート（鋼管支柱） 0005102055 パイプサポート 調節長１，７０２～３，００６ｍｍ 先めっき １２．５ｋｇ／本 パイプサポート　先めっき １７０２～３００６ｍｍ 本 172 ○ ○ 0005 足場

パイプサポート（鋼管支柱） 0005102060 パイプサポート 調節長２，１５２～３，４５６ｍｍ 先めっき １３．５ｋｇ／本 パイプサポート　先めっき ２１５２～３４５６ｍｍ 本 172 ○ ○ 0005 足場

パイプサポート（鋼管支柱） 0005102065 パイプサポート 調節長２，６５２～３，９５６ｍｍ 先めっき １５．０ｋｇ／本 パイプサポート　先めっき ２６５２～３９５６ｍｍ 本 172 ○ ○ 0005 足場

パイプサポート（鋼管支柱） 0005103045 パイプサポート 調節長９００～１，４８４ｍｍ 溶融めっき ７．８ｋｇ／本 パイプサポート　溶融めっき ９００～１４８４ｍｍ 本 172 ○ ○ 0005 足場

パイプサポート（鋼管支柱） 0005103050 パイプサポート 調節長１，２１２～２，０２６ｍｍ 溶融めっき ９．６ｋｇ／本 パイプサポート　溶融めっき １２１２～２０２６ｍｍ 本 172 ○ ○ 0005 足場

パイプサポート（鋼管支柱） 0005103055 パイプサポート 調節長１，７０２～３，００６ｍｍ 溶融めっき １２．５ｋｇ／本 パイプサポート　溶融めっき １７０２～３００６ｍｍ 本 172 ○ ○ 0005 足場

パイプサポート（鋼管支柱） 0005103060 パイプサポート 調節長２，１５２～３，４５６ｍｍ 溶融めっき １３．５ｋｇ／本 パイプサポート　溶融めっき ２１５２～３４５６ｍｍ 本 172 ○ ○ 0005 足場

パイプサポート（鋼管支柱） 0005103065 パイプサポート 調節長２，６５２～３，９５６ｍｍ 溶融めっき １５．０ｋｇ／本 パイプサポート　溶融めっき ２６５２～３９５６ｍｍ 本 172 ○ ○ 0005 足場
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パイプサポート（鋼管支柱） 0005102040 補助サポート 調節長９００ｍｍ 先めっき ４．０ｋｇ／本 補助サポート　先めっき ９００ｍｍ 本 172 ○ ○ 0005 足場

パイプサポート（鋼管支柱） 0005102035 補助サポート 調節長１，２００ｍｍ 先めっき ４．５ｋｇ／本 補助サポート　先めっき １２００ｍｍ 本 172 ○ ○ 0005 足場

パイプサポート（鋼管支柱） 0005102030 補助サポート 調節長１，５００ｍｍ 先めっき ５．５ｋｇ／本 補助サポート　先めっき １５００ｍｍ 本 172 ○ ○ 0005 足場

パイプサポート（鋼管支柱） 0005103040 補助サポート 調節長９００ｍｍ 溶融めっき ４．０ｋｇ／本 補助サポート　溶融めっき ９００ｍｍ 本 172 ○ ○ 0005 足場

パイプサポート（鋼管支柱） 0005103035 補助サポート 調節長１，２００ｍｍ 溶融めっき ４．５ｋｇ／本 補助サポート　溶融めっき １２００ｍｍ 本 172 ○ ○ 0005 足場

パイプサポート（鋼管支柱） 0005103030 補助サポート 調節長１，５００ｍｍ 溶融めっき ５．５ｋｇ／本 補助サポート　溶融めっき １５００ｍｍ 本 172 ○ ○ 0005 足場

四角支柱―ブランド品― 0005144005 ユニット柱 長６５０ｍｍ ２１．０ｋｇ／台 中央ビルト工業 四角支柱 ユニット柱　Ｌ６５０ｍｍ 台 172 ○ ○ 0005 足場

四角支柱―ブランド品― 0005144010 ユニット柱 長１，２５０ｍｍ ３２．３ｋｇ／台 中央ビルト工業 四角支柱 ユニット柱　Ｌ１２５０ｍｍ 台 172 ○ ○ 0005 足場

四角支柱―ブランド品― 0005144020 ユニット柱 長２，０００ｍｍ ４２．３ｋｇ／台 中央ビルト工業 四角支柱 ユニット柱　Ｌ２０００ｍｍ 台 172 ○ ○ 0005 足場

四角支柱―ブランド品― 0005144030 ユニット柱 長２，２５０ｍｍ ４６．５ｋｇ／台 中央ビルト工業 四角支柱 ユニット柱　Ｌ２２５０ｍｍ 台 172 ○ ○ 0005 足場

四角支柱―ブランド品― 0005144040 ユニット柱 長３，０００ｍｍ ５６．６ｋｇ／台 中央ビルト工業 四角支柱 ユニット柱　Ｌ３０００ｍｍ 台 172 ○ ○ 0005 足場

四角支柱―ブランド品― 0005144060 ジャッキ 調整２８０～５８０ｍｍ ３２．７ｋｇ／個 中央ビルト工業 四角支柱 ジャッキ調整２８０～５８０ｍｍ 個 172 ○ ○ 0005 足場

四角支柱―ブランド品― 0005144090 はり受け金物 ３０５ｍｍ×１５０ｍｍ １１．２ｋｇ／個 中央ビルト工業 四角支柱 はり受け金物３０５×１５０ｍｍ 個 172 ○ ○ 0005 足場

鋼製脚立（踏板付き） 0005123005 鋼製脚立 ６型　高１，７３５ｍｍ １７ｋｇ／台 鋼製脚立 ６型　１７３５ｍｍ 台 172 ○ ○ 0005 足場

ゴンドラ―ブランド品― 0011011040 フライングゴンドラ ＦＧ－１８ 長１．９ｍ×荷重２４０ｋｇ 自重１４０ｋｇ／台 日綜産業 フライングゴンドラ ＦＧ－１８　荷重２４０ｋｇ 台 172 ○ ○ 0011 揚重運搬機

ゴンドラ―ブランド品― 0011011042 フライングゴンドラ ＦＧ－２４ 長２．５ｍ×荷重２４０ｋｇ 自重１５０ｋｇ／台 日綜産業 フライングゴンドラ ＦＧ－２４　荷重２４０ｋｇ 台 172 ○ ○ 0011 揚重運搬機

ゴンドラ―ブランド品― 0011011044 フライングゴンドラ ＦＧ－３６ 長３．７ｍ×荷重３００ｋｇ 自重１６０ｋｇ／台 日綜産業 フライングゴンドラ ＦＧ－３６　荷重３００ｋｇ 台 172 ○ ○ 0011 揚重運搬機

ゴンドラ―ブランド品― 0011010570 ゴンドラ（デッキ） ＭＥＤ－３６０ＹＡ 長３．６ｍ×荷重３００ｋｇ 自重２７０ｋｇ／台 日本ビソー ゴンドラ　デッキ ＭＥＤ３６０ＹＡ荷重３００ｋｇ 台 172 ○ ○ 0011 揚重運搬機
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ゴンドラ―ブランド品― 0011010590 ゴンドラ（チェア） ＢＩＡ 長０．５４ｍ×荷重１００ｋｇ 自重４１ｋｇ／台 日本ビソー ゴンドラ　チェア ＢＩＡ　荷重１００ｋｇ 台 172 ○ ○ 0011 揚重運搬機

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141005 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径２５０×厚０．５ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径２５０×Ｔ０．５ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141010 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径３００×厚０．５ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径３００×Ｔ０．５ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141015 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径３５０×厚０．５ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径３５０×Ｔ０．５ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141020 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径４００×厚０．５ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径４００×Ｔ０．５ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141025 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径４５０×厚０．５ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径４５０×Ｔ０．５ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141030 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径５００×厚０．６ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径５００×Ｔ０．６ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141035 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径５５０×厚０．６ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径５５０×Ｔ０．６ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141040 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径６００×厚０．６ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径６００×Ｔ０．６ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141045 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径６５０×厚０．６ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径６５０×Ｔ０．６ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141050 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径７００×厚０．６ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径７００×Ｔ０．６ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141055 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径７５０×厚０．８ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径７５０×Ｔ０．８ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141060 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径８００×厚０．８ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径８００×Ｔ０．８ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141065 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径８５０×厚０．８ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径８５０×Ｔ０．８ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141070 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径９００×厚１．０ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径９００×Ｔ１ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141075 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径９５０×厚１．０ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径９５０×Ｔ１ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141080 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径１，０００×厚１．０ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径１０００×Ｔ１ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141085 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径１，０５０×厚１．０ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径１０５０×Ｔ１ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材
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中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141090 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径１，１００×厚１．０ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径１１００×Ｔ１ｍｍ　鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141095 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径１，１５０×厚１．２ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径１１５０×Ｔ１．２ｍｍ鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141100 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径１，２００×厚１．２ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径１２００×Ｔ１．２ｍｍ鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141105 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径１，２５０×厚１．２ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径１２５０×Ｔ１．２ｍｍ鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

中空床版用円筒型枠―ブランド品― 0405141110 ワインディングパイプ（栗本標準仕様品） 呼径１，３００×厚１．６ｍｍ 円形・鋼製 栗本鐵工所 円筒型枠　ワインディングパイプ 呼径１３００×Ｔ１．６ｍｍ鋼製 ｍ 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405027005 円形型枠 エーワンボイド 内径１００ｍｍ×厚３．０ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 米谷紙管製造 円形型枠　エーワンボイド 内径１００×Ｔ３×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405027010 円形型枠 エーワンボイド 内径２００ｍｍ×厚４．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 米谷紙管製造 円形型枠　エーワンボイド 内径２００×Ｔ４．５×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405027015 円形型枠 エーワンボイド 内径３００ｍｍ×厚６．０ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 米谷紙管製造 円形型枠　エーワンボイド 内径３００×Ｔ６×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405027020 円形型枠 エーワンチューブ 内径４００ｍｍ×厚６．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 米谷紙管製造 円形型枠　エーワンチューブ 内径４００×Ｔ６．５×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405027025 円形型枠 エーワンチューブ 内径６００ｍｍ×厚８．０ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 米谷紙管製造 円形型枠　エーワンチューブ 内径６００×Ｔ８×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405027030 円形型枠 エーワンチューブ 内径８００ｍｍ×厚９．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 米谷紙管製造 円形型枠　エーワンチューブ 内径８００×Ｔ９．５×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405025005 円形型枠 伸縮二重紙管（梁貫通孔用） 呼径７５ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 二三産業 円形型枠　伸縮二重紙管 呼径７５×Ｌ２０００ｍｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405025010 円形型枠 伸縮二重紙管（梁貫通孔用） 呼径９０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 二三産業 円形型枠　伸縮二重紙管 呼径９０×Ｌ２０００ｍｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405025015 円形型枠 伸縮二重紙管（梁貫通孔用） 呼径１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 二三産業 円形型枠　伸縮二重紙管 呼径１００×Ｌ２０００ｍｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405025020 円形型枠 伸縮二重紙管（梁貫通孔用） 呼径１２５ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 二三産業 円形型枠　伸縮二重紙管 呼径１２５×Ｌ２０００ｍｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405025025 円形型枠 伸縮二重紙管（梁貫通孔用） 呼径１５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 二三産業 円形型枠　伸縮二重紙管 呼径１５０×Ｌ２０００ｍｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405025030 円形型枠 伸縮二重紙管（梁貫通孔用） 呼径１７５ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 二三産業 円形型枠　伸縮二重紙管 呼径１７５×Ｌ２０００ｍｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405025035 円形型枠 伸縮二重紙管（梁貫通孔用） 呼径２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 二三産業 円形型枠　伸縮二重紙管 呼径２００×Ｌ２０００ｍｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材
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円形型枠―ブランド品― 0405022505 円形型枠 フジボイド 内径５０ｍｍ×厚２．２ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠　フジボイド 内径５０×Ｔ２．２×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022510 円形型枠 フジボイド 内径７５ｍｍ×厚２．６ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠　フジボイド 内径７５×Ｔ２．６×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022512 円形型枠 フジボイド 内径９０ｍｍ×厚２．６ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠　フジボイド 内径９０×Ｔ２．６×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022515 円形型枠 フジボイド 内径１００ｍｍ×厚２．７ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠　フジボイド 内径１００×Ｔ２．７×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022520 円形型枠 フジボイド 内径１２５ｍｍ×厚３．１ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠　フジボイド 内径１２５×Ｔ３．１×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022525 円形型枠 フジボイド 内径１５０ｍｍ×厚３．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠　フジボイド 内径１５０×Ｔ３．５×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022527 円形型枠 フジボイド 内径１７５ｍｍ×厚３．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠　フジボイド 内径１７５×Ｔ３．５×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022530 円形型枠 フジボイド 内径２００ｍｍ×厚４ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠　フジボイド 内径２００×Ｔ４×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022535 円形型枠 フジボイド 内径２５０ｍｍ×厚４．２ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠　フジボイド 内径２５０×Ｔ４．２×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022702 円形型枠 フジボイド 内径３００ｍｍ×厚５．３ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠　フジボイド 内径３００×Ｔ５．３×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022704 円形型枠 フジシームレスチューブ 内径３５０ｍｍ×厚５．８ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠フジシームレスチューブ 内径３５０×Ｔ５．８×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022706 円形型枠 フジシームレスチューブ 内径４００ｍｍ×厚６．３ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠フジシームレスチューブ 内径４００×Ｔ６．３×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022708 円形型枠 フジシームレスチューブ 内径４５０ｍｍ×厚６．８ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠フジシームレスチューブ 内径４５０×Ｔ６．８×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022710 円形型枠 フジシームレスチューブ 内径５００ｍｍ×厚７．１ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠フジシームレスチューブ 内径５００×Ｔ７．１×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022712 円形型枠 フジシームレスチューブ 内径５５０ｍｍ×厚７．７ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠フジシームレスチューブ 内径５５０×Ｔ７．７×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022714 円形型枠 フジシームレスチューブ 内径６００ｍｍ×厚８ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠フジシームレスチューブ 内径６００×Ｔ８×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022716 円形型枠 フジシームレスチューブ 内径６５０ｍｍ×厚８ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠フジシームレスチューブ 内径６５０×Ｔ８×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022718 円形型枠 フジシームレスチューブ 内径７００ｍｍ×厚９ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠フジシームレスチューブ 内径７００×Ｔ９×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材
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円形型枠―ブランド品― 0405022720 円形型枠 フジシームレスチューブ 内径７５０ｍｍ×厚９．３ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠フジシームレスチューブ 内径７５０×Ｔ９．３×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022722 円形型枠 フジシームレスチューブ 内径８００ｍｍ×厚９．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠フジシームレスチューブ 内径８００×Ｔ９．５×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022724 円形型枠 フジシームレスチューブ 内径８５０ｍｍ×厚１０．２ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠フジシームレスチューブ 内径８５０×Ｔ１０．２×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022726 円形型枠 フジシームレスチューブ 内径９００ｍｍ×厚１０．２ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠フジシームレスチューブ 内径９００×Ｔ１０．２×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022728 円形型枠 フジシームレスチューブ 内径９５０ｍｍ×厚１０．２ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠フジシームレスチューブ 内径９５０×Ｔ１０．２×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022730 円形型枠 フジシームレスチューブ 内径１，０００ｍｍ×厚１０．２ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠フジシームレスチューブ 内径１０００×Ｔ１０．２×４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022732 円形型枠 フジシームレスチューブ 内径１，１００ｍｍ×厚１３ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠フジシームレスチューブ 内径１１００×Ｔ１３×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405022734 円形型枠 フジシームレスチューブ 内径１，２００ｍｍ×厚１４ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 円形型枠フジシームレスチューブ 内径１２００×Ｔ１４×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405024500 円形型枠 ホッカイボイド 内径５０ｍｍ×厚２ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管 円形型枠　ホッカイボイド 内径５０×Ｔ２×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405024501 円形型枠 ホッカイボイド 内径７５ｍｍ×厚２．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管 円形型枠　ホッカイボイド 内径７５×Ｔ２．５×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405024502 円形型枠 ホッカイボイド 内径９０ｍｍ×厚３ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管 円形型枠　ホッカイボイド 内径９０×Ｔ３×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405024503 円形型枠 ホッカイボイド 内径１００ｍｍ×厚３ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管 円形型枠　ホッカイボイド 内径１００×Ｔ３×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405024504 円形型枠 ホッカイボイド 内径１２５ｍｍ×厚３．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管 円形型枠　ホッカイボイド 内径１２５×Ｔ３．５×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405024505 円形型枠 ホッカイボイド 内径１５０ｍｍ×厚３．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管 円形型枠　ホッカイボイド 内径１５０×Ｔ３．５×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405024511 円形型枠 ホッカイボイド 内径１７５ｍｍ×厚３．５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管 円形型枠　ホッカイボイド 内径１７５×Ｔ３．５×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405024512 円形型枠 ホッカイボイド 内径２００ｍｍ×厚４ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管 円形型枠　ホッカイボイド 内径２００×Ｔ４×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405024513 円形型枠 ホッカイボイド 内径２５０ｍｍ×厚４ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管 円形型枠　ホッカイボイド 内径２５０×Ｔ４×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405024510 円形型枠 ホッカイボイド 内径３００ｍｍ×厚５ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管 円形型枠　ホッカイボイド 内径３００×Ｔ５×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材
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円形型枠―ブランド品― 0405024516 円形型枠 ホッカイボイド 内径４００ｍｍ×厚７ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管 円形型枠　ホッカイボイド 内径４００×Ｔ７×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405024517 円形型枠 ホッカイボイド 内径５００ｍｍ×厚８ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管 円形型枠　ホッカイボイド 内径５００×Ｔ８×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405024515 円形型枠 ホッカイボイド 内径６００ｍｍ×厚９ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管 円形型枠　ホッカイボイド 内径６００×Ｔ９×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

円形型枠―ブランド品― 0405024520 円形型枠 ホッカイボイド 内径８００ｍｍ×厚１１ｍｍ×長４，０００ｍｍ 紙製 北海紙管 円形型枠　ホッカイボイド 内径８００×Ｔ１１×Ｌ４ｍ 本 173 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

角形型枠―ブランド品― 0405012505 角形型枠 フジボイド角 内寸３０ｍｍ×外寸３５ｍｍ×厚２．５ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 角形型枠　フジボイド角 内寸３０×Ｔ２．５×Ｌ２０００ 本 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

角形型枠―ブランド品― 0405012510 角形型枠 フジボイド角 内寸４０ｍｍ×外寸４５ｍｍ×厚２．５ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 角形型枠　フジボイド角 内寸４０×Ｔ２．５×Ｌ２０００ 本 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

角形型枠―ブランド品― 0405012515 角形型枠 フジボイド角 内寸５８ｍｍ×外寸６３ｍｍ×厚２．５ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 角形型枠　フジボイド角 内寸５８×Ｔ２．５×Ｌ２０００ 本 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

角形型枠―ブランド品― 0405012520 角形型枠 フジボイド角 内寸９０ｍｍ×外寸９７ｍｍ×厚３．５ｍｍ×長２，０００ｍｍ 紙製 フジモリ産業 角形型枠　フジボイド角 内寸９０×Ｔ３．５×Ｌ２０００ 本 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061545 ファブリフォーム ＦＰ６５ 平均厚６５ｍｍ 水抜型 旭化成アドバンス 布製型枠　ファブリフォーム ＦＰ６５　水抜型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061505 ファブリフォーム ＦＰ１００ 平均厚１００ｍｍ 水抜型 旭化成アドバンス 布製型枠　ファブリフォーム ＦＰ１００　水抜型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061510 ファブリフォーム ＦＰ１５０ 平均厚１５０ｍｍ 水抜型 旭化成アドバンス 布製型枠　ファブリフォーム ＦＰ１５０　水抜型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061550 ファブリフォーム ＮＦ５０ 平均厚５０ｍｍ 水抜無 旭化成アドバンス 布製型枠　ファブリフォーム ＮＦ５０　水抜無 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061515 ファブリフォーム ＮＦ１００ 平均厚１００ｍｍ 水抜無 旭化成アドバンス 布製型枠　ファブリフォーム ＮＦ１００　水抜無 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061555 ファブリフォーム ＮＦ１５０ 平均厚１５０ｍｍ 水抜無 旭化成アドバンス 布製型枠　ファブリフォーム ＮＦ１５０　水抜無 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061520 ファブリフォーム ＣＸ２００ 平均厚２００ｍｍ 水抜無 旭化成アドバンス 布製型枠　ファブリフォーム ＣＸ２００　水抜無 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061525 ファブリフォーム ＣＸ３００ 平均厚３００ｍｍ 水抜無 旭化成アドバンス 布製型枠　ファブリフォーム ＣＸ３００　水抜無 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061530 ファブリフォーム ＣＸ５００ 平均厚５００ｍｍ 水抜無 旭化成アドバンス 布製型枠　ファブリフォーム ＣＸ５００　水抜無 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061585 ファブリフォーム ＣＸ７００ 平均厚７００ｍｍ 水抜無 旭化成アドバンス 布製型枠　ファブリフォーム ＣＸ７００　水抜無 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材
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布製型枠―ブランド品― 0405061575 ファブリフォーム ＲＪ１００Ｆ 平均厚１００ｍｍ 連結型 旭化成アドバンス 布製型枠　ファブリフォーム ＲＪ１００Ｆ　連結型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405060550 コンクリートマット ６５Ｓ 平均厚６５ｍｍ 水抜型 大嘉産業 布製型枠　コンクリートマット ６５Ｓ　水抜型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405060505 コンクリートマット １００Ｓ 平均厚１００ｍｍ 水抜型 大嘉産業 布製型枠　コンクリートマット １００Ｓ　水抜型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405060510 コンクリートマット １５０Ｓ 平均厚１５０ｍｍ 水抜型 大嘉産業 布製型枠　コンクリートマット １５０Ｓ　水抜型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405060555 コンクリートマット ５０Ｆ 平均厚５０ｍｍ 床版型 大嘉産業 布製型枠　コンクリートマット ５０Ｆ　床版型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405060535 コンクリートマット １００Ｆ 平均厚１００ｍｍ 床版型 大嘉産業 布製型枠　コンクリートマット １００Ｆ　床版型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405060540 コンクリートマット １５０Ｆ 平均厚１５０ｍｍ 床版型 大嘉産業 布製型枠　コンクリートマット １５０Ｆ　床版型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405060515 コンクリートマット ２００Ｆ 平均厚２００ｍｍ 床版型 大嘉産業 布製型枠　コンクリートマット ２００Ｆ　床版型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405060520 コンクリートマット ３００Ｆ 平均厚３００ｍｍ 床版型 大嘉産業 布製型枠　コンクリートマット ３００Ｆ　床版型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405060525 コンクリートマット ５００Ｆ 平均厚５００ｍｍ 床版型 大嘉産業 布製型枠　コンクリートマット ５００Ｆ　床版型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405060565 コンクリートマット ７００Ｆ 平均厚７００ｍｍ 床版型 大嘉産業 布製型枠　コンクリートマット ７００Ｆ　床版型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405060570 コンクリートマット ３０６０ 平均厚１３０ｍｍ 緑化型 大嘉産業 布製型枠　コンクリートマット ３０６０　緑化型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061060 タコム・マット ５０Ｈ 平均厚５０ｍｍ 標準型 太陽工業 布製型枠　タコム・マット ５０Ｈ　標準型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061005 タコム・マット １００Ｈ 平均厚１００ｍｍ 標準型 太陽工業 布製型枠　タコム・マット １００Ｈ　標準型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061040 タコム・マット １５０Ｈ 平均厚１５０ｍｍ 標準型 太陽工業 布製型枠　タコム・マット １５０Ｈ　標準型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061010 タコム・マット ２００Ｈ 平均厚２００ｍｍ 標準型 太陽工業 布製型枠　タコム・マット ２００Ｈ　標準型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061045 タコム・マット ３００Ｈ 平均厚３００ｍｍ 標準型 太陽工業 布製型枠　タコム・マット ３００Ｈ　標準型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061015 タコム・マット ５００Ｈ 平均厚５００ｍｍ 標準型 太陽工業 布製型枠　タコム・マット ５００Ｈ　標準型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材
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布製型枠―ブランド品― 0405061027 タコム・マット ４４０型 メッシュ型 太陽工業 布製型枠　タコム・マット ４４０型　メッシュ型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061070 タコム・マット ＴＦ６５ｃ 平均厚６５ｍｍ 水抜型 太陽工業 布製型枠　タコム・マット ＴＦ６５Ｃ　水抜型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061050 タコム・マット ＴＦ１００ｃ 平均厚１００ｍｍ 水抜型 太陽工業 布製型枠　タコム・マット ＴＦ１００Ｃ　水抜型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405061035 タコム・マット ＴＦ１５０ｃ 平均厚１５０ｍｍ 水抜型 太陽工業 布製型枠　タコム・マット ＴＦ１５０Ｃ　水抜型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405062505 ボンザック ＤＴ６５ 平均厚６５ｍｍ 水抜型 東レ 布製型枠　ボンザック ＤＴ６５　水抜型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405062510 ボンザック ＤＴ１００ 平均厚１００ｍｍ 水抜型 東レ 布製型枠　ボンザック ＤＴ１００　水抜型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405062515 ボンザック ＭＴ５０ 平均厚５０ｍｍ 床版型 東レ 布製型枠　ボンザック ＭＴ５０　床版型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405062520 ボンザック ＭＴ１００ 平均厚１００ｍｍ 床版型 東レ 布製型枠　ボンザック ＭＴ１００　床版型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405062040 コンプトーン ６５Ｓ 平均厚６５ｍｍ 水抜型 日本コーケン 布製型枠　コンプトーン ６５Ｓ　水抜型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405062005 コンプトーン １００Ｓ 平均厚１００ｍｍ 水抜型 日本コーケン 布製型枠　コンプトーン １００Ｓ　水抜型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405062010 コンプトーン １５０Ｓ 平均厚１５０ｍｍ 水抜型 日本コーケン 布製型枠　コンプトーン １５０Ｓ　水抜型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405062050 コンプトーン ５０Ｆ 平均厚５０ｍｍ 床版型 日本コーケン 布製型枠　コンプトーン ５０Ｆ　床版型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405062030 コンプトーン １００Ｆ 平均厚１００ｍｍ 床版型 日本コーケン 布製型枠　コンプトーン １００Ｆ　床版型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405062035 コンプトーン １５０Ｆ 平均厚１５０ｍｍ 床版型 日本コーケン 布製型枠　コンプトーン １５０Ｆ　床版型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405062015 コンプトーン ２００Ｆ 平均厚２００ｍｍ 床版型 日本コーケン 布製型枠　コンプトーン ２００Ｆ　床版型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405062020 コンプトーン ３００Ｆ 平均厚３００ｍｍ 床版型 日本コーケン 布製型枠　コンプトーン ３００Ｆ　床版型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405062045 コンプトーン ５００Ｆ 平均厚５００ｍｍ 床版型 日本コーケン 布製型枠　コンプトーン ５００Ｆ　床版型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405062060 コンプトーン ３０６０ 平均厚１３０ｍｍ 緑化型 日本コーケン 布製型枠　コンプトーン ３０６０　緑化型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材
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布製型枠―ブランド品― 0405063005 モデムマット ＭＭ－５０Ｒ 平均厚５０ｍｍ 標準型 前田工繊 布製型枠　モデムマット ＭＭ－５０Ｒ　標準型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405063010 モデムマット ＭＭ－１００Ｒ 平均厚１００ｍｍ 標準型 前田工繊 布製型枠　モデムマット ＭＭ－１００Ｒ　標準型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405063015 モデムマット ＭＭ－１５０Ｒ 平均厚１５０ｍｍ 標準型 前田工繊 布製型枠　モデムマット ＭＭ－１５０Ｒ　標準型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405063020 モデムマット ＭＭ－２００Ｒ 平均厚２００ｍｍ 標準型 前田工繊 布製型枠　モデムマット ＭＭ－２００Ｒ　標準型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405063040 モデムマット ＭＭ－３００Ｒ 平均厚３００ｍｍ 標準型 前田工繊 布製型枠　モデムマット ＭＭ－３００Ｒ　標準型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405063045 モデムマット ＭＭ－５００Ｒ 平均厚５００ｍｍ 標準型 前田工繊 布製型枠　モデムマット ＭＭ－５００Ｒ　標準型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405063025 モデムマット ＭＭ－６５Ｄ 平均厚６５ｍｍ 排水型 前田工繊 布製型枠　モデムマット ＭＭ－６５Ｄ　排水型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

布製型枠―ブランド品― 0405063030 モデムマット ＭＭ－１００Ｄ 平均厚１００ｍｍ 排水型 前田工繊 布製型枠　モデムマット ＭＭ－１００Ｄ　排水型 ｍ２ 174 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート型枠用合板 0403010010
コンクリート型枠用合板 無塗装品 （国産品） 厚１２ｍｍ×幅９００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＪＡＳ品　板面品質Ｂ
－Ｃ

コンクリート型枠用合板　Ｂ－Ｃ 無塗装品　国産品　１２×９００ 枚 175 ○ ○ 0403 木製型枠せき板材

コンクリート型枠用合板 0403010020
コンクリート型枠用合板 無塗装品 （国産品） 厚１２ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＪＡＳ品　板面品質Ｂ
－Ｃ

コンクリート型枠用合板　Ｂ－Ｃ 無塗装品　国産品　１２×６００ 枚 175 ○ ○ 0403 木製型枠せき板材

コンクリート型枠用合板 0403010050
コンクリート型枠用合板 無塗装品 （輸入品） 厚１２ｍｍ×幅９００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＪＡＳ品　板面品質Ｂ
－Ｃ

コンクリート型枠用合板　Ｂ－Ｃ 無塗装品　輸入品　１２×９００ 枚 175 ○ ○ 0403 木製型枠せき板材

コンクリート型枠用合板 0403010060
コンクリート型枠用合板 無塗装品 （輸入品） 厚１２ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＪＡＳ品　板面品質Ｂ
－Ｃ

コンクリート型枠用合板　Ｂ－Ｃ 無塗装品　輸入品　１２×６００ 枚 175 ○ ○ 0403 木製型枠せき板材

コンクリート型枠用合板 0403032010 コンクリート型枠用合板 塗装品 （輸入品） 厚１２ｍｍ×幅９００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＪＡＳ品 コンクリート型枠用合板 塗装品　輸入品　１２×９００ 枚 175 ○ ○ 0403 木製型枠せき板材

コンクリート型枠用合板 0403032020 コンクリート型枠用合板 塗装品 （輸入品） 厚１２ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＪＡＳ品 コンクリート型枠用合板 塗装品　輸入品　１２×６００ 枚 175 ○ ○ 0403 木製型枠せき板材

コンクリート型枠用合板 0403032030 コンクリート型枠用合板 塗装品 （国産品） 厚１２ｍｍ×幅９００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＪＡＳ品 コンクリート型枠用合板 塗装品　国産品　１２×９００ 枚 175 ○ ○ 0403 木製型枠せき板材

コンクリート型枠用合板 0403032040 コンクリート型枠用合板 塗装品 （国産品） 厚１２ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＪＡＳ品 コンクリート型枠用合板 塗装品　国産品　１２×６００ 枚 175 ○ ○ 0403 木製型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405052530
化粧型枠 アキレスマトリックス Ｔ－１０ 厚２５ｍｍ×幅１，１７８ｍｍ×長８８０ｍｍ（ハツリ石割肌風） 発泡ポ
リスチレン製 アキレス

アキレスマトリックス Ｔ－１０　ハツリ石割肌風 ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405052540
化粧型枠 アキレスマトリックス ＳＫ－１１１Ａ～Ｂ 厚６０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長９００ｍｍ（あのう積） 発泡ポ
リスチレン製 アキレス

アキレスマトリックス ＳＫ－１１１Ａ～Ｂ　あのう積 ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材
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化粧型枠―ブランド品― 0405052550
化粧型枠 アキレスマトリックス ＳＫ－１２０ 厚５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ（擬石積） 発泡ポ
リスチレン製 アキレス

アキレスマトリックス ＳＫ－１２０　擬石積 ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405052560
化粧型枠 アキレスマトリックス ＳＫ－１２２ 厚４０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長３００ｍｍ（布石積） 発泡ポリスチレ
ン製 アキレス

アキレスマトリックス ＳＫ－１２２　布石積 ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405052563
化粧型枠 アキレスマトリックス ＳＫ－４０２ 厚２５ｍｍ×幅９００ｍｍ×長１，２００ｍｍ（ハツリリブ小） 発泡
ポリスチレン製 アキレス

アキレスマトリックス ＳＫ－４０２　ハツリリブ小 ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054580 化粧型枠 ウォールストーン 布積み型 発泡ポリスチレン製 岡部 ウォールストーン 布積み型 ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054585 化粧型枠 ウォールストーン 木曽石積み型（連続模様） 発泡ポリスチレン製 岡部 ウォールストーン 木曽石積み型（連続模様） ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054590 化粧型枠 ウォールストーン 鉄平石積み型 発泡ポリスチレン製 岡部 ウォールストーン 鉄平石積み型 ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054595 化粧型枠 ウォールストーン 谷積み型 発泡ポリスチレン製 岡部 ウォールストーン 谷積み型 ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405051510 化粧型枠 モルダート Ｄ－００２ 厚４５ｍｍ　自然石 発泡ポリスチレン製 カネカケンテック モルダート Ｄ－００２　自然石 ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405051520 化粧型枠 モルダート Ｄ－００３ 厚４５ｍｍ　自然石Ⅰ 発泡ポリスチレン製 カネカケンテック モルダート Ｄ－００３　自然石１ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405051522 化粧型枠 モルダート Ｄ－００４ 厚４５ｍｍ　自然石Ⅱ 発泡ポリスチレン製 カネカケンテック モルダート Ｄ－００４　自然石２ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405051524 化粧型枠 モルダート Ｄ－００６ 厚４５ｍｍ　自然石Ⅰ 発泡ポリスチレン製 カネカケンテック モルダート Ｄ－００６　自然石１ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405051526 化粧型枠 モルダート Ｄ－００７ 厚４５ｍｍ　自然石Ⅱ 発泡ポリスチレン製 カネカケンテック モルダート Ｄ－００７　自然石２ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405051528 化粧型枠 モルダート Ｄ－０１１ 厚８０ｍｍ　乱積み六角 発泡ポリスチレン製 カネカケンテック モルダート Ｄ－０１１　乱積み六角 ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405051530 化粧型枠 モルダート Ｋ－００８ 厚２３ｍｍ　ハツリ小 発泡ポリスチレン製 カネカケンテック モルダート Ｋ－００８　ハツリ小 ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405055092 化粧型枠 モールドスター ＳＲ－０１　ハツリ 厚２６ｍｍ　ハツリ 発泡ポリスチレン製 住理工商事 モールドスター ＳＲ－０１　Ｔ２６ｍｍ　ハツリ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405055094 化粧型枠 モールドスター ＳＲ－０２　石積 厚４５ｍｍ　石乱積み 発泡ポリスチレン製 住理工商事 モールドスター ＳＲ－０２　Ｔ４５ｍｍ石乱積み ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405055096 化粧型枠 モールドスター ＳＲ－０３　石布積 厚４０ｍｍ　石布積み 発泡ポリスチレン製 住理工商事 モールドスター ＳＲ－０３　Ｔ４０ｍｍ石布積み ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405055162 化粧型枠 モールドスター ＴＳＳ－１４ 厚４０ｍｍ　リブ 発泡ポリスチレン製 住理工商事 モールドスター ＴＳＳ－１４ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材
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化粧型枠―ブランド品― 0405055164 化粧型枠 モールドスター ＴＳＳ－６２ 厚３５ｍｍ　ハツリ（リブ付き） 発泡ポリスチレン製 住理工商事 モールドスター ＴＳＳ－６２ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405055080 化粧型枠 モールドスター ＴＳＳ－１０３ 厚４５ｍｍ　石乱積み 発泡ポリスチレン製 住理工商事 モールドスター ＴＳＳ－１０３ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405055166 化粧型枠 モールドスター ＴＳＳ－１６０ 厚４５ｍｍ　石乱積み 発泡ポリスチレン製 住理工商事 モールドスター ＴＳＳ－１６０ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405055168 化粧型枠 モールドスター ＴＳＳ－２２３ 厚１２ｍｍ　木目 発泡ポリスチレン製 住理工商事 モールドスター ＴＳＳ－２２３ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405055140 化粧型枠 モールドスター シビル－１２９ 厚４０ｍｍ　布積み 発泡ポリスチレン製 住理工商事 モールドスター シビル－１２９ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405055170 化粧型枠 モールドスター シビル－１３５ 厚６０ｍｍ　石乱積み 発泡ポリスチレン製 住理工商事 モールドスター シビル－１３５ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405055172 化粧型枠 モールドスター シビル－２０１ 厚４０ｍｍ　石谷積み 発泡ポリスチレン製 住理工商事 モールドスター シビル－２０１ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405055174 化粧型枠 モールドスター シビル－２８６ 厚６０ｍｍ　あのう積み 発泡ポリスチレン製 住理工商事 モールドスター シビル－２８６ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054001 化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム タニマットＬＫ 厚８０ｍｍ　変形 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業 エスレンＴＹＫフォーム タニマットＬＫ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054002 化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム タニマット 厚４０ｍｍ　変形 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業 エスレンＴＹＫフォーム タニマット ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054003 化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム ランマットＭ 厚６０ｍｍ　変形 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業 エスレンＴＹＫフォーム ランマットＭ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054004
化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム ホクマット 厚６０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長９００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 積水化
成品工業

エスレンＴＹＫフォーム ホクマット ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054005 化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム アヤマット 厚５０ｍｍ　変形 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業 エスレンＴＹＫフォーム アヤマット ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054006
化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム タクマット 厚４５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長９００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 積
水化成品工業

エスレンＴＹＫフォーム タクマット ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054007
化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム キリマット 厚４５ｍｍ×幅９００ｍｍ×長９００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 積水化
成品工業

エスレンＴＹＫフォーム キリマット ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054008
化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム リブマットＭ 厚４０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長８８０ｍｍ 発泡ポリスチレン製 積水
化成品工業

エスレンＴＹＫフォーム リブマットＭ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054009
化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム リブマットＳ 厚２５ｍｍ×幅９００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 発泡ポリスチレン製
積水化成品工業

エスレンＴＹＫフォーム リブマットＳ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054011
化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム シママット 厚２５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×長９００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 積水化
成品工業

エスレンＴＹＫフォーム シママツト ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

308 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

化粧型枠―ブランド品― 0405054014 化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム ヌノマットＬ 厚４０ｍｍ　変形 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業 エスレンＴＹＫフォーム ヌノマットＬ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054016
化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム ヌノマットＳ 厚４０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長３００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 積水
化成品工業

エスレンＴＹＫフォーム ヌノマットＳ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054018
化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム ハツマットＳ 厚２０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長９００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 積水
化成品工業

エスレンＴＹＫフォーム ハツマットＳ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054022 化粧型枠 エスレンＴＹＫフォーム タイマット 厚８０ｍｍ　変形 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業 エスレンＴＹＫフォーム タイマット ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054012 化粧型枠 グラテックスフォーム アヤマット 厚５０ｍｍ　変形　カラー 発泡ポリスチレン製 積水化成品工業 グラテックスフォーム アヤマツト ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405054013
化粧型枠 グラテックスフォーム キリマット 厚４５ｍｍ×幅９００ｍｍ×長９００ｍｍ　カラー 発泡ポリスチレン製
積水化成品工業

グラテックスフォーム キリマツト ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405058530
化粧型枠 ピオライトフォーム ＰＳ－１１１／１１２ 厚５０ｍｍ×幅１，２００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 発泡ポリス
チレン製 プラン２１コーポレーション

ピオライトフォーム ＰＳ－１１１／１１２ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405058540
化粧型枠 ピオライトフォーム ＰＳ－１２０ 厚５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，２００ｍｍ 発泡ポリスチレン製
プラン２１コーポレーション

ピオライトフォーム ＰＳ－１２０ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405058550
化粧型枠 ピオライトフォーム ＰＳ－６４５ 厚８０ｍｍ×幅１，２００ｍｍ×長９００ｍｍ 発泡ポリスチレン製 プラ
ン２１コーポレーション

ピオライトフォーム ＰＳ－６４５ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405043040 化粧型枠 ペーパーストーン ＰＳ－Ｄ 厚４０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長９００ｍｍ　自然石積 紙製 共英産業 紙・段ボール製型枠 ペーパーストーン　ＰＳ－Ｄ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405043020 化粧型枠 ペーパーストーン ＰＳ－Ｂ 厚４０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長９００ｍｍ　割石積 紙製 共英産業 紙・段ボール製型枠 ペーパーストーン　ＰＳ－Ｂ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

化粧型枠―ブランド品― 0405043050 化粧型枠 ペーパーストーン ＰＳ－Ｃ 厚５０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長９００ｍｍ　布積 紙製 共英産業 紙・段ボール製型枠 ペーパーストーン　ＰＳ－Ｃ ｍ２ 176 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

側溝用埋設型枠―ブランド品― 0405081110
側溝用埋設型枠 ＫＣフォーム（打ち放し仕上げ用） 厚６ｍｍ×幅３９０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラ
テック

ＧＲＣ製型枠　ＫＣフォーム ６×３９０×１０００ｍｍ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

側溝用埋設型枠―ブランド品― 0405081120
側溝用埋設型枠 ＫＣフォーム（打ち放し仕上げ用） 厚８ｍｍ×幅４９０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラ
テック

ＧＲＣ製型枠　ＫＣフォーム ８×４９０×１０００ｍｍ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

側溝用埋設型枠―ブランド品― 0405081130
側溝用埋設型枠 ＫＣフォーム（打ち放し仕上げ用） 厚１０ｍｍ×幅５９０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフ
ラテック

ＧＲＣ製型枠　ＫＣフォーム １０×５９０×１０００ｍｍ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

側溝用埋設型枠―ブランド品― 0405081140
側溝用埋設型枠 ＫＣフォーム（打ち放し仕上げ用） 厚１３ｍｍ×幅６９０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフ
ラテック

ＧＲＣ製型枠　ＫＣフォーム １３×６９０×１０００ｍｍ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

側溝用埋設型枠―ブランド品― 0405081050 側溝用埋設型枠 ＪＳフォーム 厚３７／１０ｍｍ×幅９５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラテック ＧＲＣ製型枠　ＪＳフォーム ３７／１０×９５０×１０００ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

側溝用埋設型枠―ブランド品― 0405081080 側溝用埋設型枠 ＪＳフォーム 厚３７／１０ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラテック ＧＲＣ製型枠　ＪＳフォーム ３７／１０×１０５０×１０００ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材
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側溝用埋設型枠―ブランド品― 0405081070 側溝用埋設型枠 ＪＳフォーム 厚３７／１０ｍｍ×幅１，１５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラテック ＧＲＣ製型枠　ＪＳフォーム ３７／１０×１１５０×１０００ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

側溝用埋設型枠―ブランド品― 0405081090 側溝用埋設型枠 ＪＳフォーム 厚４２／１０ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラテック ＧＲＣ製型枠　ＪＳフォーム ４２／１０×１２５０×１０００ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

側溝用埋設型枠―ブランド品― 0405081100 側溝用埋設型枠 ＪＳフォーム 厚４７／１０ｍｍ×幅１，４５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラテック ＧＲＣ製型枠　ＪＳフォーム ４７／１０×１４５０×１０００ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

側溝用埋設型枠―ブランド品― 0405081060 側溝用埋設型枠 ＪＳフォーム 厚４７／１０ｍｍ×幅１，６５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ＧＲＣ製 インフラテック ＧＲＣ製型枠　ＪＳフォーム ４７／１０×１６５０×１０００ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

埋設型枠―ブランド品― 0405131110 残存メッシュ型枠 厚４５ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，２００ｍｍ 亜鉛メッキ鋼板（防錆） サンゴ 埋設型枠　残存メッシュ ４５×６００×１２００ｍｍ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

埋設型枠―ブランド品― 0405131120 残存メッシュ型枠 専用取付部品 連結フックボルト他 サンゴ 埋設型枠　専用取付部品 残存メッシュ型枠用 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

埋設型枠―ブランド品― 0405131190
埋設・埋設化粧型枠 パットウォール・Ｄウォール　フラット 厚３０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ ガラス繊維補
強モルタル製（ステンレスメッシュ内蔵） 住理工商事

埋設化粧型枠　フラット パットウォール・Ｄウォール 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

埋設型枠―ブランド品― 0405131200
埋設・埋設化粧型枠 パットウォール・Ｄウォール　石積み 厚４０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ ガラス繊維補強
モルタル製（ステンレスメッシュ内蔵） 住理工商事

埋設化粧型枠　石積み パットウォール・Ｄウォール 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

埋設型枠―ブランド品― 0405131210 埋設・埋設化粧型枠 パットウォール・Ｄウォール　専用接続金物 鋼製 住理工商事 埋設化粧型枠　専用接続金物 パットウォール・Ｄウォール ｍ２ 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

埋設型枠―ブランド品― 0405131220
埋設・埋設化粧型枠 デコメッシュＡタイプ　ＤＭ１０－１００ 厚３８ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 鋼
製 フリー工業

埋設化粧型枠　デコメッシュＡ ＤＭ１０－１００　Ｗ１０００ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

埋設型枠―ブランド品― 0405131225
埋設・埋設化粧型枠 デコメッシュＡタイプ　ＤＭ５－１００ 厚３８ｍｍ×幅５００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 鋼製 フ
リー工業

埋設化粧型枠　デコメッシュＡ ＤＭ５－１００　Ｗ５００ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

埋設型枠―ブランド品― 0405131230
埋設・埋設化粧型枠 デコメッシュＢタイプ　ＢＭ１０－１００ 厚３８ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 鋼
製 フリー工業

埋設化粧型枠　デコメッシュＢ ＢＭ１０－１００　Ｗ１０００ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

埋設型枠―ブランド品― 0405131235
埋設・埋設化粧型枠 デコメッシュＢタイプ　ＢＭ５－１００ 厚３８ｍｍ×幅５００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 鋼製 フ
リー工業

埋設化粧型枠　デコメッシュＢ ＢＭ５－１００　Ｗ５００ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

残存型枠―ブランド品― 0405131010
残存型枠 プロテロックピアスワンダー （ピアスタイプ） 厚４０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，２００ｍｍ セメントコ
ンクリート製（鋼製・エポキシ樹脂塗装補強材内蔵） タカムラ総業

残存プロテロックピアスワンダー ピアス　Ｔ４０×Ｗ６００ｍｍ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

残存型枠―ブランド品― 0405131130
残存型枠 プロテロックピアスワンダー （ワンダータイプ） 厚４０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，２００ｍｍ セメント
コンクリート製（鋼製・エポキシ樹脂塗装補強材内蔵） タカムラ総業

残存プロテロックピアスワンダー ワンダー　Ｔ４０×Ｗ６００ｍｍ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

残存型枠―ブランド品― 0405131020
残存化粧型枠 プロテロックメーク 割石４０ 厚７０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，２００ｍｍ セメントコンクリート製
（鋼製・エポキシ樹脂塗装補強材内蔵） タカムラ総業

残存型枠　プロテロックメーク 割石４０　Ｔ７０×Ｗ６００ｍｍ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

残存型枠―ブランド品― 0405131140
残存化粧型枠 プロテロックメーク 割石６０ 厚９０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，２００ｍｍ セメントコンクリート製
（鋼製・エポキシ樹脂塗装補強材内蔵） タカムラ総業

残存型枠　プロテロックメーク 割石６０　Ｔ９０×Ｗ６００ｍｍ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

残存型枠―ブランド品― 0405131150
残存化粧型枠 プロテロックメークⅡ （ハツリ面） 厚３８ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，２００ｍｍ セメントコンク
リート製（鋼製・エポキシ樹脂塗装補強材内蔵） タカムラ総業

残存型枠　プロテロックメーク２ ハツリ面　Ｔ３８×Ｗ６００ｍｍ 枚 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材
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残存型枠―ブランド品― 0405131030 専用組立部材 両面プレート ピアスタイプ　砂防工事使用 鋼製（エポキシ樹脂塗装） タカムラ総業 残存型枠　両面プレート ピアス　砂防工事使用 ｍ２ 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

残存型枠―ブランド品― 0405131040 専用組立部材 両面プレート ピアスタイプ　一般工事使用 鋼製（エポキシ樹脂塗装） タカムラ総業 残存型枠　両面プレート ピアス　一般工事使用 ｍ２ 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

残存型枠―ブランド品― 0405131042 専用組立部材 カラーボルトプレート ピアス・ワンダー共通　砂防工事使用 鋼製（エポキシ樹脂塗装） タカムラ総業 残存型枠　カラーボルトプレート ピアス・ワンダー共通　砂防工事 ｍ２ 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

残存型枠―ブランド品― 0405131044 専用組立部材 カラーボルトプレート ピアス・ワンダー共通　一般工事使用 鋼製（エポキシ樹脂塗装） タカムラ総業 残存型枠　カラーボルトプレート ピアス・ワンダー共通　一般工事 ｍ２ 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

残存型枠―ブランド品― 0405131160 専用組立部材 ステンボルトプレート ピアス・ワンダー共通　砂防工事使用 鋼製（エポキシ樹脂塗装） タカムラ総業 残存型枠　ステンボルトプレート ピアス・ワンダー共通　砂防工事 ｍ２ 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

残存型枠―ブランド品― 0405131170 専用組立部材 ステンボルトプレート ピアス・ワンダー共通　一般工事使用 鋼製（エポキシ樹脂塗装） タカムラ総業 残存型枠　ステンボルトプレート ピアス・ワンダー共通　一般工事 ｍ２ 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

残存型枠―ブランド品― 0405131050 専用組立部材 ＰＮＧプレート メーク共通　砂防工事使用 鋼製（エポキシ樹脂塗装） タカムラ総業 残存型枠　ＰＮＧプレート メーク　砂防工事使用 ｍ２ 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

残存型枠―ブランド品― 0405131060 専用組立部材 ＰＮＧプレート メーク共通　一般工事使用 鋼製（エポキシ樹脂塗装） タカムラ総業 残存型枠　ＰＮＧプレート メーク　一般工事使用 ｍ２ 177 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405151010 ＮＦボード 厚１２ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，８００ｍｍ 樹脂製 埋設型枠として使用可 ＪＦＥプラリソース ＮＦボード　樹脂製 １２×６００×１８００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405150010 マムエコボードＮ 厚６ｍｍ×幅９００ｍｍ×長１，８００ｍｍ 紙製 サンゴマム販売 マムエコボードＮ　紙製 ６×９００×１８００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405150020 マムエコボードＮ 厚６ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，８００ｍｍ 紙製 サンゴマム販売 マムエコボードＮ　紙製 ６×６００×１８００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405150030 マムエコテープ 幅５０ｍｍ×長５０ｍ サンゴマム販売 マムエコテープ ５０ｍｍ×５０ｍ 個 178 ○ ○ 0405 紙製他型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041010
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ３０１８ 幅３００ｍｍ×長１，８００ｍｍ １７．３ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　３０１８ Ｗ３００×Ｌ１８００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041020
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ３０１５ 幅３００ｍｍ×長１，５００ｍｍ １４．６ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　３０１５ Ｗ３００×Ｌ１５００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041030
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ３０１２ 幅３００ｍｍ×長１，２００ｍｍ １１．８ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　３０１２ Ｗ３００×Ｌ１２００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041040
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ３００９ 幅３００ｍｍ×長９００ｍｍ ８．９ｋｇ／枚 （Ｊ
ＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　３００９ Ｗ３００×Ｌ９００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041050
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ３００６ 幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ ６．２ｋｇ／枚 （Ｊ
ＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　３００６ Ｗ３００×Ｌ６００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041060
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ２０１８ 幅２００ｍｍ×長１，８００ｍｍ １３．５ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　２０１８ Ｗ２００×Ｌ１８００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材
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金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041070
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ２０１５ 幅２００ｍｍ×長１，５００ｍｍ １１．３ｋｇ／
枚 （ＪＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　２０１５ Ｗ２００×Ｌ１５００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041080
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ２０１２ 幅２００ｍｍ×長１，２００ｍｍ ９．１ｋｇ／枚
（ＪＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　２０１２ Ｗ２００×Ｌ１２００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041090
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ２００９ 幅２００ｍｍ×長９００ｍｍ ６．９ｋｇ／枚 （Ｊ
ＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　２００９ Ｗ２００×Ｌ９００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041100
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム ２００６ 幅２００ｍｍ×長６００ｍｍ ４．８ｋｇ／枚 （Ｊ
ＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　２００６ Ｗ２００×Ｌ６００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041110
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １５１８ 幅１５０ｍｍ×長１，８００ｍｍ ９．４ｋｇ／枚
（ＪＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　１５１８ Ｗ１５０×Ｌ１８００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041120
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １５１５ 幅１５０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ７．８ｋｇ／枚
（ＪＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　１５１５ Ｗ１５０×Ｌ１５００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041130
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １５１２ 幅１５０ｍｍ×長１，２００ｍｍ ６．３ｋｇ／枚
（ＪＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　１５１２ Ｗ１５０×Ｌ１２００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041140
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １５０９ 幅１５０ｍｍ×長９００ｍｍ ４．８ｋｇ／枚 （Ｊ
ＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　１５０９ Ｗ１５０×Ｌ９００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041150
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １５０６ 幅１５０ｍｍ×長６００ｍｍ ３．３ｋｇ／枚 （Ｊ
ＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　１５０６ Ｗ１５０×Ｌ６００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041160
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １０１８ 幅１００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ７．４ｋｇ／枚
（ＪＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　１０１８ Ｗ１００×Ｌ１８００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041170
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １０１５ 幅１００ｍｍ×長１，５００ｍｍ ６．２ｋｇ／枚
（ＪＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　１０１５ Ｗ１００×Ｌ１５００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041180
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １０１２ 幅１００ｍｍ×長１，２００ｍｍ ５．０ｋｇ／枚
（ＪＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　１０１２ Ｗ１００×Ｌ１２００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041190
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １００９ 幅１００ｍｍ×長９００ｍｍ ３．８ｋｇ／枚 （Ｊ
ＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　１００９ Ｗ１００×Ｌ９００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401041200
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） フラットフォーム １００６ 幅１００ｍｍ×長６００ｍｍ ２．６ｋｇ／枚 （Ｊ
ＩＳ　Ａ　８６５２）

フラットフォーム　１００６ Ｗ１００×Ｌ６００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401042010 金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 金属製型枠パネル付属品 タイロッド ＳＳ材 ０．３４ｋｇ／個 タイロッド 金属製型枠パネル付属品　ＳＳ材 個 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401042020 金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 金属製型枠パネル付属品 Ｕクリップ ＳＳ材 ０．１９ｋｇ／個 Ｕクリップ 金属製型枠パネル付属品　ＳＳ材 個 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401042030 金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 金属製型枠パネル付属品 Ｌピン ＳＳ材 ０．３９ｋｇ／個 Ｌピン 金属製型枠パネル付属品　ＳＳ材 個 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401050010
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１ Ｃ５１１５ 幅５０ｍｍ×１０６．１ｍｍ×長１，５０
０ｍｍ ７．９ｋｇ／枚

ハンチフォーム１：１ Ｃ５１１５ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材
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金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401050020
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１ Ｃ３１１５ 幅３５．３ｍｍ×１００ｍｍ×長１，５０
０ｍｍ ７．３ｋｇ／枚

ハンチフォーム１：１ Ｃ３１１５ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401050030
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１ Ｆ１４１５ 幅１４１．４ｍｍ×長１，５００ｍｍ ７．
７ｋｇ／枚

ハンチフォーム１：１ Ｆ１４１５ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401050040
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１ Ｆ２１１５ 幅２１２．２ｍｍ×長１，５００ｍｍ １
１．６ｋｇ／枚

ハンチフォーム１：１ Ｆ２１１５ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401010010
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （入隅） ５５１８ 幅１５０ｍｍ×１５０ｍｍ×長１，８０
０ｍｍ １４．２ｋｇ／枚

コーナーフォーム入隅　５５１８ Ｗ１５０×１５０×Ｌ１８００ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401010020
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （入隅） ５５１５ 幅１５０ｍｍ×１５０ｍｍ×長１，５０
０ｍｍ １２．０ｋｇ／枚

コーナーフォーム入隅　５５１５ Ｗ１５０×１５０×Ｌ１５００ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401010030
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （入隅） ５５１２ 幅１５０ｍｍ×１５０ｍｍ×長１，２０
０ｍｍ ９．７ｋｇ／枚

コーナーフォーム入隅　５５１２ Ｗ１５０×１５０×Ｌ１２００ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401010040
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （入隅） ５５０９ 幅１５０ｍｍ×１５０ｍｍ×長９００ｍ
ｍ ７．４ｋｇ／枚

コーナーフォーム入隅　５５０９ Ｗ１５０×１５０×Ｌ９００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401010050
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （入隅） ５５０６ 幅１５０ｍｍ×１５０ｍｍ×長６００ｍ
ｍ ５．１ｋｇ／枚

コーナーフォーム入隅　５５０６ Ｗ１５０×１５０×Ｌ６００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401010060
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （出隅） ００１５ 幅１００ｍｍ×１００ｍｍ×長１，５０
０ｍｍ ９．６ｋｇ／枚

コーナーフォーム出隅　００１５ Ｗ１００×１００×Ｌ１５００ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401010070
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （出隅） ００１２ 幅１００ｍｍ×１００ｍｍ×長１，２０
０ｍｍ ７．８ｋｇ／枚

コーナーフォーム出隅　００１２ Ｗ１００×１００×Ｌ１２００ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401010080
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （出隅） ０００９ 幅１００ｍｍ×１００ｍｍ×長９００ｍ
ｍ ６．０ｋｇ／枚

コーナーフォーム出隅　０００９ Ｗ１００×１００×Ｌ９００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401010090
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーフォーム （出隅） ０００６ 幅１００ｍｍ×１００ｍｍ×長６００ｍ
ｍ ４．２ｋｇ／枚

コーナーフォーム出隅　０００６ Ｗ１００×１００×Ｌ６００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401090010 金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーアングル ００１５ 長１，５００ｍｍ ３．２ｋｇ／枚 コーナーアングル　００１５ Ｌ１５００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401090020 金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーアングル ００１２ 長１，２００ｍｍ ２．６ｋｇ／枚 コーナーアングル　００１２ Ｌ１２００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401090030 金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーアングル ０００９ 長９００ｍｍ ２．０ｋｇ／枚 コーナーアングル　０００９ Ｌ９００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401090040 金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） コーナーアングル ０００６ 長６００ｍｍ １．３ｋｇ／枚 コーナーアングル　０００６ Ｌ６００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401020010
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 面取フォーム （出隅） ４５１５ ４５ｍｍ×５０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ６．
２ｋｇ／枚

面取フォーム（出隅）　４５１５ ４５×５０×Ｌ１５００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401020020
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 面取フォーム （出隅） ４５１２ ４５ｍｍ×５０ｍｍ×長１，２００ｍｍ ５．
１ｋｇ／枚

面取フォーム（出隅）　４５１２ ４５×５０×Ｌ１２００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材
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金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401020030
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 面取フォーム （出隅） ４５０９ ４５ｍｍ×５０ｍｍ×長９００ｍｍ ３．９ｋ
ｇ／枚

面取フォーム（出隅）　４５０９ ４５×５０×Ｌ９００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401020040
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 面取フォーム （出隅） ４５０６ ４５ｍｍ×５０ｍｍ×長６００ｍｍ ２．７ｋ
ｇ／枚

面取フォーム（出隅）　４５０６ ４５×５０×Ｌ６００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401031020
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 曲面フォーム （Ｔ２８８） ３０１５ 幅３００ｍｍ×長１，５００ｍｍ　中継
リブ数２ １８．６ｋｇ／枚

曲面フォームＴ２８８　３０１５ Ｗ３００×Ｌ１５００　リブ数２ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401032020
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 曲面フォーム （Ｔ１８８） ３０１５ 幅３００ｍｍ×長１，５００ｍｍ　中継
リブ数１ １６．９ｋｇ／枚

曲面フォームＴ１８８　３０１５ Ｗ３００×Ｌ１５００　リブ数１ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401033020
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 曲面フォーム （Ｔ１０８） ２０１５ 幅２００ｍｍ×長１，５００ｍｍ　中継
リブ数１ １１．２ｋｇ／枚

曲面フォームＴ１０８　２０１５ Ｗ２００×Ｌ１５００　リブ数１ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401034020
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 曲面フォーム （Ｔ００８） １５１５ 幅１５０ｍｍ×長１，５００ｍｍ　中継
リブ数０ ７．９ｋｇ／枚

曲面フォームＴ００８　１５１５ Ｗ１５０×Ｌ１５００　リブ数０ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401034040
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 曲面フォーム （Ｔ００８） １０１５ 幅１００ｍｍ×長１，５００ｍｍ　中継
リブ数０ ６．４ｋｇ／枚

曲面フォームＴ００８　１０１５ Ｗ１００×Ｌ１５００　リブ数０ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401080020
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 台形フォーム （ＴＲ１１） １０１５ 幅１００ｍｍ×長１，５００ｍｍ ６．４
ｋｇ／枚

台形フォームＴＲ１１　１０１５ Ｗ１００×Ｌ１５００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401080030
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 台形フォーム （ＴＲ１５） １０１５ 幅１００ｍｍ×長１，５００ｍｍ ６．４
ｋｇ／枚

台形フォームＴＲ１５　１０１５ Ｗ１００×Ｌ１５００ｍｍ 枚 178 ○ ○ 0401 鋼製型枠せき板材

型枠はく離剤―ブランド品― 0411012420 型枠はく離剤 マジックコートＭＫ－Ｃ 共用・油性・原液（１８ｌ缶） 一般土木建築用 アオイ化学工業 型枠はく離剤・溶剤 マジックコートＭＫＣ　１８Ｌ缶 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411012425 型枠はく離剤 マジックコートＭＫ－Ｃ 共用・油性・原液（２００ｌ缶） 一般土木建築用 アオイ化学工業 型枠はく離剤・溶剤 マジックコートＭＫＣ２００Ｌ缶 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411013805 型枠はく離剤 パネハクリ 共用・油性・原液 一般土木建築用 コンドーテック 型枠はく離剤・溶剤 パネハクリ　共用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411013810 型枠はく離剤 パネハクリＣ 共用・油性・原液 大型土木用 コンドーテック 型枠はく離剤・溶剤 パネハクリＣ　共用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411014205 型枠はく離剤 サナモールド・スーパー 共用・油性（２００ｌ缶） 一般土木用 相模 型枠はく離剤・溶剤 サナモールド・スーパー　共用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411010430 型枠はく離剤 サンヒットマイティー 鋼製用・油性・原液 シールド工事用 サンヒット商会 型枠はく離剤・溶剤 サンヒットマイティー　鋼製用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411010420 型枠はく離剤 サンヒットトクゴー 共用・油性・原液 一般土木建築用 サンヒット商会 型枠はく離剤・溶剤 サンヒットトクゴー　共用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411010400 型枠はく離剤 サンヒットネオレイト 木製・樹脂製用・水性・希釈５～１０倍 一般土木建築用 サンヒット商会 型枠はく離剤・溶剤 サンヒットネオレイト　木製樹脂 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411013415 型枠はく離剤 パネロールＣ－１０ 共用・油性・原液 一般土木建築用 ダイセキ 型枠はく離剤・溶剤 パネロール　Ｃ－１０　共用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤
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型枠はく離剤―ブランド品― 0411013425 型枠はく離剤 パネロールＣ－３０ 共用・油性・原液 大型土木用 ダイセキ 型枠はく離剤・溶剤 パネロール　Ｃ－３０　共用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411012215 型枠はく離剤 ポリゾンＭ 共用・水性・希釈木製用５～１０倍，鋼製用原液 コンクリート製品用 竹本油脂 型枠はく離剤・溶剤 ポリゾンＭ　共用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411012220 型枠はく離剤 ポリゾンＳ 鋼製用・油性・原液 コンクリート製品用 竹本油脂 型枠はく離剤・溶剤 ポリゾンＳ　鋼製用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411019030 型枠はく離剤 センターコートＰＸ－６ 鋼製・木製・樹脂製用・油性・原液 一般土木建築用 中京化成工業 型枠はく離剤・溶剤 センターコートＰＸ－６ リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411010820 型枠はく離剤 センターコートＰＸ－７ 鋼製用・油性・原液 シールド工事用 中京化成工業 型枠はく離剤・溶剤 センターコート　ＰＸ－７ リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411010815 型枠はく離剤 センターコートＰＸ－８Ｈ 鋼製用・セラミック製用・油性・原液 シールド工事用 中京化成工業 型枠はく離剤・溶剤 センターコート　ＰＸ－８Ｈ リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411013200 型枠はく離剤 ジスパネＢ－２０ 共用・油性・原液 一般土木建築用 中国興業 型枠はく離剤・溶剤 ジスパネ　Ｂ－２０　共用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411013220 型枠はく離剤 ジスパネＣ－２０ 共用・油性・原液 コンクリート製品用 中国興業 型枠はく離剤・溶剤 ジスパネ　Ｃ－２０　共用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411014005 型枠はく離剤 サムテック　Ａ－１ 共用・油性・原液 一般土木建築用 東亜オイル興業所 型枠はく離剤・溶剤 サムテック　Ａ－１　共用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411014010 型枠はく離剤 サムテックプラスＥ（普及用） 共用・油性・原液 一般土木建築用 東亜オイル興業所 型枠はく離剤・溶剤 サムテックプラスＥ　共用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411012825 型枠はく離剤 パールＮｏ．８ 鋼製用・水性・希釈１０倍 一般土木建築用 東光化学工業 型枠はく離剤・溶剤 パール　ＮＯ．８　鋼製用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411012820 型枠はく離剤 パールＮｏ．１５ 木製用・水性・希釈７倍 一般土木建築用 東光化学工業 型枠はく離剤・溶剤 パール　ＮＯ．１５　木製用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411012830 型枠はく離剤 パール特Ａ号 共用・油性・原液 一般土木建築用 東光化学工業 型枠はく離剤・溶剤 パール　特Ａ号　共用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411014405 型枠はく離剤 セボ＃フォームコート 共用・油性・原液（１８ｌ缶） 一般土木建築用 東洋薬化学工業 型枠はく離剤・溶剤 セボ＃フォームコート　共用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411014410 型枠はく離剤 セボ＃４００（防錆力強化型） 共用・油性・原液（１８ｌ缶） 一般土木建築用 東洋薬化学工業 型枠はく離剤・溶剤 セボ＃４００　共用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411014415 型枠はく離剤 セボ＃ＡＺ－３ 鋼製用・速乾性・原液（１８ｌ缶） 一般土木建築用 東洋薬化学工業 型枠はく離剤・溶剤 セボ＃ＡＺ－３　鋼・速乾・原液 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411010285 型枠はく離剤 ノックスＣ 鋼製・木製・樹脂製用・油性・原液 一般土木建築用 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 ノックス　Ｃ　鋼・木・樹脂製用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411010302 型枠はく離剤 ノックスＶ 鋼製・木製用・油性・原液 一般土木建築用 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 ノックス　Ｖ　鋼・木・油・原液 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤
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型枠はく離剤―ブランド品― 0411010290 型枠はく離剤 ノックスＤ 鋼製用・油性・原液 一般土木建築用 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 ノックス　Ｄ　鋼・油・原液 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411010300 型枠はく離剤 ノックスＳ－３０２ ステンレス・アルミ製用・水性・希釈１０～１５倍 一般土木建築用 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 ノックス　Ｓ－３０２　アルミ用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411010325 型枠はく離剤 フォームノックス＃１００ セントル型枠用・油性・原液 一般土木建築用 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 フォームノックス＃１００ リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411010330 型枠はく離剤 フォームガード 橋梁用・速乾性・原液 一般土木建築用 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 フォームガード　橋梁用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411010320 型枠はく離剤 リフトコート コンクリート製型枠用・速乾性・原液 一般土木建築用 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 リフトコート　コンクリート製用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411010335 型枠はく離剤 ＦＡ－１００ 完全水性型・環境対応型・原液 一般土木建築用 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 ＦＡ－１００　完全水性型 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411019025 型枠はく離剤 エースワン 鋼製・木製用・油性・原液 一般土木建築用 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 エースワン　鋼・木・油・原液 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411012620 型枠はく離剤 マノール剥離剤 木製用・油性（水溶性）・希釈１０倍 一般土木建築用 マノール 型枠はく離剤・溶剤 マノール剥離剤　木製用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411012625 型枠はく離剤 マノール剥離剤 鋼製用・油性・原液 一般土木建築用 マノール 型枠はく離剤・溶剤 マノール剥離剤　鋼製用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411011615 型枠はく離剤 パラット 木製用・水性・希釈６～１０倍 一般土木建築用 山宗化学 型枠はく離剤・溶剤 パラット　木製用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠はく離剤―ブランド品― 0411011620 型枠はく離剤 パラット 鋼製用・油性・原液 一般土木建築用 山宗化学 型枠はく離剤・溶剤 パラット　鋼製用 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠関連溶剤―ブランド品― 0411010200 型枠関連溶剤 サビトール コンクリート面の鉄錆溶解除去剤 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 サビトール　コンクリ面鉄錆除去 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠関連溶剤―ブランド品― 0411010260 型枠関連溶剤 サビラーズ 鉄筋コンクリート用棒鋼の防錆剤 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 サビラーズ　コンクリ用棒鋼防錆 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠関連溶剤―ブランド品― 0411010270 型枠関連溶剤 スーパーサビトール 各種機材の鉄錆溶解除去剤 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 スーパーサビトール　鉄錆除去 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠関連溶剤―ブランド品― 0411010280 型枠関連溶剤 ノックスコートＮ－１０ 合板・木製型枠用表面強化剤 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 ノックスコート　Ｎ－１０合板用 ｋｇ 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠関連溶剤―ブランド品― 0411010345 型枠関連溶剤 新テッキンクリーナー 鉄筋の錆取り剤 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 新テッキンクリーナー　鉄筋錆取 ｋｇ 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠関連溶剤―ブランド品― 0411010305 型枠関連溶剤 新ノロトール ノロ溶解・除去剤 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 新ノロトール　ノロ溶解・除去剤 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠関連溶剤―ブランド品― 0411010307 型枠関連溶剤 ラストクエンチ 錆転化型防錆剤 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 ラストクエンチ　錆転化型防錆剤 リットル 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤
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型枠関連溶剤―ブランド品― 0411010350 型枠関連溶剤 ガード２１ 鉄筋防錆剤 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 ガード２１　鉄筋防錆剤 ｋｇ 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠関連溶剤―ブランド品― 0411010283 型枠関連溶剤 ノックスコートＮ－１００ 鋼製型枠用表面強化剤 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 ノックスコート　Ｎ－１００鋼製 ｋｇ 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠関連溶剤―ブランド品― 0411010293 型枠関連溶剤 ノックスＥＷ コンクリート用棒鋼の防錆剤・水性 ノックス 型枠はく離剤・溶剤 ノックスＥＷ　ＣＯ用棒鋼防錆剤 ｋｇ 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠関連溶剤―ブランド品― 0411014608 型枠関連溶剤 フリクションカッター 鋼材引抜用被覆材（シートロールタイプ） ゴウダ 型枠はく離剤・溶剤 フリクションカッター鋼材被覆材 ｍ２ 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠関連溶剤―ブランド品― 0411014610 型枠関連溶剤 フリクションカッター 機能塗布剤（添加剤付き）（１３．３ｋｇ／セット） ゴウダ 型枠はく離剤・溶剤 フリクションカッター機能塗布剤 セット 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠関連溶剤―ブランド品― 0411014612 型枠関連溶剤 フリクションカッター 耐水防護剤（１０．３ｋｇ／缶） ゴウダ 型枠はく離剤・溶剤 フリクションカッター耐水防護剤 缶 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠関連溶剤―ブランド品― 0411014614 型枠関連溶剤 フリクションカッター 先端防護金具 ゴウダ 型枠はく離剤・溶剤 フリクションカッター先端防護 個 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠用透水はく離シート―ブランド品― 0411021010 型枠用透水はく離シート エアレックス 幅１．０ｍ 長２０ｍ 厚０．９ｍｍ 東洋紡 型枠用透水はく離シート エアレックス ｍ 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠用透水はく離シート―ブランド品― 0411020510 型枠用透水はく離シート フィルターシート　ＡＦタイプ 幅０．９６ｍ 長１００ｍ 厚１．０ｍｍ フジモリ産業 型枠用透水はく離シート フィルターシート　ＡＦタイプ ｍ 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

コンクリート打継目処理材―ブランド品― 0411040002 コンクリート打継目処理材 ＫＫシート２５ 幅９００ｍｍ×長９００ｍｍ 協立エンジ コンクリート打継目処理材 ＫＫシート２５　Ｗ９００ 枚 179 ○ ○ 0411 型枠はく離剤

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011502 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長１００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　１００ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011504 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長１５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　１５０ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011506 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長２００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　２００ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011508 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長３００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　３００ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011510 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長４００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　４００ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011512 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長５００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　５００ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011514 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長１，０００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　１０００ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011516 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長２００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　２００ｍｍ　土木用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物
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型枠締付け金物―ブランド品― 0409011518 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長３００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　３００ｍｍ　土木用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011520 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長４００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　４００ｍｍ　土木用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011522 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長５００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　５００ｍｍ　土木用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011524 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長１，０００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　１０００ｍｍ　土木用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011526 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長１００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　１００ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011528 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長１５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　１５０ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011530 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長２００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　２００ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011532 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長３００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　３００ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011534 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長４００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　４００ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011536 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長５００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　５００ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011538 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長１，０００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　１０００ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011602 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長２００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　２００ｍｍ 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011604 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長３００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　３００ｍｍ 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011605 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長４００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　４００ｍｍ 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011606 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長５００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　５００ｍｍ 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011608 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長１，０００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　１０００ｍｍ 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011612 型枠締付け金物 アイビーフォームタイ ８　長１５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 アイビーフォームタイ ８　１５０ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011614 型枠締付け金物 アイビーフォームタイ ８　長１８０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 アイビーフォームタイ ８　１８０ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物
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型枠締付け金物―ブランド品― 0409011616 型枠締付け金物 アイビーフォームタイ ８　長２１０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 アイビーフォームタイ ８　２１０ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011618 型枠締付け金物 アイビーフォームタイ ８　長２５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 アイビーフォームタイ ８　２５０ｍｍ　建築用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011620 型枠締付け金物 アイビーフォームタイ ９　長１５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 アイビーフォームタイ ９　１５０ｍｍ　土木用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011622 型枠締付け金物 アイビーフォームタイ ９　長１８０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 アイビーフォームタイ ９　１８０ｍｍ　土木用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011624 型枠締付け金物 アイビーフォームタイ ９　長２１０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 アイビーフォームタイ ９　２１０ｍｍ　土木用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011626 型枠締付け金物 アイビーフォームタイ ９　長２５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 アイビーフォームタイ ９　２５０ｍｍ　土木用 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011561 型枠締付け金物 フォームタイ Ｋ型　９－２Ｐ 岡部 フォームタイ Ｋ型　９－２Ｐ 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011560 型枠締付け金物 フォームタイ Ｋ型　９－２Ｌ 岡部 フォームタイ Ｋ型　９－２Ｌ 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011562 型枠締付け金物 フォームタイ Ｄ型　２５０ 岡部 フォームタイ Ｄ型　２５０ 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011564 型枠締付け金物 フォームタイ Ｄ型　３００ 岡部 フォームタイ Ｄ型　３００ 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011574 型枠締付け金物 レジコンＺ ８　プラグ付き　Ｗ５／１６ 岡部 レジコンＺ ８　Ｗ５／１６　プラグ付き 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011576 型枠締付け金物 レジコンＺ ９　プラグ付き　Ｗ３／８ 岡部 レジコンＺ ９　Ｗ３／８　プラグ付き 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011578 型枠締付け金物 レジコンＺ Ｄ　プラグ付き　Ｗ１／２ 岡部 レジコンＺ Ｄ型　Ｗ１／２　プラグ付き 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011568 型枠締付け金物 Ｐコン １２　８　Ｗ５／１６ 岡部 Ｐコン １２　８　Ｗ５／１６ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011566 型枠締付け金物 Ｐコン メタル　８　Ｗ５／１６ 岡部 Ｐコン メタル　８　Ｗ５／１６ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011570 型枠締付け金物 Ｐコン メタル　９　Ｗ３／８ 岡部 Ｐコン メタル　９　Ｗ３／８ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011572 型枠締付け金物 Ｐコン Ｄ型　Ｗ１／２ 岡部 Ｐコン Ｄ型　Ｗ１／２ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011580 型枠締付け金物 軸足 １２　８　Ｗ５／１６ 岡部 軸足 １２　８　Ｗ５／１６ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物
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型枠締付け金物―ブランド品― 0409011579 型枠締付け金物 軸足 メタル　８　Ｗ５／１６ 岡部 軸足 メタル　８　Ｗ５／１６ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011582 型枠締付け金物 軸足 メタル　９　Ｗ３／８ 岡部 軸足 メタル　９　Ｗ３／８ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011584 型枠締付け金物 ３型リブ座金 岡部 ３型リブ座金 枚 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011586 型枠締付け金物 ３型リブ座金 Ｄ型 岡部 ３型リブ座金 Ｄ型 枚 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011588 型枠締付け金物 角パイプリブ座金 ６０角用 岡部 角パイプリブ座金 ６０角用 枚 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011590 型枠締付け金物 ＫＫリブ座金 岡部 ＫＫリブ座金 枚 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011600 型枠締付け金物 ＫＫ座金１－６０ 岡部 ＫＫ座金 １－６０ 枚 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011808 型枠締付け金物 コネクトクランプ Ｐ 岡部 コネクトクランプ Ｐ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011810 型枠締付け金物 コネクトクランプ ＫＰ 岡部 コネクトクランプ ＫＰ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011628 型枠締付け金物 ウルトラリング ８ 岡部 ウルトラリング ８ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011630 型枠締付け金物 ウルトラリング ９ 岡部 ウルトラリング ９ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011632 型枠締付け金物 ウルトラリング １２ 岡部 ウルトラリング １２ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409012002 型枠締付け金物 ＫＳタイ 当板　Ｓ型 国元商会 ＫＳタイ 当板　Ｓ型 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409012042 型枠締付け金物 ＫＳタイ 当板　Ｌ型　５０・６０・丸用 国元商会 ＫＳタイ 当板　Ｌ型　５０・６０・丸用 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409012004 型枠締付け金物 ＫＳタイ 当板　ＬＬ型　５０・６０・丸用 国元商会 ＫＳタイ 当板　ＬＬ型　５０・６０・丸用 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409012006 型枠締付け金物 ＫＳタイ 当板　Ｗ型　５０・６０・丸用 国元商会 ＫＳタイ 当板　Ｗ型　５０・６０・丸用 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409012012 型枠締付け金物 ＫＳタイ スラブ受シングル型　５０・６０用 国元商会 ＫＳタイ スラブ受シングル型５０・６０用 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409012014 型枠締付け金物 ＫＳタイ スラブ受ダブル型　５０・６０・丸用 国元商会 ＫＳタイ スラブ受ダブル用５０・６０・丸 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物
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型枠締付け金物―ブランド品― 0409012020 型枠締付け金物 ＫＳタイ 本体　８×１４０・１５０・１６５ 国元商会 ＫＳタイ 本体８×１４０・１５０・１６５ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409012022 型枠締付け金物 ＫＳタイ 本体　８×２３０ 国元商会 ＫＳタイ 本体　８×２３０ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409012024 型枠締付け金物 ＫＳタイ 本体　９×１４０・１５０・１６５ 国元商会 ＫＳタイ 本体９×１４０・１５０・１６５ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409012026 型枠締付け金物 ＫＳタイ 本体　９×２３０ 国元商会 ＫＳタイ 本体　９×２３０ｍｍ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409012016 型枠締付け金物 ＫＳネガラミ金物 万能型 国元商会 ＫＳネガラミ金物 万能型 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409012046 型枠締付け金物 ＫＳネガラミ金物 丸用 国元商会 ＫＳネガラミ金物 丸用 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409012044 型枠締付け金物 ＫＳハリバタボックス ６０型 国元商会 ＫＳハリバタボックス ６０型 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015202 型枠締付け金物 ボイドユーフォー ボイドφ１５０用底蓋材 二三産業 ボイドユーフォー ボイド径１５０用　底蓋材 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015204 型枠締付け金物 ボイドユーフォー ボイドφ２００用底蓋材 二三産業 ボイドユーフォー ボイド径２００用　底蓋材 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015206 型枠締付け金物 ボイドユーフォー ボイドφ２５０用底蓋材 二三産業 ボイドユーフォー ボイド径２５０用　底蓋材 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015208 型枠締付け金物 ボイドユーフォー ボイドφ３００用底蓋材 二三産業 ボイドユーフォー ボイド径３００用　底蓋材 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015216 型枠締付け金物 ボイドホルダー フェンス用　Ｆ７５支持具 二三産業 ボイドホルダー フェンス用　Ｆ７５　支持具 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015214 型枠締付け金物 ボイドホルダー フェンス用　Ｆ１００支持具 二三産業 ボイドホルダー フェンス用　Ｆ１００　支持具 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015212 型枠締付け金物 ボイドホルダー ガードレール用　Ｇ１５０支持具 二三産業 ボイドホルダー ガードレール用Ｇ１５０　支持具 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015210 型枠締付け金物 ボイドホルダー ガードレール用　Ｇ２００支持具 二三産業 ボイドホルダー ガードレール用Ｇ２００　支持具 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015218 型枠締付け金物 ボイドシャッポ ＳＭ７５Ｘ 二三産業 ボイドシャッポ ＳＭ７５Ｘ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015220 型枠締付け金物 ボイドシャッポ ＳＭ１００Ｘ 二三産業 ボイドシャッポ ＳＭ１００Ｘ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015222 型枠締付け金物 ボイドシャッポ ＳＭ１２５Ｘ 二三産業 ボイドシャッポ ＳＭ１２５Ｘ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物
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型枠締付け金物―ブランド品― 0409015224 型枠締付け金物 ボイドシャッポ ＳＭ１５０Ｘ 二三産業 ボイドシャッポ ＳＭ１５０Ｘ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015226 型枠締付け金物 ボイドシャッポ ＳＭ１７５Ｘ 二三産業 ボイドシャッポ ＳＭ１７５Ｘ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015228 型枠締付け金物 ボイドシャッポ ＳＭ２００Ｘ 二三産業 ボイドシャッポ ＳＭ２００Ｘ 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015234 型枠締付け金物 スリーブメイトＮ型 ＳＭ５０Ｎ　ＳＵＳ特製釘付き 二三産業 スリーブメイトＮ型 ＳＭ５０Ｎ　ＳＵＳ特製釘 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015236 型枠締付け金物 スリーブメイトＮ型 ＳＭ７５Ｎ　ＳＵＳ特製釘付き 二三産業 スリーブメイトＮ型 ＳＭ７５Ｎ　ＳＵＳ特製釘 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015238 型枠締付け金物 スリーブメイトＮ型 ＳＭ９０Ｎ　ＳＵＳ特製釘付き 二三産業 スリーブメイトＮ型 ＳＭ９０Ｎ　ＳＵＳ特製釘 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015240 型枠締付け金物 スリーブメイトＮ型 ＳＭ１００Ｎ　ＳＵＳ特製釘付き 二三産業 スリーブメイトＮ型 ＳＭ１００Ｎ　ＳＵＳ特製釘 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015242 型枠締付け金物 スリーブメイトＮ型 ＳＭ１２５Ｎ　ＳＵＳ特製釘付き 二三産業 スリーブメイトＮ型 ＳＭ１２５Ｎ　ＳＵＳ特製釘 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015244 型枠締付け金物 スリーブメイトＮ型 ＳＭ１５０Ｎ　ＳＵＳ特製釘付き 二三産業 スリーブメイトＮ型 ＳＭ１５０Ｎ　ＳＵＳ特製釘 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015246 型枠締付け金物 スリーブメイトＮ型 ＳＭ２００Ｎ　ＳＵＳ特製釘付き 二三産業 スリーブメイトＮ型 ＳＭ２００Ｎ　ＳＵＳ特製釘 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015248 型枠締付け金物 スリーブメイトＸ型 ＳＭ５０Ｘ　釘なしタイプ 二三産業 スリーブメイトＸ型 ＳＭ５０Ｘ　釘なし 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015250 型枠締付け金物 スリーブメイトＸ型 ＳＭ７５Ｘ　釘なしタイプ 二三産業 スリーブメイトＸ型 ＳＭ７５Ｘ　釘なし 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015252 型枠締付け金物 スリーブメイトＸ型 ＳＭ９０Ｘ　釘なしタイプ 二三産業 スリーブメイトＸ型 ＳＭ９０Ｘ　釘なし 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015254 型枠締付け金物 スリーブメイトＸ型 ＳＭ１００Ｘ　釘なしタイプ 二三産業 スリーブメイトＸ型 ＳＭ１００Ｘ　釘なし 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015256 型枠締付け金物 スリーブメイトＸ型 ＳＭ１２５Ｘ　釘なしタイプ 二三産業 スリーブメイトＸ型 ＳＭ１２５Ｘ　釘なし 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015258 型枠締付け金物 スリーブメイトＸ型 ＳＭ１５０Ｘ　釘なしタイプ 二三産業 スリーブメイトＸ型 ＳＭ１５０Ｘ　釘なし 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015260 型枠締付け金物 スリーブメイトＸ型 ＳＭ２００Ｘ　釘なしタイプ 二三産業 スリーブメイトＸ型 ＳＭ２００Ｘ　釘なし 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015262 型枠締付け金物 スリーブメイトＸ型 ＳＭ２５０Ｘ　釘なしタイプ 二三産業 スリーブメイトＸ型 ＳＭ２５０Ｘ　釘なし 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物
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型枠締付け金物―ブランド品― 0409015264 型枠締付け金物 スリーブメイトＸ型 ＳＭ３００Ｘ　釘なしタイプ 二三産業 スリーブメイトＸ型 ＳＭ３００Ｘ　釘なし 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015266 型枠締付け金物 ボイドアンテナＬ－７０ ボイド箇所明示部材 二三産業 ボイドアンテナ Ｌ－７０　ボイド箇所明示部材 個 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409014020 型枠締付け金物 マグネット面木 Ｎｏ．３０　１．５ｍ セブン・シー マグネット面木 ＮＯ．３０　Ｌ１．５ｍ 本 180 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409014514 型枠締付け金物 ホーシンジョイントセパ ＭＬ－１６０ ホーシン ホーシンジョイントセパ ＭＬ－１６０ 本 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409014528 型枠締付け金物 アールバー Ｒ－３０００ ホーシン アールバー Ｒ－３０００ 本 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409014522 型枠締付け金物 イカリアンカー ＡＩ－２６３ ホーシン イカリアンカー ＡＩ－２６３ 本 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409014524 型枠締付け金物 ジョイントピン Ｐ－２４ ホーシン ジョイントピン Ｐ－２４ 本 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409014526 型枠締付け金物 ＭＬコーン ホーシン ＭＬコーン 本 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409010202 型枠締付け金物 エポキシＯＫセパ Ｗ５／１６×長１５０ｍｍ 丸幸レジン エポキシＯＫセパ Ｗ５／１６×Ｌ１５０ｍｍ 本 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409010204 型枠締付け金物 エポキシＯＫセパ Ｗ３／８×長１５０ｍｍ 丸幸レジン エポキシＯＫセパ Ｗ３／８×Ｌ１５０ｍｍ 本 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409010206 型枠締付け金物 エポキシＯＫセパ Ｗ１／２×長１５０ｍｍ 丸幸レジン エポキシＯＫセパ Ｗ１／２×Ｌ１５０ｍｍ 本 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015802 型枠締付け金物 一発サポート Ａ角本体 丸井産業 一発サポート Ａ角本体 本 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015804 型枠締付け金物 一発サポート Ａ丸本体 丸井産業 一発サポート Ａ丸本体 本 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015806 型枠締付け金物 一発サポート ＡＨ型鋼取付具 丸井産業 一発サポート ＡＨ型鋼取付具 個 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015808 型枠締付け金物 一発サポート Ａ抜パイプ 丸井産業 一発サポート Ａ抜パイプ 個 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015810 型枠締付け金物 一発サポート Ｂ丸本体 丸井産業 一発サポート Ｂ丸本体 本 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015812 型枠締付け金物 一発サポート ＢＨ型鋼取付具 丸井産業 一発サポート ＢＨ型鋼取付具 個 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015814 型枠締付け金物 一発サポート Ｂ抜パイプ 丸井産業 一発サポート Ｂ抜パイプ 個 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物
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型枠締付け金物―ブランド品― 0409015816 型枠締付け金物 一発サポート 角バタ取付具 丸井産業 一発サポート 角バタ取付具 個 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015818 型枠締付け金物 一発サポート 仕上アンカー 丸井産業 一発サポート 仕上アンカー 個 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409015820 型枠締付け金物 一発サポート 打放アンカー 丸井産業 一発サポート 打放アンカー 個 181 ○ ○ 0409 型枠締付金物

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011005 ポリドウナツ 鉄筋径１０ ×かぶり３０ｍｍ ５００個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１０×かぶり３０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011010 ポリドウナツ 鉄筋径１０ ×かぶり４０ｍｍ ３００個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１０×かぶり４０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011041 ポリドウナツ 鉄筋径１３ ×かぶり３０ｍｍ ５００個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１３×かぶり３０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011042 ポリドウナツ 鉄筋径１３ ×かぶり４０ｍｍ ３００個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１３×かぶり４０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011030 ポリドウナツ 鉄筋径１６ ×かぶり４０ｍｍ ３００個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１６×かぶり４０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011100 ポリドウナツ 鉄筋径１６ ×かぶり５０ｍｍ １５０個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１６×かぶり５０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011035 ポリドウナツ 鉄筋径１９ ×かぶり７０ｍｍ ７０個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１９×かぶり７０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011040 ポリドウナツ 鉄筋径２２ ×かぶり７０ｍｍ ５０個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径２２×かぶり７０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011045 ポリサイコロ 高２０ｍｍ １，２００個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリサイコロ Ｈ２０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011050 ポリサイコロ 高２５ｍｍ １，０００個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリサイコロ Ｈ２５ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011055 ポリサイコロ 高３０ｍｍ ５００個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリサイコロ Ｈ３０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011105 ポリサイコロ 高４０ｍｍ ５００個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリサイコロ Ｈ４０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011065 ポリブロック 高３０・４０ｍｍ ６００個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリブロック Ｈ３０・４０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011070 ポリブロック 高５０・６０ｍｍ ２００個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリブロック Ｈ５０・６０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011075 ポリコシカケ 高５０・６０ｍｍ ４００個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリコシカケ Ｈ５０・６０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー
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合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011080 ポリコシカケ 高７０・８０ｍｍ ２５０個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリコシカケ Ｈ７０・８０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011085 ポリコシカケ 高９０・１００ｍｍ １５０個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリコシカケ Ｈ９０・１００ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507011090 ポリコシカケ 高１１０・１２０ｍｍ １００個／箱 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリコシカケ Ｈ１１０・１２０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020205 上筋用スペーサー 高６０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ６０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020210 上筋用スペーサー 高８０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ８０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020215 上筋用スペーサー 高１００ｍｍ ３５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１００ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020220 上筋用スペーサー 高１２０ｍｍ ２５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１２０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020225 上筋用スペーサー 高１５０ｍｍ ２００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１５０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020370 上筋用スペーサー（防錆） 高６０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ６０ｍｍ　防錆 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020375 上筋用スペーサー（防錆） 高８０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ８０ｍｍ　防錆 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020380 上筋用スペーサー（防錆） 高１００ｍｍ ３００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１００ｍｍ　防錆 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020385 上筋用スペーサー（防錆） 高１２０ｍｍ ２００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１２０ｍｍ　防錆 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020390 上筋用スペーサー（防錆） 高１５０ｍｍ ２００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１５０ｍｍ　防錆 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020230 下筋用スペーサー 高２０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　下筋用 Ｈ２０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020235 下筋用スペーサー 高３０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　下筋用 Ｈ３０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020240 下筋用スペーサー 高４０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　下筋用 Ｈ４０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020395 下筋用スペーサー（防錆） 高２０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　下筋用 Ｈ２０ｍｍ　防錆 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020400 下筋用スペーサー（防錆） 高３０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　下筋用 Ｈ３０ｍｍ　防錆 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー
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鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020405 下筋用スペーサー（防錆） 高４０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　下筋用 Ｈ４０ｍｍ　防錆 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020258 壁・柱用スペーサー（防錆） かぶり４０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　壁・柱用 かぶり４０ｍｍ　防錆 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020263 壁・柱用スペーサー（防錆） かぶり５０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　壁・柱用 かぶり５０ｍｍ　防錆 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020270 はり用（ダブル） 高３０ｍｍ×長３００ｍｍ １００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用ダブル Ｈ３０×Ｌ３００ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020325 バー型スペーサー（防錆） 高３０ｍｍ×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ３０×Ｌ９００ｍｍ　防錆 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020330 バー型スペーサー（防錆） 高８０ｍｍ×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ８０×Ｌ９００ｍｍ　防錆 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020335 バー型スペーサー（防錆） 高１２０ｍｍ×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ１２０×Ｌ９００ｍｍ　防錆 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020340 バー型スペーサー（防錆） 高１５０ｍｍ×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ１５０×Ｌ９００ｍｍ　防錆 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020345 Ｓ型金物 鉄筋径２５用×高７０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　Ｓ型金物 鉄筋径２５用×Ｈ７０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020350 Ｓ型金物 鉄筋径２９用×高８０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　Ｓ型金物 鉄筋径２９用×Ｈ８０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020360 デッキプレート用スペーサー 間隔２３０ｍｍ×径１６ｍｍ １００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　デッキＰＬ用 間隔２３０×径１６ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020363 デッキプレート用スペーサー 間隔３００ｍｍ×径１６ｍｍ １００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　デッキＰＬ用 間隔３００×径１６ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507020365 メッシュ受け 高４０ｍｍ×長３００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　メッシュ受け Ｈ４０×Ｌ３００ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

モルタルスペーサー―ブランド品― 0507030242 ＪＬスペーサ かぶり１５ｍｍ １，０００個／箱 ジャパンライフ ＪＬスペーサ かぶり１５ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

モルタルスペーサー―ブランド品― 0507030246 ＪＬスペーサ かぶり２０／２５ｍｍ ７５０個／箱 ジャパンライフ ＪＬスペーサ かぶり２０／２５ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

モルタルスペーサー―ブランド品― 0507030250 ＪＬスペーサ かぶり３０／３５ｍｍ ５００個／箱 ジャパンライフ ＪＬスペーサ かぶり３０／３５ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

モルタルスペーサー―ブランド品― 0507030279 ＪＬスペーサ かぶり４０／４５／５０ｍｍ ２５０個／箱 ジャパンライフ ＪＬスペーサ かぶり４０／４５／５０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

モルタルスペーサー―ブランド品― 0507030254 ＪＬスペーサ かぶり６０／７０ｍｍ １００個／箱 ジャパンライフ ＪＬスペーサ かぶり６０／７０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー
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モルタルスペーサー―ブランド品― 0507030205 ＪＬスペーサ かぶり６５／７０ｍｍ １００個／箱 ジャパンライフ ＪＬスペーサ かぶり６５／７０ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

モルタルスペーサー―ブランド品― 0507030256 ＪＬスペーサ かぶり９０／１００ｍｍ ５０個／箱 ジャパンライフ ＪＬスペーサ かぶり９０／１００ｍｍ 個 181 ○ ○ 0507 スペーサー

建築工事用養生シート 0007050510 ポリエステル製シート 幅１．８ｍ×長３．６ｍ×厚０．４ｍｍ ＪＩＳ１類 建築工事用シート　ポリエステル １．８×３．６ｍ×０．４ｍｍ 枚 182 ○ ○ 0007 安全設備

建築工事用養生シート 0007050520 ポリエステル製シート 幅１．８ｍ×長５．１ｍ×厚０．４ｍｍ ＪＩＳ１類 建築工事用シート　ポリエステル １．８×５．１ｍ×０．４ｍｍ 枚 182 ○ ○ 0007 安全設備

建築工事用養生シート 0007050530 ポリエステル製シート 幅１．８ｍ×長５．４ｍ×厚０．４ｍｍ ＪＩＳ１類 建築工事用シート　ポリエステル １．８×５．４ｍ×０．４ｍｍ 枚 182 ○ ○ 0007 安全設備

建築工事用養生シート 0007050540 ポリエステル製シート 幅３．６ｍ×長５．４ｍ×厚０．４ｍｍ ＪＩＳ１類 建築工事用シート　ポリエステル ３．６×５．４ｍ×０．４ｍｍ 枚 182 ○ ○ 0007 安全設備

建築工事用養生シート 0007050550 ポリエステル製シート 幅１．８ｍ×長３．６ｍ×厚０．３２ｍｍ ＪＩＳ２類 建築工事用シート　ポリエステル １．８×３．６ｍ×０．３２ｍｍ 枚 182 ○ ○ 0007 安全設備

建築工事用養生シート 0007050560 ポリエステル製シート 幅１．８ｍ×長５．１ｍ×厚０．３２ｍｍ ＪＩＳ２類 建築工事用シート　ポリエステル １．８×５．１ｍ×０．３２ｍｍ 枚 182 ○ ○ 0007 安全設備

建築工事用養生シート 0007050570 ポリエステル製シート 幅１．８ｍ×長５．４ｍ×厚０．３２ｍｍ ＪＩＳ２類 建築工事用シート　ポリエステル １．８×５．４ｍ×０．３２ｍｍ 枚 182 ○ ○ 0007 安全設備

建築工事用養生シート 0007050580 ポリエステル製シート 幅３．６ｍ×長５．４ｍ×厚０．３２ｍｍ ＪＩＳ２類 建築工事用シート　ポリエステル ３．６×５．４ｍ×０．３２ｍｍ 枚 182 ○ ○ 0007 安全設備

メッシュシート 0007040330 メッシュシート 引張強度１８０ｋｇｆ以上２００ｋｇｆ未満 幅１．８ｍ×長３．６ｍ ＪＩＳ１類・仮設工業会認定品 メッシュシート　２００ｋｇｆ １．８×３．６ｍ　ＪＩＳ１類 枚 182 ○ ○ 0007 安全設備

メッシュシート 0007040340 メッシュシート 引張強度１８０ｋｇｆ以上２００ｋｇｆ未満 幅１．８ｍ×長５．１ｍ ＪＩＳ１類・仮設工業会認定品 メッシュシート　２００ｋｇｆ １．８×５．１ｍ　ＪＩＳ１類 枚 182 ○ ○ 0007 安全設備

メッシュシート 0007040350 メッシュシート 引張強度１８０ｋｇｆ以上２００ｋｇｆ未満 幅１．８ｍ×長５．４ｍ ＪＩＳ１類・仮設工業会認定品 メッシュシート　２００ｋｇｆ １．８×５．４ｍ　ＪＩＳ１類 枚 182 ○ ○ 0007 安全設備

メッシュシート 0007040360 メッシュシート 引張強度２００ｋｇｆ以上２３０ｋｇｆ未満 幅１．８ｍ×長３．６ｍ ＪＩＳ１類・仮設工業会認定品 メッシュシート　２３０ｋｇｆ １．８×３．６ｍ　ＪＩＳ１類 枚 182 ○ ○ 0007 安全設備

メッシュシート 0007040370 メッシュシート 引張強度２００ｋｇｆ以上２３０ｋｇｆ未満 幅１．８ｍ×長５．１ｍ ＪＩＳ１類・仮設工業会認定品 メッシュシート　２３０ｋｇｆ １．８×５．１ｍ　ＪＩＳ１類 枚 182 ○ ○ 0007 安全設備

メッシュシート 0007040380 メッシュシート 引張強度２００ｋｇｆ以上２３０ｋｇｆ未満 幅１．８ｍ×長５．４ｍ ＪＩＳ１類・仮設工業会認定品 メッシュシート　２３０ｋｇｆ １．８×５．４ｍ　ＪＩＳ１類 枚 182 ○ ○ 0007 安全設備

ブルーシート 0007040230 ブルーシート（ポリエチレン製） ＃２０００　幅３．６ｍ×長５．４ｍ ２．０ｋｇ／枚 ブルーシート　＃２０００ ３．６×５．４ｍ　ポリエチレン 枚 182 ○ ○ 0007 安全設備

ブルーシート 0007040240 ブルーシート（ポリエチレン製） ＃３０００　幅３．６ｍ×長５．４ｍ ３．０ｋｇ／枚 ブルーシート　＃３０００ ３．６×５．４ｍ　ポリエチレン 枚 182 ○ ○ 0007 安全設備
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安全ネット 0007030070 水平安全ネット 目合１５ｍｍ 仮設工業会認定品 水平安全ネット 目合１５ｍｍ ｍ２ 182 ○ ○ 0007 安全設備

安全ネット 0007030090 水平安全ネット 目合１００ｍｍ 仮設工業会認定品 水平安全ネット 目合１００ｍｍ ｍ２ 182 ○ ○ 0007 安全設備

安全ネット 0007030110 水平安全ネット 目合１５ｍｍ（防炎タイプ） 仮設工業会認定品 水平安全ネット 目合１５ｍｍ　防炎タイプ ｍ２ 182 ○ ○ 0007 安全設備

安全ネット 0007031010 垂直養生ネット 目合１５ｍｍ 垂直養生ネット 目合１５ｍｍ ｍ２ 182 ○ ○ 0007 安全設備

安全ネット 0007031020 垂直養生ネット 目合１５ｍｍ（防炎タイプ） 垂直養生ネット 目合１５ｍｍ　防炎タイプ ｍ２ 182 ○ ○ 0007 安全設備

防じんネット―ブランド品― 0007070010 サカイ防塵ネット 幅２ｍ×長１０ｍ　ポリエチレン製 堺商事 サカイ防塵ネット Ｗ２×Ｌ１０ｍ　ポリエチレン製 ｍ２ 182 ○ ○ 0007 安全設備

防じんネット―ブランド品― 0007070020 サカイ防塵ネット 幅３ｍ×長１０ｍ　ポリエチレン製 堺商事 サカイ防塵ネット Ｗ３×Ｌ１０ｍ　ポリエチレン製 ｍ２ 182 ○ ○ 0007 安全設備

防じんネット―ブランド品― 0007071010 パイオラン防塵ネット 幅２ｍ×長１０ｍ　ポリエチレン製 ダイヤテックス パイオラン防塵ネット Ｗ２×Ｌ１０ｍ　ポリエチレン製 ｍ２ 182 ○ ○ 0007 安全設備

防じんネット―ブランド品― 0007071020 パイオラン防塵ネット 幅３ｍ×長１０ｍ　ポリエチレン製 ダイヤテックス パイオラン防塵ネット Ｗ３×Ｌ１０ｍ　ポリエチレン製 ｍ２ 182 ○ ○ 0007 安全設備

防じんネット―ブランド品― 0007070210 トスコ防砂ネット 幅２ｍ×長１０ｍ　ポリエチレン製 トスコ トスコ防砂ネット Ｗ２×Ｌ１０ｍ　ポリエチレン製 ｍ２ 182 ○ ○ 0007 安全設備

防じんネット―ブランド品― 0007070220 トスコ防砂ネット 幅３ｍ×長１０ｍ　ポリエチレン製 トスコ トスコ防砂ネット Ｗ３×Ｌ１０ｍ　ポリエチレン製 ｍ２ 182 ○ ○ 0007 安全設備

土のう 0013010022 ポリエチレン製土のう（ＰＥ） 幅４８ｃｍ×長６２ｃｍ ポリエチレン製土のう ４８×６２ｃｍ 枚 183 ○ ○ 0013 土のう

土のう 0013010028 ポリプロピレン製土のう（ＰＰ） 幅４８ｃｍ×長６２ｃｍ ポリプロピレン製土のう ４８×６２ｃｍ 枚 183 ○ ○ 0013 土のう

土のう 0013010030 ポリプロピレン製土のう（米袋土のう） 幅６０ｃｍ×長１００ｃｍ ポリプロピレン製土のう ６０×１００ｃｍ（米袋土のう） 枚 183 ○ ○ 0013 土のう

土のう 0013011540 麻袋土のう 幅４８ｃｍ×長６２ｃｍ 麻袋土のう ４８×６２ｃｍ 枚 183 ○ ○ 0013 土のう

土のう 0013010102 １ｔ土のう 丸型　φ１１０×高１０８ｃｍ 土のう　１ｔ土のう　丸型 径１１０×Ｈ１０８ｃｍ 枚 183 ○ ○ 0013 土のう

土のう 0013010104 １ｔ土のう 角型　幅８６×長８６×高１２０ｃｍ 土のう　１ｔ土のう　角型 Ｗ８６×Ｌ８６×Ｈ１２０ｃｍ 枚 183 ○ ○ 0013 土のう

耐候性大型土のう 0013019010 耐候性大型土のう（２．０ｔ用） φ１１０（丸型）×高１１０ｃｍ　短期仮設（１年）対応 耐候性大型土のう　２ｔ用 径１１０×Ｈ１１０ｃｍ　短期 枚 183 ○ ○ 0013 土のう
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耐候性大型土のう 0013019020 耐候性大型土のう（２．０ｔ用） φ１１０（丸型）×高１１０ｃｍ　長期仮設（３年）対応 耐候性大型土のう　２ｔ用 径１１０×Ｈ１１０ｃｍ　長期 枚 183 ○ ○ 0013 土のう

テント 0929010140 集会用テント １．０間×１．５間（側面長１．８ｍ×正面長２．７ｍ×軒高２．０ｍ） ポリエステル製 集会用テント １×１．５間　ポリエステル 張 183 ○ ○ 0929 テント

テント 0929010150 集会用テント １．５間×２．０間（側面長２．７ｍ×正面長３．６ｍ×軒高２．０ｍ） ポリエステル製 集会用テント １．５×２間　ポリエステル 張 183 ○ ○ 0929 テント

テント 0929010160 集会用テント ２．０間×３．０間（側面長３．６ｍ×正面長５．４ｍ×軒高２．０ｍ） ポリエステル製 集会用テント ２×３間　ポリエステル 張 183 ○ ○ 0929 テント

テント 0929010170 集会用テント ２．０間×４．０間（側面長３．６ｍ×正面長７．２ｍ×軒高２．０ｍ） ポリエステル製 集会用テント ２×４間　ポリエステル 張 183 ○ ○ 0929 テント

テント 0929010190 集会用テント ３．０間×４．０間（側面長５．４ｍ×正面長７．２ｍ×軒高２．０ｍ） ポリエステル製 集会用テント ３×４間　ポリエステル 張 183 ○ ○ 0929 テント

テント 0929010200 集会用テント ３．０間×５．０間（側面長５．４ｍ×正面長９．０ｍ×軒高２．０ｍ） ポリエステル製 集会用テント ３×５間　ポリエステル 張 183 ○ ○ 0929 テント

ポリエステル布風管 6943010010 ポリエステル布風管 リング型風管（防炎加工品） 口径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ×ピッチ１，０００ｍｍ ポリエステル布風管 リング型　径３００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010015 ポリエステル布風管 リング型風管（防炎加工品） 口径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ×ピッチ１，０００ｍｍ ポリエステル布風管 リング型　径４００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010020 ポリエステル布風管 リング型風管（防炎加工品） 口径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ×ピッチ１，０００ｍｍ ポリエステル布風管 リング型　径５００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010025 ポリエステル布風管 リング型風管（防炎加工品） 口径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ×ピッチ１，０００ｍｍ ポリエステル布風管 リング型　径６００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010030 ポリエステル布風管 リング型風管（防炎加工品） 口径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ×ピッチ１，０００ｍｍ ポリエステル布風管 リング型　径７００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010035 ポリエステル布風管 リング型風管（防炎加工品） 口径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ×ピッチ１，０００ｍｍ ポリエステル布風管 リング型　径８００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010040 ポリエステル布風管 リング型風管（防炎加工品） 口径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ×ピッチ１，０００ｍｍ ポリエステル布風管 リング型　径９００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010045
ポリエステル布風管 リング型風管（防炎加工品） 口径１，０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．４ｍｍ×ピッチ１，０００
ｍｍ

ポリエステル布風管 リング型　径１０００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010050 ポリエステル布風管 スパイラル型風管（防炎加工品） 口径３００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ×ピッチ１５０ｍｍ ポリエステル布風管 スパイラル型　径３００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010055 ポリエステル布風管 スパイラル型風管（防炎加工品） 口径４００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ×ピッチ１５０ｍｍ ポリエステル布風管 スパイラル型　径４００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010060 ポリエステル布風管 スパイラル型風管（防炎加工品） 口径５００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ×ピッチ１５０ｍｍ ポリエステル布風管 スパイラル型　径５００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管
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ポリエステル布風管 6943010065 ポリエステル布風管 スパイラル型風管（防炎加工品） 口径６００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ×ピッチ１５０ｍｍ ポリエステル布風管 スパイラル型　径６００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010070 ポリエステル布風管 スパイラル型風管（防炎加工品） 口径７００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ×ピッチ１５０ｍｍ ポリエステル布風管 スパイラル型　径７００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010125 ポリエステル布風管 スパイラル型風管（防炎加工品） 口径８００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ×ピッチ１５０ｍｍ ポリエステル布風管 スパイラル型　径８００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010130 ポリエステル布風管 スパイラル型風管（防炎加工品） 口径９００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ×ピッチ１５０ｍｍ ポリエステル布風管 スパイラル型　径９００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010135
ポリエステル布風管 スパイラル型風管（防炎加工品） 口径１，０００ｍｍ×長５ｍ×厚０．５ｍｍ×ピッチ１５０ｍ
ｍ

ポリエステル布風管 スパイラル型　径１０００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010140 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径３００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010145 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径４００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010150 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径５００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010155 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径６００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010075 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径７００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010080 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径８００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010085 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径９００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010090 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径１０００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010095 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，１００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径１１００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010100 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，２００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径１２００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010105 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，３００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径１３００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010110 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，４００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径１４００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010115 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，５００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径１５００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管
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ポリエステル布風管 6943010120 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，６００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径１６００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010160 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，７００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径１７００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010165 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，８００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径１８００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010170 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径１，９００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径１９００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943010175 ポリエステル布風管 ファスナー型風管（防炎加工品） 口径２，０００ｍｍ×長１０ｍ×厚０．５ｍｍ ポリエステル布風管 ファスナー型　径２０００ｍｍ 本 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943020005 ポリエステル布風管 風管吊金具 口開け　７ｍｍ（通称ナスカン） 風管付属品　ナスカン 風管吊金具　口開け７ｍｍ 個 184 ○ ○ 6943 風管

ポリエステル布風管 6943020010 ポリエステル布風管 風管吊金具 口開け　１０ｍｍ（通称ナスカン） 風管付属品　ナスカン 風管吊金具　口開け１０ｍｍ 個 184 ○ ○ 6943 風管

アルミ製はしご―ブランド品― 6911010305 二連伸縮はしご ＧＸ６０Ｄ 長３．８９～６．０６ｍ １６．３ｋｇ／台 アルインコ アルミ製二連伸縮はしご ＧＸ６０Ｄ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911010310 二連伸縮はしご ＧＸ７０Ｄ 長４．２２～７．０５ｍ １８．７ｋｇ／台 アルインコ アルミ製二連伸縮はしご ＧＸ７０Ｄ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911010315 二連伸縮はしご ＧＸ８０Ｄ 長４．８８～８．０４ｍ ２０．８ｋｇ／台 アルインコ アルミ製二連伸縮はしご ＧＸ８０Ｄ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911010320 二連伸縮はしご ＧＸ９０Ｄ 長５．２１～９．００ｍ ２２．５ｋｇ／台 アルインコ アルミ製二連伸縮はしご ＧＸ９０Ｄ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911010325 二連伸縮はしご ＧＸ１００Ｄ 長５．８７～１０．００ｍ ２４．７ｋｇ／台 アルインコ アルミ製二連伸縮はしご ＧＸ１００Ｄ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911011055 二連伸縮はしご ＨＡ２　２．０－６４ 長３．８２～６．５０ｍ １５．７ｋｇ／台 長谷川工業 アルミ製二連伸縮はしご ＨＡ２　２．０－６４ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911011060 二連伸縮はしご ＨＡ２　２．０－７２ 長４．１５～７．１７ｍ １６．７ｋｇ／台 長谷川工業 アルミ製二連伸縮はしご ＨＡ２　２．０－７２ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911011065 二連伸縮はしご ＨＡ２　２．０－８１ 長４．８２～８．１７ｍ １９．０ｋｇ／台 長谷川工業 アルミ製二連伸縮はしご ＨＡ２　２．０－８１ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911011105 脚立兼用はしご ＲＡＸ２．０－１２ 長２．３３ｍ ５．４ｋｇ／台 長谷川工業 アルミ製脚立兼用はしご ＲＡＸ２．０－１２ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911011110 脚立兼用はしご ＲＡＸ２．０－１５ 長２．９４ｍ ６．４ｋｇ／台 長谷川工業 アルミ製脚立兼用はしご ＲＡＸ２．０－１５ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911011115 脚立兼用はしご ＲＡＸ２．０－１８ 長３．５６ｍ ８．１ｋｇ／台 長谷川工業 アルミ製脚立兼用はしご ＲＡＸ２．０－１８ 台 184 ○ ○ 6911 はしご
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アルミ製はしご―ブランド品― 6911011120 脚立兼用はしご ＲＡＸ２．０－２１ 長４．１８ｍ １０．０ｋｇ／台 長谷川工業 アルミ製脚立兼用はしご ＲＡＸ２．０－２１ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911011305 二連伸縮はしご ２ＡＬＦ－５２ 長３．２～５．２４ｍ １４．８ｋｇ／台 ピカコーポレイション アルミ製二連伸縮はしご ２ＡＬＦ－５２ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911011355 二連伸縮はしご ２ＡＬＦ－６６ 長３．８８～６．６０ｍ １７．４ｋｇ／台 ピカコーポレイション アルミ製二連伸縮はしご ２ＡＬＦ－６６ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911011310 二連伸縮はしご ２ＡＬＦ－７２ 長４．２２～７．２８ｍ １９．２ｋｇ／台 ピカコーポレイション アルミ製二連伸縮はしご ２ＡＬＦ－７２ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911011315 二連伸縮はしご ２ＡＬＦ－９３ 長５．２４～９．３２ｍ ２７．９ｋｇ／台 ピカコーポレイション アルミ製二連伸縮はしご ２ＡＬＦ－９３ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911011320 三連伸縮はしご ３ＡＬＦ－６７ 長３．２２～６．６２ｍ ２２．１ｋｇ／台 ピカコーポレイション アルミ製三連伸縮はしご ３ＡＬＦ－６７ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911011330 三連伸縮はしご ３ＡＬＦ－１１０ 長４．５８～１０．７０ｍ ４１．７ｋｇ／台 ピカコーポレイション アルミ製三連伸縮はしご ３ＡＬＦ－１１０ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911011360 三連伸縮はしご ３ＡＬＦ－１５０ 長５．９４～１４．１０ｍ ５３．２ｋｇ／台 ピカコーポレイション アルミ製三連伸縮はしご ３ＡＬＦ－１５０ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911011385 脚立兼用はしご ＰＲＯ－１２０Ｂ 長２．３７ｍ ５．７ｋｇ／台 ピカコーポレイション アルミ製はしご ＰＲＯ－１２０Ｂ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

アルミ製はしご―ブランド品― 6911011390 脚立兼用はしご ＰＲＯ－１５０Ｂ 長２．９８ｍ ６．８ｋｇ／台 ピカコーポレイション アルミ製はしご ＰＲＯ－１５０Ｂ 台 184 ○ ○ 6911 はしご

覆工板―ブランド品― 0009013030
ジェコスデッキ ＫＬＤ２ 落込み式　Ｔ－２５ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚２００ｍｍ ４３０ｋｇ／枚
ジェコス

覆工板　ジェコスデッキ ＫＬＤ２落込　２０００×２００ ｍ２ 185 ○ ○ 0009 舗床板

覆工板―ブランド品― 0009013040
ジェコスデッキ ＫＬＤ３ 落込み式　Ｔ－２５ 幅１，０００ｍｍ 長３，０００ｍｍ 厚２００ｍｍ ６４０ｋｇ／枚
ジェコス

覆工板　ジェコスデッキ ＫＬＤ３落込　３０００×２００ ｍ２ 185 ○ ○ 0009 舗床板

覆工板―ブランド品― 0009013050
ジェコスデッキ ＫＬＤ２ 締結式　Ｔ－２５ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚２００ｍｍ ４３０ｋｇ／枚 ジェ
コス

覆工板　ジェコスデッキ ＫＬＤ２締結　２０００×２００ ｍ２ 185 ○ ○ 0009 舗床板

覆工板―ブランド品― 0009013060
ジェコスデッキ ＫＬＤ３ 締結式　Ｔ－２５ 幅１，０００ｍｍ 長３，０００ｍｍ 厚２００ｍｍ ６４０ｋｇ／枚 ジェ
コス

覆工板　ジェコスデッキ ＫＬＤ３締結　３０００×２００ ｍ２ 185 ○ ○ 0009 舗床板

覆工板―ブランド品― 0009012512 メトロデッキ 落込み式 Ｔ－２５ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚２０８ｍｍ ４２４ｋｇ／枚 日本製鉄 覆工板　メトロデッキ　落込式 ２０００×２０８ｍｍ ｍ２ 185 ○ ○ 0009 舗床板

覆工板―ブランド品― 0009012517 メトロデッキ 落込み式 Ｔ－２５ 幅１，０００ｍｍ 長３，０００ｍｍ 厚２０８ｍｍ ６２４ｋｇ／枚 日本製鉄 覆工板　メトロデッキ　落込式 ３０００×２０８ｍｍ ｍ２ 185 ○ ○ 0009 舗床板

覆工板―ブランド品― 0009012532 メトロデッキ 締結式 Ｔ－２５ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚２０８ｍｍ ４３０ｋｇ／枚 日本製鉄 覆工板　メトロデッキ　締結式 ２０００×２０８ｍｍ ｍ２ 185 ○ ○ 0009 舗床板

覆工板―ブランド品― 0009012537 メトロデッキ 締結式 Ｔ－２５ 幅１，０００ｍｍ 長３，０００ｍｍ 厚２０８ｍｍ ６３０ｋｇ／枚 日本製鉄 覆工板　メトロデッキ　締結式 ３０００×２０８ｍｍ ｍ２ 185 ○ ○ 0009 舗床板

332 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

覆工板―ブランド品― 0009010510 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚１００ｍｍ ６４ｋｇ／枚 宮地鋼機 覆工板　軽量覆工板 ＳＤ２３型 ｍ２ 185 ○ ○ 0009 舗床板

覆工板―ブランド品― 0009010530 軽量覆工板 ＳＤ２４型 幅４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚１００ｍｍ ８６ｋｇ／枚 宮地鋼機 覆工板　軽量覆工板 ＳＤ２４型 ｍ２ 185 ○ ○ 0009 舗床板

覆工板―ブランド品― 0009010540 軽量覆工板 ＳＤ２５型 幅５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚１００ｍｍ １０７ｋｇ／枚 宮地鋼機 覆工板　軽量覆工板 ＳＤ２５型 ｍ２ 185 ○ ○ 0009 舗床板

覆工板―ブランド品― 0009010520 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ 長３，０００ｍｍ 厚１００ｍｍ ９６ｋｇ／枚 宮地鋼機 覆工板　軽量覆工板 ＳＤ３３型 ｍ２ 185 ○ ○ 0009 舗床板

覆工板―ブランド品― 0009010550 軽量覆工板 ＭＤ２３型 （表面コーティング） 幅３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚１００ｍｍ ６４ｋｇ／枚 宮地鋼機 覆工板　軽量覆工板 ＭＤ２３型 ｍ２ 185 ○ ○ 0009 舗床板

覆工板―ブランド品― 0009010560 軽量覆工板 ＭＤ２４型 （表面コーティング） 幅４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚１００ｍｍ ８６ｋｇ／枚 宮地鋼機 覆工板　軽量覆工板 ＭＤ２４型 ｍ２ 185 ○ ○ 0009 舗床板

覆工板―ブランド品― 0009010570
軽量覆工板 ＭＤ２５型 （表面コーティング） 幅５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 厚１００ｍｍ １０７ｋｇ／枚 宮地鋼
機

覆工板　軽量覆工板 ＭＤ２５型 ｍ２ 185 ○ ○ 0009 舗床板

覆工板―ブランド品― 0009010580 軽量覆工板 ＭＤ３３型 （表面コーティング） 幅３００ｍｍ 長３，０００ｍｍ 厚１００ｍｍ ９６ｋｇ／枚 宮地鋼機 覆工板　軽量覆工板 ＭＤ３３型 ｍ２ 185 ○ ○ 0009 舗床板

仮設用マット―ブランド品― 0009021010 ミヤマット １．２型 幅５００ｍｍ 長１，２００ｍｍ 厚５０ｍｍ ５０ｋｇ／枚 宮地鋼機 仮設用マット ミヤマット　１．２型 枚 185 ○ ○ 0009 舗床板

仮設用マット―ブランド品― 0009021020 ミヤマット １．５型 幅５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 厚５０ｍｍ ６１ｋｇ／枚 宮地鋼機 仮設用マット ミヤマット　１．５型 枚 185 ○ ○ 0009 舗床板

仮設用マット―ブランド品― 0009021030 ミヤマット ３．５型 幅３００ｍｍ 長３，５００ｍｍ 厚１００ｍｍ １１０ｋｇ／枚 宮地鋼機 仮設用マット ミヤマット　３．５型 枚 185 ○ ○ 0009 舗床板

仮設用マット―ブランド品― 0009021040 ミヤマット ４．０型 幅３００ｍｍ 長４，０００ｍｍ 厚１００ｍｍ １２５ｋｇ／枚 宮地鋼機 仮設用マット ミヤマット　４．０型 枚 185 ○ ○ 0009 舗床板

仮設用マット―ブランド品― 0009022010 エコマット（樹脂製） ＥＭ－１ 幅６６０ｍｍ 長６６０ｍｍ 厚４０ｍｍ 中央電工 仮設用マット エコマット　ＥＭ－１ 枚 185 ○ ○ 0009 舗床板

仮設用マット―ブランド品― 0009022020 エコスロープ・Ｕ型（樹脂製） ＥＳ－Ｕ 幅６００ｍｍ 長１６７ｍｍ 厚４０ｍｍ （上部用） 中央電工 仮設用マット エコスロープ・Ｕ型（上部用） 枚 185 ○ ○ 0009 舗床板

仮設用マット―ブランド品― 0009022030 エコスロープ・Ｄ型（樹脂製） ＥＳ－Ｄ 幅６００ｍｍ 長１６７ｍｍ 厚４０ｍｍ （下部用） 中央電工 仮設用マット エコスロープ・Ｄ型（下部用） 枚 185 ○ ○ 0009 舗床板

ユニットハウス【公表価格】 6913011268
ユニットハウス ＦＬＥＸ－α３０ 幅２，３１０ｍｍ 長５，５２０ｍｍ 高２，７１０ｍｍ システムハウスアールアン
ドシー

ユニットハウス ＦＬＥＸ－α３０ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913011270
ユニットハウス ＦＬＥＸ－α４０ 幅２，３１０ｍｍ 長７，３４０ｍｍ 高２，７１０ｍｍ システムハウスアールアン
ドシー

ユニットハウス ＦＬＥＸ－α４０ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913010442 スーパーハウス ＳＨ－Ｈ１型 幅１，８５０ｍｍ 長１，８５０ｍｍ 高２，６０３ｍｍ ナガワ ユニットハウス スーパーハウス　ＳＨ－Ｈ１型 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス
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ユニットハウス【公表価格】 6913010444 スーパーハウス ＳＨ－Ｈ２型 幅１，８５０ｍｍ 長３，６５０ｍｍ 高２，６０３ｍｍ ナガワ ユニットハウス スーパーハウス　ＳＨ－Ｈ２型 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913010446 スーパーハウス ＳＨ－Ｈ３型 幅２，３００ｍｍ 長４，５５０ｍｍ 高２，６０３ｍｍ ナガワ ユニットハウス スーパーハウス　ＳＨ－Ｈ３型 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913010448 スーパーハウス ＳＨ－Ｈ４型 幅２，３００ｍｍ 長５，４５０ｍｍ 高２，６０３ｍｍ ナガワ ユニットハウス スーパーハウス　ＳＨ－Ｈ４型 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913010450 スーパーハウス ＳＨ－Ｈ６型 幅２，３００ｍｍ 長７，２５０ｍｍ 高２，６０３ｍｍ ナガワ ユニットハウス スーパーハウス　ＳＨ－Ｈ６型 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913010452 スーパーハウス ＳＴ－Ｈ１型 幅１，８５０ｍｍ 長１，８５０ｍｍ 高２，６０３ｍｍ ナガワ ユニットハウス スーパーハウス　ＳＴ－Ｈ１型 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913010454 スーパーハウス ＳＴ－Ｈ２型 幅１，８５０ｍｍ 長３，６５０ｍｍ 高２，６０３ｍｍ ナガワ ユニットハウス スーパーハウス　ＳＴ－Ｈ２型 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913010456 スーパーハウス ＳＨ－ＨＰ５６型Ａ（連棟型） 幅２，３３０ｍｍ 長５，６００ｍｍ 高２，６９７ｍｍ ナガワ ユニットハウス スーパーハウスＳＨ－ＨＰ５６Ａ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913010458 スーパーハウス ＳＨ－ＨＰ５６型Ｂ（連棟型） 幅２，３３０ｍｍ 長５，６００ｍｍ 高２，６９７ｍｍ ナガワ ユニットハウス スーパーハウスＳＨ－ＨＰ５６Ｂ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913010460 スーパーハウス ＳＨ－ＨＰ５６型Ｃ（連棟型） 幅２，３３０ｍｍ 長５，６００ｍｍ 高２，６９７ｍｍ ナガワ ユニットハウス スーパーハウスＳＨ－ＨＰ５６Ｃ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913011448 日成ユニットハウス プレスト２３型 幅２，１５０ｍｍ 長３，７９０ｍｍ 高２，２６６ｍｍ 日成ビルド工業 日成ユニットハウス プレスト２３型 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913011450 日成ユニットハウス プレスト２９型 幅２，１５０ｍｍ 長４，７００ｍｍ 高２，２６６ｍｍ 日成ビルド工業 日成ユニットハウス プレスト２９型 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913011452 日成ユニットハウス プレスト３５型 幅２，１５０ｍｍ 長５，６１０ｍｍ 高２，２６６ｍｍ 日成ビルド工業 日成ユニットハウス プレスト３５型 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913011460 日成ユニットハウス ユニティ２．０Ｋ 幅２，１５０ｍｍ 長３，８６２ｍｍ 高２，６６０ｍｍ 日成ビルド工業 日成ユニットハウス ユニティ２Ｋ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913011462 日成ユニットハウス ユニティ３．０Ｋ 幅２，１５０ｍｍ 長５，６８２ｍｍ 高２，６６０ｍｍ 日成ビルド工業 日成ユニットハウス ユニティ３Ｋ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913011464 日成ユニットハウス ユニティ４．０Ｋ 幅２，１５０ｍｍ 長７，５０２ｍｍ 高２，６６０ｍｍ 日成ビルド工業 日成ユニットハウス ユニティ４Ｋ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913011466 日成ユニットハウス ユニティ５．０Ｋ 幅２，１５０ｍｍ 長９，４７２ｍｍ 高２，６６０ｍｍ 日成ビルド工業 日成ユニットハウス ユニティ５Ｋ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913011468 日成ユニットハウス クオリティ２．５Ｋ 幅２，０７５ｍｍ 長４，６２５ｍｍ 高２，６０５ｍｍ 日成ビルド工業 日成ユニットハウス クオリティ２．５Ｋ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913011470 日成ユニットハウス クオリティ３．０Ｋ 幅２，０７５ｍｍ 長５，５３５ｍｍ 高２，６０５ｍｍ 日成ビルド工業 日成ユニットハウス クオリティ３Ｋ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス
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ユニットハウス【公表価格】 6913011472 日成ユニットハウス クオリティ３．５Ｋ 幅２，０７５ｍｍ 長６，４４５ｍｍ 高２，６０５ｍｍ 日成ビルド工業 日成ユニットハウス クオリティ３．５Ｋ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913011474 日成ユニットハウス クオリティ４．０Ｋ 幅２，０７５ｍｍ 長７，３５５ｍｍ 高２，６０５ｍｍ 日成ビルド工業 日成ユニットハウス クオリティ４Ｋ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913011476 日成ユニットハウス クオリティ４．５Ｋ 幅２，０７５ｍｍ 長８，２６５ｍｍ 高２，６０５ｍｍ 日成ビルド工業 日成ユニットハウス クオリティ４．５Ｋ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913011478 日成ユニットハウス クオリティ５．０Ｋ 幅２，０７５ｍｍ 長９，１７５ｍｍ 高２，６０５ｍｍ 日成ビルド工業 日成ユニットハウス クオリティ５Ｋ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913013028 コンテナハウス ＣＡＫ２８Ａ 幅２，３５０ｍｍ 長３，９２０ｍｍ 高２，７００ｍｍ 富士クオリティハウス ユニットハウス コンテナハウス　ＣＡＫ２８Ａ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913013036 コンテナハウス ＣＡＫ３４Ａ 幅２，３５０ｍｍ 長４，７８０ｍｍ 高２，７００ｍｍ 富士クオリティハウス ユニットハウス コンテナハウス　ＣＡＫ３４Ａ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913013026 コンテナハウス ＣＡＫ４０Ａ 幅２，３５０ｍｍ 長５，７２０ｍｍ 高２，７００ｍｍ 富士クオリティハウス ユニットハウス コンテナハウス　ＣＡＫ４０Ａ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913013024 コンテナハウス ＣＡＫ５３Ａ 幅２，３５０ｍｍ 長７，５２０ｍｍ 高２，７００ｍｍ 富士クオリティハウス ユニットハウス コンテナハウス　ＣＡＫ５３Ａ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913013038 コンテナハウス ＣＡＶ４０Ａ 幅２，３５０ｍｍ 長５，７２０ｍｍ 高２，７００ｍｍ 富士クオリティハウス ユニットハウス コンテナハウス　ＣＡＶ４０Ａ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

ユニットハウス【公表価格】 6913013040 コンテナハウス ＣＡＶ５３Ａ 幅２，３５０ｍｍ 長７，５２０ｍｍ 高２，７００ｍｍ 富士クオリティハウス ユニットハウス コンテナハウス　ＣＡＶ５３Ａ 棟 186 ○ ○ 6913 ユニットハウス

テント倉庫【公表価格】 6915010432 キャンバスハウス １０－２５ 幅１０，０００ｍｍ 長２５，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 京浜テック キャンバスハウス １０－２５ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915010435 キャンバスハウス １３－３０ 幅１３，０００ｍｍ 長３０，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 京浜テック キャンバスハウス １３－３０ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915010440 キャンバスハウス １５－３０ 幅１５，０００ｍｍ 長３０，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 京浜テック キャンバスハウス １５－３０ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915010445 キャンバスハウス ２０－４０ 幅２０，０００ｍｍ 長４０，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 京浜テック キャンバスハウス ２０－４０ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915011045 フレックスハウス 固定式　ＦＩＸ－Ｋ－８－２４ 幅８，０００ｍｍ 長２４，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 太陽工業 フレックスハウス ＦＩＸ－Ｋ－８－２４ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915011050
フレックスハウス 固定式　ＦＩＸ－Ｋ－１０－３０ 幅１０，０００ｍｍ 長３０，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 太陽
工業

フレックスハウス ＦＩＸ－Ｋ－１０－３０ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915011055
フレックスハウス 固定式　ＦＩＸ－Ｋ－１２－４０ 幅１２，０００ｍｍ 長４０，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 太陽
工業

フレックスハウス ＦＩＸ－Ｋ－１２－４０ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915011060
フレックスハウス 固定式　ＦＩＸ－Ｋ－１５－３０ 幅１５，０００ｍｍ 長３０，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 太陽
工業

フレックスハウス ＦＩＸ－Ｋ－１５－３０ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫
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テント倉庫【公表価格】 6915011065
フレックスハウス 固定式　ＦＩＸ－Ｋ－１８－４６ 幅１８，０００ｍｍ 長４６，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 太陽
工業

フレックスハウス ＦＩＸ－Ｋ－１８－４６ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915011070
フレックスハウス 固定式　ＦＩＸ－Ｋ－２０－４８ 幅２０，０００ｍｍ 長４８，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 太陽
工業

フレックスハウス ＦＩＸ－Ｋ－２０－４８ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915011075
フレックスハウス 固定式　ＦＩＸ－Ｋ－２５－３８ 幅２５，０００ｍｍ 長３８，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 太陽
工業

フレックスハウス ＦＩＸ－Ｋ－２５－３８ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915011080
フレックスハウス 固定式　ＦＩＸ－Ｋ－３０－３２ 幅３０，０００ｍｍ 長３２，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 太陽
工業

フレックスハウス ＦＩＸ－Ｋ－３０－３２ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915011085 フレックスハウス 伸縮式　ＪＨ－８－１５ 幅８，０００ｍｍ 長１５，０００ｍｍ 高４，０００ｍｍ 太陽工業 フレックスハウス ＪＨ－８－１５ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915011090 フレックスハウス 伸縮式　ＪＨ－１２－４８ 幅１２，０００ｍｍ 長４８，０００ｍｍ 高４，０００ｍｍ 太陽工業 フレックスハウス ＪＨ－１２－４８ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915010870 シートハウス Ｐ２－８ 幅８，０００ｍｍ 長２０，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 高島 シートハウス Ｐ２－８ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915010880 シートハウス Ｐ２－１０ 幅１０，０００ｍｍ 長３０，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 高島 シートハウス Ｐ２－１０ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915010890 シートハウス Ｐ２－１２ 幅１２，０００ｍｍ 長３０，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 高島 シートハウス Ｐ２－１２ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915010900 シートハウス Ｐ２－１５ 幅１５，０００ｍｍ 長３２，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 高島 シートハウス Ｐ２－１５ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915010910 シートハウス Ｐ２－１８ 幅１８，０００ｍｍ 長４０，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 高島 シートハウス Ｐ２－１８ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915010920 シートハウス Ｐ２－２０ 幅２０，０００ｍｍ 長４０，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 高島 シートハウス Ｐ２－２０ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915010930 シートハウス Ｐ２－２５ 幅２５，０００ｍｍ 長３６，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 高島 シートハウス Ｐ２－２５ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

テント倉庫【公表価格】 6915010940 シートハウス Ｐ２－３０ 幅３０，０００ｍｍ 長３０，０００ｍｍ 高５，０００ｍｍ 高島 シートハウス Ｐ２－３０ 棟 187 ○ ○ 6915 シート倉庫

簡易物置【公表価格】 6919011582 イナバ物置 ＦＳ－１８０９Ｓ ０．５２坪／棟 稲葉製作所 簡易物置　イナバ物置 ＦＳ－１８０９Ｓ　０．５２坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919011584 イナバ物置 ＦＳ－１８１４Ｓ ０．７４坪／棟 稲葉製作所 簡易物置　イナバ物置 ＦＳ－１８１４Ｓ　０．７４坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919011586 イナバ物置 ＦＳ－２２１４Ｓ ０．９２坪／棟 稲葉製作所 簡易物置　イナバ物置 ＦＳ－２２１４Ｓ　０．９２坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919011588 イナバ物置 ＦＳ－１４２６Ｓ １．０９坪／棟 稲葉製作所 簡易物置　イナバ物置 ＦＳ－１４２６Ｓ　１．０９坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置
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簡易物置【公表価格】 6919011590 イナバ物置 ＦＳ－２６１８Ｓ １．４３坪／棟 稲葉製作所 簡易物置　イナバ物置 ＦＳ－２６１８Ｓ　１．４３坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919011592 イナバ物置 ＦＳ－３０１８Ｓ １．６５坪／棟 稲葉製作所 簡易物置　イナバ物置 ＦＳ－３０１８Ｓ　１．６５坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919012122 ガーデンハウス ＤＭ－Ｚ１３２５型 １．０１坪／棟 ダイケン 簡易物置　ガーデンハウス ＤＭ－Ｚ１３２５型　１．０１坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919012124 ガーデンハウス ＤＭ－Ｚ１７１３型 ０．６９坪／棟 ダイケン 簡易物置　ガーデンハウス ＤＭ－Ｚ１７１３型　０．６９坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919012126 ガーデンハウス ＤＭ－Ｚ２１１３型 ０．８５坪／棟 ダイケン 簡易物置　ガーデンハウス ＤＭ－Ｚ２１１３型　０．８５坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919012128 ガーデンハウス ＤＭ－Ｚ２１１５型 ０．９８坪／棟 ダイケン 簡易物置　ガーデンハウス ＤＭ－Ｚ２１１５型　０．９８坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919012130 ガーデンハウス ＤＭ－Ｚ２１１７型 １．１１坪／棟 ダイケン 簡易物置　ガーデンハウス ＤＭ－Ｚ２１１７型　１．１１坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919012132 ガーデンハウス ＤＭ－Ｚ２９１７型 １．５３坪／棟 ダイケン 簡易物置　ガーデンハウス ＤＭ－Ｚ２９１７型　１．５３坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919012134 ガーデンハウス ＤＭ－Ｚ２９２１型 １．８８坪／棟 ダイケン 簡易物置　ガーデンハウス ＤＭ－Ｚ２９２１型　１．８８坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919011160 Ｍｒ．トールマン ＪＮ－２２１５ 約１．０６坪／棟 田窪工業所 簡易物置　Ｍｒ．トールマン ＪＮ－２２１５　約１．０６坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919011165 Ｍｒ．トールマン ＪＮ－２２１９ 約１．２８坪／棟 田窪工業所 簡易物置　Ｍｒ．トールマン ＪＮ－２２１９　約１．２８坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919011170 Ｍｒ．トールマン ＪＮ－２５２２ 約１．７６坪／棟 田窪工業所 簡易物置　Ｍｒ．トールマン ＪＮ－２５２２　約１．７６坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919011175 Ｍｒ．トールマン ＪＮ－２９２２ 約２．０１坪／棟 田窪工業所 簡易物置　Ｍｒ．トールマン ＪＮ－２９２２　約２．０１坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919011140 Ｍｒ．ストックマン ＮＤ－２２１５ 約１．０６坪／棟 田窪工業所 簡易物置　Ｍｒ．ストックマン ＮＤ－２２１５　約１．０６坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919011145 Ｍｒ．ストックマン ＮＤ－２２１９ 約１．２８坪／棟 田窪工業所 簡易物置　Ｍｒ．ストックマン ＮＤ－２２１９　約１．２８坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919011150 Ｍｒ．ストックマン ＮＤ－２５２２ 約１．７６坪／棟 田窪工業所 簡易物置　Ｍｒ．ストックマン ＮＤ－２５２２　約１．７６坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919011155 Ｍｒ．ストックマン ＮＤ－２９２２ 約２．０１坪／棟 田窪工業所 簡易物置　Ｍｒ．ストックマン ＮＤ－２９２２　約２．０１坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919012590 ヨド物置 ＥＳＥ－１６０５Ｙ型 ０．２６坪／棟 淀川製鋼所 簡易物置　ヨド物置 ＥＳＥ－１６０５Ｙ型０．２６坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置
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簡易物置【公表価格】 6919012595 ヨド物置 ＥＳＥ－１２０７Ａ型 ０．２７坪／棟 淀川製鋼所 簡易物置　ヨド物置 ＥＳＥ－１２０７Ａ型０．２７坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

簡易物置【公表価格】 6919012600 ヨド物置 ＥＳＥ－１８０７Ａ型 ０．４１坪／棟 淀川製鋼所 簡易物置　ヨド物置 ＥＳＥ－１８０７Ａ型０．４１坪 棟 188 ○ ○ 6919 物置

仮設トイレ―ブランド品― 0001033922 ＴＵ－ｉＸシリーズ ＴＵ－ｉＸＦ４Ｗ 幅８４５ｍｍ 長１，５５５ｍｍ 高２，４７０ｍｍ ハマネツ 仮設トイレ　ＴＵ－ｉＸシリーズ ＴＵ－ｉＸＦ４Ｗ 棟 189 ○ ○ 0001 仮設建物

仮設トイレ―ブランド品― 0001033924 ＴＵ－ｉＸシリーズ ＴＵ－ｉＸＷＨ 幅８４５ｍｍ 長１，１５１ｍｍ 高２，１１０ｍｍ ハマネツ 仮設トイレ　ＴＵ－ｉＸシリーズ ＴＵ－ｉＸＷＨ 棟 189 ○ ○ 0001 仮設建物

仮設トイレ―ブランド品― 0001033926 ＴＵ－ｉＸシリーズ ＴＵ－ｉＸＳＨ 幅８４５ｍｍ 長１，１５１ｍｍ 高２，１１０ｍｍ ハマネツ 仮設トイレ　ＴＵ－ｉＸシリーズ ＴＵ－ｉＸＳＨ 棟 189 ○ ○ 0001 仮設建物

仮設トイレ―ブランド品― 0001033920 ＴＵ－Ｌシリーズ ＴＵ－Ｌ３Ｆ４Ｗ 幅１，４７０ｍｍ 長１，１６０ｍｍ 高１，７８３ｍｍ ハマネツ 仮設トイレ　ＴＵ－Ｌシリーズ ＴＵ－Ｌ３Ｆ４Ｗ 棟 189 ○ ○ 0001 仮設建物

仮設トイレ―ブランド品― 0001031540
移動トイレ（ムーブレット） ＭＬ－２２（大２，小２） 幅２，０００ｍｍ 長２，５００ｍｍ 高２，７６０ｍｍ リバ
ストン

仮設トイレ　移動トイレ ムーブレット　ＭＬ－２２ 棟 189 ○ ○ 0001 仮設建物

仮設トイレ―ブランド品― 0001031550
移動トイレ（ムーブレット） ＭＴ－２２（大２，小２） 幅２，０００ｍｍ 長２，５００ｍｍ 高２，７６０ｍｍ リバ
ストン

仮設トイレ　移動トイレ ムーブレット　ＭＴ－２２ 棟 189 ○ ○ 0001 仮設建物

仮設トイレ―ブランド品― 0001031572
移動トイレ（ムーブレット） ＭＷ－２２（大２，小２） 幅２，０００ｍｍ 長２，５００ｍｍ 高２，７６０ｍｍ リバ
ストン

仮設トイレ　移動トイレ ムーブレット　ＭＷ－２２ 棟 189 ○ ○ 0001 仮設建物

仮設トイレ―ブランド品― 0001031582
移動トイレ（ムーブレット） ＭＹ－２２（洋大２，小２） 幅２，０００ｍｍ 長２，５００ｍｍ 高２，７６０ｍｍ リ
バストン

仮設トイレ　移動トイレ ムーブレット　ＭＹ－２２ 棟 189 ○ ○ 0001 仮設建物

仮設トイレ―ブランド品― 0001031578
移動トイレ（ムーブレット） ＭＳＷ－１２０（車イス１，兼用２） 幅２，０００ｍｍ 長２，８５０ｍｍ 高２，７７
０ｍｍ リバストン

仮設トイレ　移動トイレ ムーブレット　ＭＳＷ－１２０ 棟 189 ○ ○ 0001 仮設建物

仮設トイレ―ブランド品― 0001031574
移動トイレ（ムーブレットツイン） ＬＬ－２（兼用２） 幅１，６７５ｍｍ 長２，０５０ｍｍ 高２，７３０ｍｍ リバ
ストン

仮設トイレ　移動トイレ ムーブレットツイン　ＬＬ－２ 式 189 ○ ○ 0001 仮設建物

仮設トイレ―ブランド品― 0001031576
移動トイレ（ムーブレットツイン） ＬＴ－２（兼用２） 幅１，６７５ｍｍ 長２，０５０ｍｍ 高２，７３０ｍｍ リバ
ストン

仮設トイレ　移動トイレ ムーブレットツイン　ＬＴ－２ 式 189 ○ ○ 0001 仮設建物

仮設トイレ―ブランド品― 0001031580
移動トイレ（ムーブレットツイン） ＬＷ－２（兼用２） 幅１，６７５ｍｍ 長２，０５０ｍｍ 高２，７３０ｍｍ リバ
ストン

仮設トイレ　移動トイレ ムーブレットツイン　ＬＷ－２ 式 189 ○ ○ 0001 仮設建物

本設式トイレ―ブランド品― 6913021005 サイコロトイレ単体 塗装仕上 幅２，２２７ｍｍ 長２，２２７ｍｍ 高２，３４０ｍｍ Ｈ．Ｏ．Ｃ サイコロトイレ単体 塗装仕上 棟 189 ○ ○ 6913 ユニットハウス

本設式トイレ―ブランド品― 6913021010 サイコロトイレ２連 塗装仕上 幅４，４６４ｍｍ 長２，２２７ｍｍ 高２，３４０ｍｍ Ｈ．Ｏ．Ｃ サイコロトイレ２連 塗装仕上 棟 189 ○ ○ 6913 ユニットハウス

本設式トイレ―ブランド品― 6913021015 サイコロトイレ３連 塗装仕上 幅６，７０１ｍｍ 長２，２２７ｍｍ 高２，３４０ｍｍ Ｈ．Ｏ．Ｃ サイコロトイレ３連 塗装仕上 棟 189 ○ ○ 6913 ユニットハウス

本設式トイレ―ブランド品― 6913021205 サイ・トイレ Ｔ０１－Ｍ１ 幅２，８５０ｍｍ 長２，３５０ｍｍ 高２，４５０ｍｍ サイト サイ・トイレ Ｔ０１－Ｍ１ 棟 189 ○ ○ 6913 ユニットハウス
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本設式トイレ―ブランド品― 6913021210 サイ・トイレ Ｔ０１－Ｕ１ 幅２，８５０ｍｍ 長２，３５０ｍｍ 高２，４５０ｍｍ サイト サイ・トイレ Ｔ０１－Ｕ１ 棟 189 ○ ○ 6913 ユニットハウス

本設式トイレ―ブランド品― 6913021215 サイ・トイレ Ｔ０１－Ｗ１ 幅２，８５０ｍｍ 長２，３５０ｍｍ 高２，４５０ｍｍ サイト サイ・トイレ Ｔ０１－Ｗ１ 棟 189 ○ ○ 6913 ユニットハウス

本設式トイレ―ブランド品― 6913020460 ＣＦトイレ　洋風 石目調（多目的） 幅２，５６０ｍｍ 長２，１６０ｍｍ 高２，７９０ｍｍ 信建工業 ＣＦトイレ　洋風 石目調　多目的 棟 189 ○ ○ 6913 ユニットハウス

本設式トイレ―ブランド品― 6913020465 ＣＦトイレ３連　洋風 タイル貼（多目的・男・女） 幅７，９３０ｍｍ 長２，１６０ｍｍ 高２，７９０ｍｍ 信建工業 ＣＦトイレ３連　洋風 タイル貼　多目的・男・女 棟 189 ○ ○ 6913 ユニットハウス

本設式トイレ―ブランド品― 6913020470
ＣＦトイレ３連　和風 砂壁調＋腰壁石目調（多目的・男・女） 幅７，９３０ｍｍ 長２，１６０ｍｍ 高３，４９０ｍ
ｍ 信建工業

ＣＦトイレ３連　和風 砂壁調＋腰壁石目調　多目的 棟 189 ○ ○ 6913 ユニットハウス

本設式トイレ―ブランド品― 6913020475
災害対応トイレ ＴＯ－９６３２（多目的・男女兼用） 幅３，３４０ｍｍ 長２，１６０ｍｍ 高２，６７０ｍｍ 信建工
業

災害対応トイレ ＴＯ－９６３２多目的・男女兼用 棟 189 ○ ○ 6913 ユニットハウス

本設式トイレ―ブランド品― 6913020480
シティトイレ　大型 ＴＯ－７１０１（多目的・男・女） 幅６，８８０ｍｍ 長３，９１０ｍｍ 高３，２３６ｍｍ 信建
工業

シティトイレ　大型 ＴＯ－７１０１　多目的・男・女 棟 189 ○ ○ 6913 ユニットハウス

本設式トイレ―ブランド品― 6913020485
和風トイレ　大型 ＴＯ－９６８６（多目的・男・女） 幅７，１４０ｍｍ 長４，７４５ｍｍ 高４，０２７ｍｍ 信建工
業

和風トイレ　大型 ＴＯ－９６８６　多目的・男・女 棟 189 ○ ○ 6913 ユニットハウス

本設式トイレ―ブランド品― 6913020490
和風トイレ　大型（災害対応） ＴＯ－９５９９（多目的・男・女） 幅１０，６５０ｍｍ 長３，４１０ｍｍ 高３，９
２６ｍｍ 信建工業

和風トイレ　大型（災害対応） ＴＯ－９５９９　多目的・男・女 棟 189 ○ ○ 6913 ユニットハウス

本設式トイレ―ブランド品― 6913021415 コムズトイレプラス ＴＵ－ＣＯＰ３ＳＭＷ 幅２，８８８ｍｍ 長１，５０８ｍｍ 高２，４９５ｍｍ ハマネツ コムズトイレプラス ＴＵ－ＣＯＰ３ＳＭＷ 棟 189 ○ ○ 6913 ユニットハウス

本設式トイレ―ブランド品― 6913021411 エポックトイレ ＴＵ－ＥＰ１Ｗ－Ｔ 幅１，０６６ｍｍ 長１，４５１ｍｍ 高２，４７８ｍｍ ハマネツ エポックトイレ ＴＵ－ＥＰ１Ｗ－Ｔ 棟 189 ○ ○ 6913 ユニットハウス

本設式トイレ―ブランド品― 6913021410 エポックトイレ ＴＵ－ＥＰＭＷ 幅２，０３６ｍｍ 長１，４５１ｍｍ 高２，４７８ｍｍ ハマネツ エポックトイレ ＴＵ－ＥＰＭＷ 棟 189 ○ ○ 6913 ユニットハウス

仮設ゲート【公表価格】 0003032070 パネルゲート ＫＧ－３Ｐ（Ｔ）－３６ 幅３，６００ｍｍ 高４，５００ｍｍ ゲート工業 パネルゲート ＫＧ－３Ｐ（Ｔ）－３６ 基 189 ○ ○ 0003 仮囲い

仮設ゲート【公表価格】 0003032080 ミニパネルゲート ＳＧ－３Ｐ（Ｔ）－３６ 幅３，６００ｍｍ 高４，５００ｍｍ ゲート工業 ミニパネルゲート ＳＧ－３Ｐ（Ｔ）－３６ 基 189 ○ ○ 0003 仮囲い

仮設ゲート【公表価格】 0003032090 ラクスルゲート ＥＧ－３Ｐ（Ｔ）－３６ 幅３，６００ｍｍ 高４，５００ｍｍ ゲート工業 ラクスルゲート ＥＧ－３Ｐ（Ｔ）－３６ 基 189 ○ ○ 0003 仮囲い

仮設ゲート【公表価格】 0003032100 パネルキャスターゲート ＡＤＳ－２Ｐ－３６ 幅３，６００ｍｍ 高２，０００ｍｍ ゲート工業 パネルキャスターゲート ＡＤＳ－２Ｐ－３６ 基 189 ○ ○ 0003 仮囲い

仮設ゲート【公表価格】 0003032110 アルミクロスゲート ２１ＡＹＳ－３６－０ 幅３，６００ｍｍ 高２，１００ｍｍ ゲート工業 アルミクロスゲート ２１ＡＹＳ－３６－０ 基 189 ○ ○ 0003 仮囲い

仮設ゲート【公表価格】 0003032120 アルミクロスゲート １２ＡＹＳ－３６－０ 幅３，６００ｍｍ 高１，２００ｍｍ ゲート工業 アルミクロスゲート １２ＡＹＳ－３６－０ 基 189 ○ ○ 0003 仮囲い
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仮設ゲート【公表価格】 0003031630 パネルゲート ＰＧ（Ｎ）６３ 幅６，４００ｍｍ 高５，０１０ｍｍ 日本機電 パネルゲート　ＰＧ（Ｎ）６３ Ｗ６４００×Ｈ５０１０ｍｍ 式 189 ○ ○ 0003 仮囲い

仮設ゲート【公表価格】 0003031640 パネルゲート ＰＧ（Ｎ）７２ 幅７，３００ｍｍ 高５，０１０ｍｍ 日本機電 パネルゲート　ＰＧ（Ｎ）７２ Ｗ７３００×Ｈ５０１０ｍｍ 式 189 ○ ○ 0003 仮囲い

仮設ゲート【公表価格】 0003031650 パネルゲート ＰＧ（Ｎ）８１ 幅８，２００ｍｍ 高５，０１０ｍｍ 日本機電 パネルゲート　ＰＧ（Ｎ）８１ Ｗ８２００×Ｈ５０１０ｍｍ 式 189 ○ ○ 0003 仮囲い

仮設ゲート【公表価格】 0003031660 パネルゲート ＰＧ（Ｎ）９０ 幅９，１００ｍｍ 高５，０１０ｍｍ 日本機電 パネルゲート　ＰＧ（Ｎ）９０ Ｗ９１００×Ｈ５０１０ｍｍ 式 189 ○ ○ 0003 仮囲い

仮設ゲート【公表価格】 0003031670 パネルゲート ＰＧ（Ｎ）１１７ 幅１１，８００ｍｍ 高５，０１０ｍｍ 日本機電 パネルゲート　ＰＧ（Ｎ）１１７ Ｗ１１８００×Ｈ５０１０ｍｍ 式 189 ○ ○ 0003 仮囲い

仮設ゲート【公表価格】 0003031680 パネルゲート ＰＧ（Ｎ）１２６ 幅１２，７００ｍｍ 高５，０１０ｍｍ 日本機電 パネルゲート　ＰＧ（Ｎ）１２６ Ｗ１２７００×Ｈ５０１０ｍｍ 式 189 ○ ○ 0003 仮囲い

接着剤【公表価格】 0927013229 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アサヒボンド５５１ クラック注入用 容量６ｋｇ アサヒボンド工業 接着剤 アサヒボンド５５１ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013489 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルファテック３７０ 油面接着用 容量１０ｋｇ アルファ工業 接着剤 アルファテック３７０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013490 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルファテック３８０ ひび割浸透接着剤 容量１ｋｇ アルファ工業 接着剤 アルファテック３８０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014410 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 浸透性ＫＳプライマー ひび割浸透接着剤 容量１３ｋｇ 鹿島道路 接着剤 浸透性ＫＳプライマー ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013058 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 クリートボンド＃１ 一般注入用　２液形 容量３ｋｇ エービーシー商会 接着剤 クリートボンド＃１ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014402 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 クリートボンド＃１１ 低粘度注入用 容量３ｋｇ エービーシー商会 接着剤 クリートボンド＃１１ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014404 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 クリートボンド＃１１－Ｎ 中粘度注入用 容量３ｋｇ エービーシー商会 接着剤 クリートボンド＃１１－Ｎ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014406 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 クリートボンド＃１１－Ｇ 高粘度注入用 容量３ｋｇ エービーシー商会 接着剤 クリートボンド＃１１－Ｇ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013019 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ＡＤＯＸ１３８０ クラック注入用 容量５８．３ｋｇ 国土開発工業 接着剤 ＡＤＯＸ１３８０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013011
接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ＡＤＯＸ１３８０Ｗ クラック注入用　含浸タイプ 容量５８．５ｋｇ 国土開
発工業

接着剤 ＡＤＯＸ１３８０Ｗ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011058
接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ＡＤＯＸ１３８０ＷＨ プライマー用　ハイブリットエポキシ樹脂 容量１６ｋ
ｇ 国土開発工業

接着剤 ＡＤＯＸ１３８０ＷＨ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011056
接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 コンクレッシブ１５１０Ⅱ クラック注入用　弾性タイプ 容量５８．２ｋｇ
国土開発工業

接着剤 コンクレッシブ１５１０２ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤
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接着剤【公表価格】 0927013251 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルプロンＧ－２５０ 注入用　中粘 容量９ｋｇ 日米レジン 接着剤 アルプロンＧ－２５０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013245 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルプロンＧ－５０ 注入用　低粘 容量９ｋｇ 日米レジン 接着剤 アルプロンＧ－５０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013464 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルプロンＧＳ－５２ 注入用　低粘　可とう 容量１０ｋｇ 日米レジン 接着剤 アルプロンＧＳ－５２ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013466 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルプロンＧＳ－５３ 注入用　揺変　可とう 容量１０ｋｇ 日米レジン 接着剤 アルプロンＧＳ－５３ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013320 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ＢＬグラウト ひび割，注入用 容量５ｋｇ ショーボンドマテリアル 接着剤 ＢＬグラウト ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013280 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 セメダインＥＰ－２０ クラック注入用 容量６ｋｇ セメダイン 接着剤 セメダインＥＰ－２０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013208 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ＢＯメジコン＃３０１ クラック注入用 容量６ｋｇ ビーオーケミカル 接着剤 ＢＯメジコン＃３０１ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013174 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２０６・Ｅ２０７Ｄ クラック注入用 容量３ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥ２０６・Ｅ２０７Ｄ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013528
接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ－１００ ひび割れ・浮き注入　高粘度防錆材入り 容量３ｋ
ｇ ダイフレックス

接着剤 エバーボンドＥＰ－１００ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013530
接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ－１５０ ひび割れ・浮き注入　高粘度防錆材入り 容量３ｋ
ｇ ダイフレックス

接着剤 エバーボンドＥＰ－１５０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013532
接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ－２００ ひび割れ・浮き注入　中粘度防錆材入り 容量３ｋ
ｇ ダイフレックス

接着剤 エバーボンドＥＰ－２００ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013534
接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ－３００ ひび割れ・浮き注入　低粘度防錆材入り 容量３ｋ
ｇ ダイフレックス

接着剤 エバーボンドＥＰ－３００ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013442
接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ－４００ ひび割れ・浮き注入　低粘度防錆材入り 容量４ｋ
ｇ ダイフレックス

接着剤 エバーボンドＥＰ－４００ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013536
接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ－３０１ ひび割れ・浮き注入　低粘度軟質形 容量６ｋｇ
ダイフレックス

接着剤 エバーボンドＥＰ－３０１ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013538
接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ－３０２ ひび割れ・浮き注入　中粘度軟質形 容量６ｋｇ
ダイフレックス

接着剤 エバーボンドＥＰ－３０２ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013476
接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ－６００ ひび割れ充填用２成分形可とう性 容量１０ｋｇ
ダイフレックス

接着剤 エバーボンドＥＰ－６００ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013540
接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＥＰ１ＮＢ９１９ ひび割れ充填用　１成分形可とう性 容量３２
０ｍｌ ダイフレックス

接着剤 エバーボンドＥＰ１ＮＢ９１９ 本 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013181 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ボンドトップＷＧ クラック注入用 容量３ｋｇ アオイ化学工業 接着剤 ボンドトップＷＧ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤
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接着剤【公表価格】 0927013386 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢ－２３ クラック注入用 容量３ｋｇ アイカ工業 接着剤 ジョリシールＪＢ－２３ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013264 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢ－１８ ひび割，浮き注入用 容量３ｋｇ アイカ工業 接着剤 ジョリシールＪＢ－１８ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013230 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アサヒボンド５７６ 浮き補修用 容量６ｋｇ アサヒボンド工業 接着剤 アサヒボンド５７６ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013283 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルプロンＧ－２０３０ 浮き補修用 容量１２ｋｇ 日米レジン 接着剤 アルプロンＧ－２０３０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013498 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 セメダインＥＰ－４８ 浮き補修用 容量６ｋｇ セメダイン 接着剤 セメダインＥＰ－４８ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013146
接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 トーホーダイトＣＰ４７１ ひび割れ注入用・高粘度形 容量１０ｋｇ 東邦
アーステック

接着剤 トーホーダイトＣＰ４７１ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013102
接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ショーボンドグラウト 鋼板接着注入用 容量１５ｋｇ ショーボンドマテリア
ル

接着剤 ショーボンドグラウト ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013144 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 トーホーダイトＣＰ３００ 鋼板接着注入用 容量１０ｋｇ 東邦アーステック 接着剤 トーホーダイトＣＰ３００ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013178 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２３００ 鋼板接着注入用 容量１５ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥ２３００ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013154 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 トーホーダイトＳ９３０ 鋼板接着シール用 容量１０ｋｇ 東邦アーステック 接着剤 トーホーダイトＳ９３０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013233 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アサヒボンド８５０ 鋼板接着シール用 容量１５ｋｇ アサヒボンド工業 接着剤 アサヒボンド８５０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013328 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 サンユボンドＡ－５４１ 注入用 容量６ｋｇ サンユレック 接着剤 サンユボンドＡ－５４１ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013388 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢＸ－９７ 注入用 容量１０ｋｇ アイカ工業 接着剤 ジョリシールＪＢＸ－９７ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013390 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢＸ－９８ 注入用 容量１０ｋｇ アイカ工業 接着剤 ジョリシールＪＢＸ－９８ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013354 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルテコＥＰ－１２００ 注入用　アンカー用 容量１４ｋｇ アルテコ 接着剤 アルテコＥＰ－１２００ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013474 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 アルテコマゼラン３９０ 注入用　アンカー用 容量４５０ｍｌ アルテコ 接着剤 アルテコマゼラン３９０ 本 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013016 接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 アルプロンＤ－１２ 打ち継ぎ・かさ上げ用 容量７．８ｋｇ 日米レジン 接着剤 アルプロンＤ－１２ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013050 接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 エポボンドＥＢ－１００ 打ち継ぎ用 容量５ｋｇ アオイ化学工業 接着剤 エポボンドＥＢ－１００　打継ぎ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤
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接着剤【公表価格】 0927013051
接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 エポボンドＥＢ－１０１ 打ち継ぎ用　エポキシ樹脂系 容量８ｋｇ アオイ化学工
業

接着剤 エポボンドＥＢ－１０１ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013060 接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 クリートボンド＃３ 打ち継ぎ用 容量５ｋｇ エービーシー商会 接着剤 クリートボンド＃３ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014408 接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 ＫＳボンド 打ち継ぎ・かさ上げ用 容量１２ｋｇ 鹿島道路 接着剤 ＫＳボンド ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013323 接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 シーカデュア３２ 新旧コンクリートの打ち継ぎ 容量１２ｋｇ ダイフレックス 接着剤 シーカデュア３２ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013084
接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 ショーボンド＃２０２ 打ち継ぎ・かさ上げ用 容量１０ｋｇ ショーボンドマテリ
アル

接着剤 ショーボンド＃２０２ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013002 接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢ－８ 打ち継ぎ・かさ上げ用 容量５ｋｇ アイカ工業 接着剤 ジョリシールＪＢ－８ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013314 接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 セメダインＥＰ－３０ 打ち継ぎ・かさ上げ用 容量５ｋｇ セメダイン 接着剤 セメダインＥＰ－３０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013542 接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 ニッシンボンド 打ち継ぎ用 容量１２ｋｇ 日進化成 接着剤 ニッシンボンド ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013162 接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 ハマタイトＹ－１７００ 打ち継ぎ用・水中接着 容量６ｋｇ シーカ・ハマタイト 接着剤 ハマタイトＹ－１７００ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013432 接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 ＢＯメジコン＃２００ＬＰ 打ち継ぎ・かさ上げ用 容量４ｋｇ ビーオーケミカル 接着剤 ＢＯメジコン＃２００ＬＰ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013172 接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２００ 打ち継ぎ用・アンカー用 容量５ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥ２００ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013292 接着剤 打ち継ぎ用 無機系 ＮＳボンドスーパー 打ち継ぎ用，ポリマーセメント系 容量２２ｋｇ 日本化成 接着剤 ＮＳボンドスーパー ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013248 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルプロンＷ－１０３Ｅ 水中接着用 容量２０ｋｇ 日米レジン 接着剤 アルプロンＷ－１０３Ｅ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013468 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルプロンＷ－１０７ 水中接着用 容量１０ｋｇ 日米レジン 接着剤 アルプロンＷ－１０７ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013470 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルプロンＷ－１０７Ｌ 水中ライニング材 容量２０ｋｇ 日米レジン 接着剤 アルプロンＷ－１０７Ｌ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013247 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルプロンＷ－２２１ 水中注入用 容量６ｋｇ 日米レジン 接着剤 アルプロンＷ－２２１ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013249 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルプロンＷ－３０５ 湿潤用プライマー 容量９ｋｇ 日米レジン 接着剤 アルプロンＷ－３０５ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013030
接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 エスダインジョイナーＷ 湿潤用プライマー　２液性 容量１０ｋｇ 積水フー
ラー

接着剤 エスダインジョイナ－Ｗ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤
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接着剤【公表価格】 0927013072 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 サンユボンドＡ－４００ 水中接着 容量１５ｋｇ サンユレック 接着剤 サンユボンドＡ－４００ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013074 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 サンユボンドＡ－４０１ 水中接着 容量１５ｋｇ サンユレック 接着剤 サンユボンドＡ－４０１ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013075 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 サンユボンドＡ－４０３ 水中接着 容量１０ｋｇ サンユレック 接着剤 サンユボンドＡ－４０３ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013478
接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＳＳ＃１ 水中，湿潤対応型低粘度注入材 容量３ｋｇ ダイフレッ
クス

接着剤 エバーボンドＳＳ＃１ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013317 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 シーカデュア５３ 水中，湿潤対応型注入材 容量１８ｋｇ ダイフレックス 接着剤 シーカデュア５３ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013108 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 ショーレジンＳＴＥ５００ 水中接着用 容量２０ｋｇ ショーレジン 接着剤 ショーレジンＳＴＥ５００ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013139 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 エポールＴ－１ 湿潤用プライマー 容量６ｋｇ 東和産業 接着剤 エポールＴ－１ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013182 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 ボンドトップＷＡ 水中接着用 容量１０ｋｇ アオイ化学工業 接着剤 ボンドトップＷＡ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013294 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 ジックシールＥ－９Ｗ 水中硬化型 容量５ｋｇ 日本ジッコウ 接着剤 ジックシールＥ－９Ｗ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013168 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 ＢＯメジコン＃１０ 水中・湿潤接着用 容量２０ｋｇ ビーオーケミカル 接着剤 ＢＯメジコン＃１０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013177 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ３８０ 水中接着用 容量２０ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥ３８０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013491 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルファテック２４０ 水中硬化型接着パテ 容量１０ｋｇ アルファ工業 接着剤 アルファテック２４０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013362 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルファテック３４０ 水中硬化型接着剤 容量１０ｋｇ アルファ工業 接着剤 アルファテック３４０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013364 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルファテック５４０ 炭素繊維シート接着剤 容量１０ｋｇ アルファ工業 接着剤 アルファテック５４０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013368
接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルファテック６４５Ｆ 耐摩耗用モルタル（フロー） 容量４６．３ｋｇ アル
ファ工業

接着剤 アルファテック６４５Ｆ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013492
接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 アルファテック８４１ 水中接着型高流動モルタル 容量２５．５ｋｇ アルファ
工業

接着剤 アルファテック８４１ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013392 接着剤 水中・湿潤用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢ－９ 水中接着，目地充填用 容量１０ｋｇ アイカ工業 接着剤 ジョリシールＪＢ－９ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013094
接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 ショーボンドＥＰＸ－２ 床版と補強用鋼板の接着 容量１０ｋｇ ショー
ボンドマテリアル

接着剤 ショーボンドＥＰＸ－２ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤
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接着剤【公表価格】 0927013096
接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 ショーボンドＥＰＸ－３ 床版と桁，はりの補強用 容量１５ｋｇ ショー
ボンドマテリアル

接着剤 ショーボンドＥＰＸ－３ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013266 接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢ－２ 鋼板接着注入シール材 容量１０ｋｇ アイカ工業 接着剤 ジョリシールＪＢ－２ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013268 接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢ－３ 鋼板接着ひび割注入材 容量１０ｋｇ アイカ工業 接着剤 ジョリシールＪＢ－３ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013235 接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 アサヒボンド８０１Ｌ 鋼板接着注入用 容量２４ｋｇ アサヒボンド工業 接着剤 アサヒボンド８０１Ｌ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013045
接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 エポボンドＥＰ－２ 床版と補強用鋼板の接着 容量３．８ｋｇ アオイ化
学工業

接着剤 エポボンドＥＰ－２ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013047 接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 エポボンドＥＰ－３ 鋼板接着用シール材 容量３ｋｇ アオイ化学工業 接着剤 エポボンドＥＰ－３ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013424
接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 エポボンドＥＢ－１００ 覆工板すべり止め用接着剤 容量１ｋｇ アオイ
化学工業

接着剤 エポボンドＥＢ－１００滑り止め ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013372
接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 クラックボンドタイプ１ クラック注入用　低粘度 容量２ｋｇ アオイ化
学工業

接着剤 クラックボンドタイプ１ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013374 接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 クラックボンドタイプ２ クラック注入用 容量２ｋｇ アオイ化学工業 接着剤 クラックボンドタイプ２ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013426 接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 ボンドトップ　クイック クラックシール用 容量１ｋｇ アオイ化学工業 接着剤 ボンドトップ　クィック ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013370
接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 アルファテック８４０ 湿潤型高流動グラウト 容量２５．８ｋｇ アル
ファ工業

接着剤 アルファテック８４０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013472 接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 アルプロンＨＭ 高弾性断面修復材 容量１８ｋｇ 日米レジン 接着剤 アルプロンＨＭ セット 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013544 接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 ＮＳＢプライマー 鋼床版用 容量１４ｋｇ 日進化成 接着剤 ＮＳＢプライマー ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013546 接着剤 橋りょう床版・桁用 エポキシ樹脂系 浸透性ＮＳＢプライマー 浸透接着用 容量１５ｋｇ 日進化成 接着剤 浸透性ＮＳＢプライマー ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013250 接着剤 橋りょう床版・桁用 ポリエステル系 コーワレジコン－ＰＭ 橋りょうシュー座の補修 容量２０ｋｇ 興和化成 接着剤 コーワレジコン－ＰＭ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013151
接着剤 橋りょう床版・桁用 アクリル樹脂系 ホゼン材＃１０ 床版下面増厚用（吹付・コテ塗） 容量２０ｋｇ サン・
ロード

接着剤 ホゼン材＃１０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013153 接着剤 橋りょう床版・桁用 アクリル樹脂系 ホゼン材＃３０ 桁下面増厚用（注入） 容量２０ｋｇ サン・ロード 接着剤 ホゼン材＃３０ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013157 接着剤 橋りょう床版・桁用 アクリル樹脂系 ホゼン材＃１ 床版・桁修繕用（仕上） 容量２０ｋｇ サン・ロード 接着剤 ホゼン材＃１ ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤
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接着剤【公表価格】 0927013159 接着剤 橋りょう床版・桁用 アクリル樹脂系 ＦＭプライマー 防錆プライマー 容量１８ｋｇ サン・ロード 接着剤 ＦＭプライマー ｋｇ 190 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013234 接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 アサヒボンドＥＬ５５ 壁面等の漏水補修用 容量１０ｋｇ アサヒボンド工業 接着剤 アサヒボンドＥＬ５５ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013252
接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 アルプロンＡ－１０５Ｔ ガラス，金属，コンクリート接着 容量１０ｋｇ 日米レ
ジン

接着剤 アルプロンＡ－１０５Ｔ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013240 接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 エポールＴ－５ 肉盛充填 容量１８ｋｇ 東和産業 接着剤 エポールＴ－５ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013046 接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 エポボンドＥＢ－４２ アンカ埋め込み用 容量５ｋｇ アオイ化学工業 接着剤 エポボンドＥＢ－４２ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013480
接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 エバーボンドＧＰ＃３ 仮止めシール材（速硬化型） 容量０．５ｋｇ ダイフレッ
クス

接着剤 エバーボンドＧＰ＃３ セット 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013079 接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 シーカデュア３１ コンクリート，金属接着用 容量１２ｋｇ ダイフレックス 接着剤 シーカデュア３１ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013410 接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 シーカデュアＷ ブロック工法用 容量６ｋｇ ダイフレックス 接着剤 シーカデュアＷ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013412
接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 シーカデュアＷＳ コンクリート，ＦＲＰ用（ラミネートパック入り） 容量９ｋｇ
ダイフレックス

接着剤 シーカデュアＷＳ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013482 接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 タキオンパック 仮止めシール材（超速硬化型） 容量０．５ｋｇ ダイフレックス 接着剤 タキオンパック セット 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013175
接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 コンクレッシブ１４４２ コンクリート，石材，金属接着用 容量６９．１ｋｇ 国
土開発工業

接着剤 コンクレッシブ１４４２ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013082
接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ショーボンド＃１０１ コンクリート構造物の接着充填用 容量１０ｋｇ ショーボ
ンドマテリアル

接着剤 ショーボンド＃１０１ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013099
接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 Ｅ－３９６Ｈ コンクリート構造物の接着充填用 容量３ｋｇ ＳＧエンジニアリン
グ

接着剤 Ｅ－３９６Ｈ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013270 接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢ－３０ 壁・天井の欠損部補修 容量６ｋｇ アイカ工業 接着剤 ジョリシールＪＢ－３０ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013398 接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ジョリシールＪＢ－１６ 弾性パテ 容量１０ｋｇ アイカ工業 接着剤 ジョリシールＪＢ－１６ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013145
接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 トーホーダイトＡＣ７３１ＰＮ ＰＣブロック接着用 容量１０ｋｇ 東邦アース
テック

接着剤 トーホーダイトＡＣ７３１ＰＮ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013143
接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 トーホーダイトＡＣ４０６Ｔ ＰＣブロック接着用 容量１０ｋｇ 東邦アーステッ
ク

接着剤 トーホーダイトＡＣ４０６Ｔ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013155 接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 トーホーダイトＳ９００ パテ・不陸修正用 容量１０ｋｇ 東邦アーステック 接着剤 トーホーダイトＳ９００ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤
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接着剤【公表価格】 0927013204
接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ＢＯメジコン＃１０Ｓ コンクリート製品目地部弾性接着 容量２０ｋｇ ビーオー
ケミカル

接着剤 ＢＯメジコン＃１０Ｓ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013205
接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ＢＯメジコン＃３０ コンクリート不陸補修，タイル鋼板の接着 容量５ｋｇ ビー
オーケミカル

接着剤 ＢＯメジコン＃３０ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013254
接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ポリモルタルＥ－１１ 補修，アンカーボルト等の埋め込み等 容量１２ｋｇ 興和
化成

接着剤 ポリモルタルＥ－１１ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013176 接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２０９ 注入用グリス状 容量３ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥ２０９ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014030 接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２５０ コンクリートと金属の接着用 容量２ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥ２５０ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013308 接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２３７０Ｍ 常温硬化型シール用，充填用パテ 容量１５ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥ２３７０Ｍ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013450 接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥモルタル 断面修復材 容量９ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥモルタル ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013452 接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＫモルタル 断面修復材 容量８ｌ コニシ 接着剤 ボンドＫモルタル リットル 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013025
接着剤 一般工事用 エチレン酢ビ共重合樹脂系（ＥＶＡ系） ウォータイトＣ－１００ 下地コンクリートと上塗りモル
タルの接着 容量１８ｌ ウォータイト

接着剤 ウォータイトＣ－１００ リットル 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013024
接着剤 一般工事用 エチレン酢ビ共重合樹脂系（ＥＶＡ系） ウォータイトＣ－１０００ 下地コンクリートと上塗りモ
ルタルの接着 容量１８ｌ ウォータイト

接着剤 ウオータイトＣ－１０００ リットル 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014016
接着剤 一般工事用 エチレン酢ビ共重合樹脂系（ＥＶＡ系） ＤＫボンドモルタル 岩と岩，目地モルタル用 容量１ｋｇ
第二建設

接着剤 ＤＫボンドモルタル ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013189
接着剤 一般工事用 エチレン酢ビ共重合樹脂系（ＥＶＡ系） ＭＹキーパーＳＴ 汎用　コンクリートの防水，漏水補
修，注入剤 容量１８ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック

接着剤 ＭＹキーパーＳＴ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013193
接着剤 一般工事用 エチレン酢ビ共重合樹脂系（ＥＶＡ系） ＭＹキーパーＨＧ 高品位　コンクリートの防水，漏水補
修，注入剤 容量１８ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック

接着剤 ＭＹキーパーＨＧ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013352 接着剤 一般工事用 高分子合成樹脂系 ナルライト注入用 コンクリートの防水注入用 容量２０ｋｇ 成瀬化学 接着剤 ナルライト注入用 ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927015002
接着剤 一般工事用 セメント系 リペアミックス ポリマーセメントモルタル（左官工法用） 容量２０ｋｇ トクヤマエ
ムテック

接着剤 リペアミックス ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013260 接着剤 一般工事用 ポリエステル系 ポリモルタルＰ－１ 補修，アンカーボルトの埋め込み等 容量４ｋｇ 興和化成 接着剤 ポリモルタルＰ－１ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013360 接着剤 樹脂モルタル用 アルファテック１１０ 速硬型モルタル 容量２２．３ｋｇ アルファ工業 接着剤 アルファテック１１０ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013493 接着剤 樹脂モルタル用 アルファテック８００ 流動モルタル 容量１０９ｋｇ アルファ工業 接着剤 アルファテック８００ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤
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接着剤【公表価格】 0927013494 接着剤 樹脂モルタル用 アルファテック８３０ 高強度高流動モルタル 容量２６．３ｋｇ アルファ工業 接着剤 アルファテック８３０ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013202 接着剤 樹脂モルタル用 ＥＳ－１０５５ 樹脂モルタル基剤 容量１８ｋｇ ハネックス・ロード 接着剤 ＥＳ－１０５５ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013200 接着剤 樹脂モルタル用 ＥＳコンクリート エポキシ樹脂モルタル 容量１ｋｇ ハネックス・ロード 接着剤 ＥＳコンクリート ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013488 接着剤 樹脂モルタル用 ＳＫモルタル 軽量エポキシ樹脂モルタル 容量８ｌ ダイフレックス 接着剤 ＳＫモルタル リットル 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013318 接着剤 樹脂モルタル用 シーカデュア４１ エポキシ樹脂モルタル 容量１２ｋｇ ダイフレックス 接着剤 シーカデュア４１ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013400 接着剤 樹脂モルタル用 シーカデュア４２ エポキシ樹脂モルタル，グラウトタイプ 容量１５ｋｇ ダイフレックス 接着剤 シーカデュア４２ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013224 接着剤 樹脂モルタル用 セメダインＥＰ－８０ 軽量エポキシ樹脂モルタル 容量６ｋｇ セメダイン 接着剤 セメダインＥＰ－８０ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013416 接着剤 樹脂モルタル用 ＢＯフロアーＲＭ エポキシ樹脂モルタル基材 容量１６ｋｇ ビーオーケミカル 接着剤 ＢＯフロアーＲＭ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013434 接着剤 樹脂モルタル用 ＢＯフロアーＲＭ－Ｓ 柔軟型エポキシ樹脂モルタル基材 容量１６ｋｇ ビーオーケミカル 接着剤 ＢＯフロアーＲＭ－Ｓ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014066 接着剤 樹脂モルタル用 パーミタイト＃１１５ ＭＭＡ樹脂系　プライマー 容量１５ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック 接着剤 パーミタイト＃１１５ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014067 接着剤 樹脂モルタル用 パーミトップ ＭＭＡ樹脂系　トップコート 容量１５ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック 接着剤 パーミトップ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013090
接着剤 樹脂コンクリート用 ショーボンド＃７０７ プレパックドコンクリート用 容量１０ｋｇ ショーボンドマテリア
ル

接着剤 ショーボンド＃７０７ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013356
接着剤 樹脂コンクリート用 ドーロガードＪ－０２ メタクリル樹脂モルタル 容量２５ｋｇ 三菱ケミカルインフラテッ
ク

接着剤 ドーロガード　Ｊ－０２ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013188 接着剤 道路工事用 エポキシ樹脂系 レジンファルト 薄層舗装用結合剤 容量１０ｋｇ ショーボンドマテリアル 接着剤 レジンファルト ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014038 接着剤 道路工事用 エポキシ樹脂系 道路鋲用接着剤 道路鋲用接着剤　２液性 容量２ｋｇ 積水樹脂 接着剤 道路鋲用接着剤 ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014048 接着剤 道路工事用 エポキシ樹脂系 ネオセーフコン 道路鋲用接着剤　２液性 容量１ｋｇ 大塚刷毛製造 接着剤 ネオセーフコン セット 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013802 接着剤 道路工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２４１０ 薄層舗装用結合剤 容量１５ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥ２４１０ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013810 接着剤 道路工事用 エポキシ樹脂系 ＰＢ－０７ 道路鋲用接着剤　樹脂モルタル 容量７ｋｇ レジナス化成 接着剤 ＰＢ－０７　道路工事用 ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤
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接着剤【公表価格】 0927013812 接着剤 道路工事用 エポキシ樹脂系 ＰＢ－Ｌ 道路鋲用接着剤　２液性 容量１ｋｇ レジナス化成 接着剤 ＰＢ－Ｌ　道路工事用 ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013814
接着剤 道路工事用 エポキシ樹脂系 ＢＯメジコン＃２００ＲＭ 道路鋲用接着剤　樹脂モルタル 容量７ｋｇ ビーオー
ケミカル

接着剤 ＢＯメジコン＃２００ＲＭ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927010566 接着剤 道路工事用 アスファルト系 ナルパーク アスファルト下地用車止接着 容量１ｋｇ 成瀬化学 接着剤 ナルパーク ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927010568 接着剤 道路工事用 アスファルト系 ナルシルバー コンクリート下地用車止接着 容量１ｋｇ 成瀬化学 接着剤 ナルシルバー ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014202 接着剤 道路工事用 アスファルト系 システムロード２０００ 車止めブロック接着剤 容量１ｋｇ ＮＩＰＰＯ 接着剤 システムロード２０００ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013358 接着剤 道路工事用 アスファルト系 アルファー・ゾル－Ｂ 車止めブロック接着剤 容量１ｋｇ 三生化工 接着剤 アルファー・ゾル－Ｂ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014018
接着剤 法面吹付用 エチレン酢ビ共重合樹脂系（ＥＶＡ系） ＤＫボンドモルタル 岩と岩，注入モルタル用 容量１ｋｇ
第二建設

接着剤 ＤＫボンドモルタル　注入用 ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014084 接着剤 法面吹付用 ポリマー系 ＭＣＣフォームメント 岩と岩，法面吹付用 容量１ｋｇ エム・シー・シー 接着剤 ＭＣＣフォームメント ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014100 接着剤 法面吹付用 ポリマー系 ＲＲＢ間詰材 岩と岩，間詰モルタル用 容量１ｋｇ ライト工業 接着剤 ＲＲＢ間詰材　法面吹付用 ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014102 接着剤 法面吹付用 ポリマー系 ＲＲＢ注入材 岩と岩，注入モルタル用 容量１ｋｇ ライト工業 接着剤 ＲＲＢ注入材　法面吹付用 ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014108 接着剤 法面吹付用 ポリマー系 ＳＮモルタルボンド 液体，パウダー混合物 容量－ 新日本緑化 接着剤 ＳＮモルタルボンド ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013503 接着剤 下地材用 エポキシ樹脂系 アサヒボンドＢＥ２ 軽量エポキシ樹脂モルタル 容量６ｋｇ アサヒボンド工業 接着剤 アサヒボンドＢＥ２ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013286 接着剤 下地材用 エポキシ樹脂系 アルプロンＡ－１０１０ 軽量エポキシ樹脂モルタル 容量１５ｋｇ 日米レジン 接着剤 アルプロンＡ－１０１０ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013510 接着剤 下地材用 ゴム系ラテックス形 カチオンタイトＦ 総合仲介接着剤　コテ塗タイプ 容量２０ｋｇ ヤブ原産業 接着剤 カチオンタイトＦ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013511 接着剤 下地材用 ゴム系ラテックス形 カチオンタイトＴ 総合仲介接着剤　ローラー用 容量１６ｋｇ ヤブ原産業 接着剤 カチオンタイトＴ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013520
接着剤 下地材用 ゴム系ラテックス形 エレホンＡ１プライマー カチオン系下地調整材（ハケ塗用） 容量２９ｋｇ エ
レホン・化成工業

接着剤 エレホンＡ１プライマー ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013522
接着剤 下地材用 ゴム系ラテックス形 エレホンＡ３プライマー カチオン系下地調整材（コテ塗用） 容量５４ｋｇ エ
レホン・化成工業

接着剤 エレホンＡ３プライマー ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013548
接着剤 下地材用 ゴム系ラテックス形 セメンテックスＣ－３６０ カチオンＳＢＲ系セメント混和用ディスパージョン
容量１８ｋｇ オバナヤ・セメンテックス

接着剤 セメンテックスＣ－３６０ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤
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接着剤【公表価格】 0927013550
接着剤 下地材用 ゴム系ラテックス形 セメンテックスＣ－５００Ｈ アクリル系セメント混和用ディスパージョン 容量
１８ｋｇ オバナヤ・セメンテックス

接着剤 セメンテックスＣ－５００Ｈ ｋｇ 191 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927010572 接着剤 床仕上げ材用 エポキシ樹脂系 アイカエコエコボンドＪＢ－６３Ｎ ２液直貼用 容量２０ｋｇ アイカ工業 接着剤 アイカボンドＪＢ－６３Ｎ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013495 接着剤 床仕上げ材用 エポキシ樹脂系 アルファテック１５０ セルフレベリング材 容量１１．２ｋｇ アルファ工業 接着剤 アルファテック１５０ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927010528 接着剤 床仕上げ材用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ３５０Ｒ 床タイル，パーケット張り用 容量２０ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥ３５０Ｒ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927010516
接着剤 床仕上げ材用 エポキシ樹脂系 タイルメントＥＰ－９９０ 床タイル，長尺シート（耐水用） 容量１８ｋｇ タ
イルメント

接着剤 タイルメント　ＥＰ－９９０ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927010536 接着剤 床仕上げ材用 エポキシ樹脂系 セメントＥＰ２０ 床シート耐水用（２液性） 容量１６ｋｇ 田島ルーフィング 接着剤 セメントＥＰ２０ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013017 接着剤 床仕上げ材用 エポキシ樹脂系 アルプロンＡ－１５０２ 塩化ビニル接着 容量１２ｋｇ 日米レジン 接着剤 アルプロンＡ－１５０２ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927010570
接着剤 床仕上げ材用 ゴム系ラテックス形 タックボンドプレミア コンボジションビニル床タイル用 容量１８ｋｇ タ
イルメント

接着剤 タックボンドプレミア ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927010520 接着剤 床仕上げ材用 アスファルト系 ナルファルトＡ 湿潤状態での施工用（内壁・床用） 容量２０ｋｇ 成瀬化学 接着剤 ナルファルトＡ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011012
接着剤 内装仕上げ用 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 セメダインホワイト６０５ 新建材と胴縁，下見板等接着 容量
３ｋｇ セメダイン

接着剤 セメダインホワイト６０５ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011036
接着剤 内装仕上げ用 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 タイルメントＷ－４ 天井，仕上工事用 容量１８ｋｇ タイル
メント

接着剤 タイルメントＷ－４ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011016
接着剤 内装仕上げ用 合成ゴム系（クロロプレンゴム系） タイルメントＲ－１００ 各種化粧合板仕上用 容量１ｋｇ
タイルメント

接着剤 タイルメントＲ－１００ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011052
接着剤 内装仕上げ用 合成ゴム系（クロロプレンゴム系） ワンタッチボンドネオ 各種ボード張り用 容量３３０ｍｌ
タイルメント

接着剤 ワンタッチボンドネオ 本 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011046
接着剤 内装仕上げ用 合成ゴム系（クロロプレンゴム系） アイカエコエコボンドＲＱ－Ｖ１ 化粧板用（耐熱） 容量１
５ｋｇ アイカ工業

接着剤 アイカボンドＲＱ－Ｖ１ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011048
接着剤 内装仕上げ用 合成ゴム系（クロロプレンゴム系） アイカエコエコボンドＲＱ－ＨＺ 化粧板用（壁面用速乾）
容量１５ｋｇ アイカ工業

接着剤 アイカボンドＲＱ－ＨＺ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011533 接着剤 陶磁器・タイル・石材用 エポキシ樹脂系 アルプストーンエース 内装石材の接着 容量２０ｋｇ 日米レジン 接着剤 アルプストーンエース ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011531
接着剤 陶磁器・タイル・石材用 エポキシ樹脂系 アサヒボンド５０７ 内装タイル用接着剤 容量６ｋｇ アサヒボンド
工業

接着剤 アサヒボンド５０７ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014044 接着剤 陶磁器・タイル・石材用 エポキシ樹脂系 クイックＤＡＢＯ 速硬化性接着材 容量０．５ｋｇ タイルメント 接着剤 クイックＤＡＢＯ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

350 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

接着剤【公表価格】 0927011574
接着剤 陶磁器・タイル・石材用 エポキシ樹脂系 タイルメントマルチＥＰ 内装タイル全般用 容量２０ｋｇ タイルメ
ント

接着剤 タイルメントマルチＥＰ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011552
接着剤 陶磁器・タイル・石材用 エポキシ樹脂系 タイルメントＥＰＳ－２０ソフト 石材用 容量２０ｋｇ タイルメン
ト

接着剤 タイルメントＥＰＳ－２０ソフト ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011522
接着剤 陶磁器・タイル・石材用 エポキシ樹脂系 ボンドＥＫ３７０ タイルとコンクリート，耐水性大 容量２０ｋｇ
コニシ

接着剤 ボンドＥＫ３７０ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011537 接着剤 陶磁器・タイル・石材用 エポキシ樹脂系 ボンドＥＭＳ２０ 内外装タイル用 容量２０ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥＭＳ２０ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011510 接着剤 陶磁器・タイル・石材用 セメント系 ＮＳタイルセメント タイルとモルタル等の接着 容量２５ｋｇ 日本化成 接着剤 ＮＳタイルセメント ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014064 接着剤 陶磁器・タイル・石材用 セメント系 ＮＳダブルワン ＥＶＡ系粉末樹脂既調合 容量２５ｋｇ 日本化成 接着剤 ＮＳダブルワン ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011548
接着剤 陶磁器・タイル・石材用 アクリル樹脂系エマルジョン形 Ｅボンドゴールド 内装陶磁器耐水（大型タイル） 容
量２０ｋｇ イーテック

接着剤 Ｅボンドゴールド ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011549
接着剤 陶磁器・タイル・石材用 アクリル樹脂系エマルジョン形 Ｅボンドシルバー 内装陶磁器耐水（大型タイル） 容
量２０ｋｇ イーテック

接着剤 Ｅボンドシルバー ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011556
接着剤 陶磁器・タイル・石材用 アクリル樹脂系エマルジョン形 セラミックボンドＧＬ－２０ 陶磁質タイル用 容量２
０ｋｇ タイルメント

接着剤 セラミックボンドＧＬ－２０ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927011558
接着剤 陶磁器・タイル・石材用 アクリル樹脂系エマルジョン形 セラミックボンドＧＬ－３０ 大形タイル 容量２０ｋ
ｇ タイルメント

接着剤 セラミックボンドＧＬ－３０ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014040
接着剤 陶磁器・タイル・石材用 変成シリコーン樹脂系 セメダインＰＭ１００ 振動，熱膨張箇所 容量３３３ｍｌ セ
メダイン

接着剤 セメダインＰＭ１００ 本 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927012514 接着剤 断熱材用 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 ボンドＫ１０ 壁用 容量２０ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＫ１０ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927012516 接着剤 断熱材用 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 ボンドＫ１１０ 発泡スチロール天井材用 容量１８ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＫ１１０ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927012504 接着剤 断熱材用 ゴム系溶剤形 エスダイン＃２３５Ｌ スチレンフォームと各種材の接着 容量１３ｋｇ 積水フーラー 接着剤 エスダイン＃２３５Ｌ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927012518 接着剤 断熱材用 再生ゴム系 ボンドＧ２００２ 発泡スチロールボードとコンクリート 容量１３ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＧ２００２ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927012004 接着剤 木工・木材用 酢酸ビニル樹脂系 セメダイン６０５ 合板，木と木部との接着 容量２０ｋｇ セメダイン 接着剤 セメダイン６０５ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014020 接着剤 木工・木材用 酢酸ビニル樹脂系 ＸＢ－４８１９ 木工，その他一般接着用 容量２０ｋｇ トウペ 接着剤 ＸＢ－４８１９ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014022 接着剤 木工・木材用 酢酸ビニル樹脂系 ＸＢ－５０８７ 紙，竹，木工一般 容量２０ｋｇ トウペ 接着剤 ＸＢ－５０８７ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤
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接着剤【公表価格】 0927012007 接着剤 木工・木材用 クロロプレンゴム系 セメダイン速乾ＧＦ 家具，木工用等 容量３ｋｇ セメダイン 接着剤 セメダイン速乾ＧＦ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927012014 接着剤 木工・木材用 クロロプレンゴム系 タイルメントＲ－１１１ 建築内装用 容量３ｋｇ タイルメント 接着剤 タイルメントＲ－１１１ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013496 接着剤 エポキシ樹脂系 アルファテック４３５ 金属用高強度ペースト 容量１０ｋｇ アルファ工業 接着剤 アルファテック４３５ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014004 接着剤 合成ゴム系 エスダイン＃２７２ 金属，木材，ゴム等の接着 容量１５ｋｇ 積水フーラー 接着剤 エスダイン＃２７２ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014082 接着剤 変成シリコーン樹脂系 セメダインＰＭ７００ＬＭＧ コンクリート製品・伸縮継手用 容量１１ｋｇ セメダイン 接着剤 セメダインＰＭ７００ＬＭＧ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927014060 接着剤 無機系 マイティＣＦ 金属，コンクリート，木材等２液性（重防蝕，防錆，防水） 容量１ｋｇ マイティ化学 接着剤 マイティＣＦ ｋｇ 192 ○ ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013214
接着剤 ウレタン系 ＢＯメジコン＃２１００Ｔ コンクリート目地ゴム弾性シール剤（１液） 容量３２０ｃｃ ビーオー
ケミカル

接着剤 ＢＯメジコン＃２１００Ｔ 本 192 ○ ○ 0927 接着剤

コンクリート断面修復材 0957030010 コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル 左官工法用（コテ塗り） コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ｍ３ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031010
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス Ｔ 厚付タイプ 標準使用量１，６３８ｋｇ／
ｍ３ エレホン・化成工業

コンクリート断面修復材 エレホンフィックスＴ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031020
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス ＬＳ 軽量・速硬タイプ 標準使用量１，３２
０ｋｇ／ｍ３ エレホン・化成工業

コンクリート断面修復材 エレホンフィックスＬＳ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031030
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス ＴＳ 高強度速硬タイプ 標準使用量１，８２
０ｋｇ／ｍ３ エレホン・化成工業

コンクリート断面修復材 エレホンフィックスＴＳ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031042
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス ＨＤ 超高靭性タイプ 標準使用量１，６３０
ｋｇ／ｍ３ エレホン・化成工業

コンクリート断面修復材 エレホンフィックスＨＤ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031041
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス ＬＳ・ＥＧ １材型　軽量準速硬タイプ 標準
使用量１，３２０ｋｇ／ｍ３ エレホン・化成工業

コンクリート断面修復材 エレホンフィックスＬＳ・ＥＧ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031044
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス ＴＳ・ＥＧ １材型　高強度速硬タイプ 標準
使用量１，８００ｋｇ／ｍ３ エレホン・化成工業

コンクリート断面修復材 エレホンフィックスＴＳ・ＥＧ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031046
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス ＳＲ・ＥＧ １材型　高強度速硬タイプ 標準
使用量１，８００ｋｇ／ｍ３ エレホン・化成工業

コンクリート断面修復材 エレホンフィックスＳＲ・ＥＧ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031048
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル エレホンフィックス ＳＤ 速硬型　高靭性タイプ 標準使用量１，
６５９ｋｇ／ｍ３ エレホン・化成工業

コンクリート断面修復材 エレホンフィックスＳＤ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031050 コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ザイン ＳＰ 標準使用量－ ダイフレックス コンクリート断面修復材 ザインＳＰ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031060 コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ザイン ＳＰ－Ｌ 軽量 標準使用量－ ダイフレックス コンクリート断面修復材 ザインＳＰ－Ｌ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材
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コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031080
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル スプリードエース 吹付用 標準使用量１，７７５ｋｇ／ｍ３ デン
カ

コンクリート断面修復材 スプリードエース ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031090
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル セメンテックス ＶＦ－Ｌ 軽量 標準使用量１，２００ｋｇ／ｍ３
オバナヤ・セメンテックス

コンクリート断面修復材 セメンテックスＶＦ－Ｌ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031100
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ＮＥＸＳＵＳ Ｓｕｐｅｒ 速硬性 標準使用量１，９００ｋｇ／ｍ
３ 太平洋マテリアル

コンクリート断面修復材 ＮＥＸＳＵＳ　Ｓｕｐｅｒ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031110
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ＮＥＸＳＵＳ Ｌｉｇｈｔ 軽量 標準使用量１，３２０ｋｇ／ｍ３
太平洋マテリアル

コンクリート断面修復材 ＮＥＸＳＵＳ　Ｌｉｇｈｔ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031120
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル マスターエマコ Ｓ８３０ 軽量 標準使用量１，５５０ｋｇ／ｍ３
ポゾリス　ソリューションズ

コンクリート断面修復材 マスターエマコＳ８３０ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031130
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル マスターエマコ Ｓ１２３ 超早強 標準使用量１，７５０ｋｇ／ｍ
３ ポゾリス　ソリューションズ

コンクリート断面修復材 マスターエマコＳ１２３ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031140
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル マスターエマコ Ｓ２３０ 充填工法用 標準使用量２，０００ｋｇ
／ｍ３ ポゾリス　ソリューションズ

コンクリート断面修復材 マスターエマコＳ２３０ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031142
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル マスターエマコ Ｓ５３５０ 軽量・速硬タイプ 標準使用量１，４
２５ｋｇ／ｍ３ ポゾリス　ソリューションズ

コンクリート断面修復材 マスターエマコＳ５３５０ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031180
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ＮＣショット Ｌ 軽量・速硬タイプ 標準使用量１，５４０ｋｇ／
ｍ３ 二瀬窯業

コンクリート断面修復材 ＮＣショットＬ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031182
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ＮＣショット ＬＨ １材型　軽量・速硬タイプ 標準使用量１，３
９５ｋｇ／ｍ３ 二瀬窯業

コンクリート断面修復材 ＮＣショットＬＨ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031170
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル リペアミックス Ｊ１ 吹付工法用 標準使用量１，８５０ｋｇ／ｍ
３ トクヤマエムテック

コンクリート断面修復材 リペアミックスＪ１ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031172
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ＩＰＨ ＃６００ 欠損断面修復用 標準使用量１，４０８ｋｇ／ｍ
３ ＳＧエンジニアリング

コンクリート断面修復材 ＩＰＨ＃６００ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

コンクリート断面修復材【公表価格】 0957031174
コンクリート断面修復材 ポリマーセメントモルタル ＩＰＨ ＃８００ 欠損断面修復用　１材型 標準使用量１，８７５
ｋｇ／ｍ３ ＳＧエンジニアリング

コンクリート断面修復材 ＩＰＨ＃８００ ｋｇ 193 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010102
炭素繊維シート 炭素繊維シート（１方向・高強度） 繊維目付量２００ｇ／ｍ２　引張強度３，４００Ｎ／ｍｍ２　引
張弾性率２．４５×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．１１１ｍｍ ★ 日鉄ケミカル＆マテリアル，三菱ケミカルインフ
ラテック，東レ，前田工繊

炭素繊維シート　１方向高強度 目付量２００　引張強度３４００ ｍ２ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010104
炭素繊維シート 炭素繊維シート（１方向・高強度） 繊維目付量３００ｇ／ｍ２　引張強度３，４００Ｎ／ｍｍ２　引
張弾性率２．４５×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．１６７ｍｍ ★ 日鉄ケミカル＆マテリアル，三菱ケミカルインフ
ラテック，東レ，前田工繊

炭素繊維シート　１方向高強度 目付量３００　引張強度３４００ ｍ２ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010106
炭素繊維シート 炭素繊維シート（１方向・高強度） 繊維目付量４００ｇ／ｍ２　引張強度３，４００Ｎ／ｍｍ２　引
張弾性率２．４５×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．２２２ｍｍ ★ 日鉄ケミカル＆マテリアル，三菱ケミカルインフ
ラテック，東レ，前田工繊

炭素繊維シート　１方向高強度 目付量４００　引張強度３４００ ｍ２ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010108
炭素繊維シート 炭素繊維シート（１方向・高強度） 繊維目付量４５０ｇ／ｍ２　引張強度３，４００Ｎ／ｍｍ２　引
張弾性率２．４５×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．２５０ｍｍ ★ 日鉄ケミカル＆マテリアル，三菱ケミカルインフ
ラテック，東レ，前田工繊

炭素繊維シート　１方向高強度 目付量４５０　引張強度３４００ ｍ２ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010110
炭素繊維シート 炭素繊維シート（１方向・高強度） 繊維目付量６００ｇ／ｍ２　引張強度３，４００Ｎ／ｍｍ２　引
張弾性率２．４５×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．３３３ｍｍ ★ 日鉄ケミカル＆マテリアル，三菱ケミカルインフ
ラテック，東レ，前田工繊

炭素繊維シート　１方向高強度 目付量６００　引張強度３４００ ｍ２ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材
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連続繊維シート・メッシュ 0957010112
炭素繊維シート 炭素繊維シート（１方向・中弾性） 繊維目付量３００ｇ／ｍ２　引張強度２，９００Ｎ／ｍｍ２　引
張弾性率３．９０×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．１６５ｍｍ ★ 日鉄ケミカル＆マテリアル，三菱ケミカルインフ
ラテック，東レ，前田工繊

炭素繊維シート　１方向中弾性 目付量３００　引張強度２９００ ｍ２ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010114
炭素繊維シート 炭素繊維シート（１方向・中弾性） 繊維目付量３００ｇ／ｍ２　引張強度２，４００Ｎ／ｍｍ２　引
張弾性率４．４０×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．１６３ｍｍ ★ 日鉄ケミカル＆マテリアル，三菱ケミカルインフ
ラテック，東レ，前田工繊

炭素繊維シート　１方向中弾性 目付量３００　引張強度２４００ ｍ２ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010702
アラミド繊維シート アラミド繊維シート（１方向・高弾性） 繊維目付量２８０ｇ／ｍ２　引張強度２，０６０Ｎ／ｍ
ｍ２　引張弾性率１．１８×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．１９３ｍｍ ★ 前田工繊，ファイベックス，日鉄ケミカ
ル＆マテリアル

アラミド繊維シート１方向高弾性 目付量２８０　引張強度２０６０ ｍ２ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010704
アラミド繊維シート アラミド繊維シート（１方向・高弾性） 繊維目付量４１５ｇ／ｍ２　引張強度２，０６０Ｎ／ｍ
ｍ２　引張弾性率１．１８×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．２８６ｍｍ ★ 前田工繊，ファイベックス，日鉄ケミカ
ル＆マテリアル

アラミド繊維シート１方向高弾性 目付量４１５　引張強度２０６０ ｍ２ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010706
アラミド繊維シート アラミド繊維シート（１方向・高弾性） 繊維目付量６２３ｇ／ｍ２　引張強度２，０６０Ｎ／ｍ
ｍ２　引張弾性率１．１８×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．４３０ｍｍ ★ 前田工繊，ファイベックス，日鉄ケミカ
ル＆マテリアル

アラミド繊維シート１方向高弾性 目付量６２３　引張強度２０６０ ｍ２ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010708
アラミド繊維シート アラミド繊維シート（１方向・高弾性） 繊維目付量８３０ｇ／ｍ２　引張強度２，０６０Ｎ／ｍ
ｍ２　引張弾性率１．１８×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．５７２ｍｍ ★ 前田工繊，ファイベックス，日鉄ケミカ
ル＆マテリアル

アラミド繊維シート１方向高弾性 目付量８３０　引張強度２０６０ ｍ２ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010602
コンクリート片剥落防止用アラミドメッシュ フィブラシート（ＡＫＭ－５／５） 繊維目付量９０ｇ／ｍ２　引張強度
２，０６０Ｎ／ｍｍ２　引張弾性率１．１８×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．０２４ｍｍ ★ ファイベックス

アラミドメッシュ フィブラシート　ＡＫＭ－５／５ ｍ２ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010604
コンクリート片剥落防止用アラミドメッシュ フィブラシート（ＡＫＭ－１０／１０） 繊維目付量１８０ｇ／ｍ２　引
張強度２，０６０Ｎ／ｍｍ２　引張弾性率１．１８×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．０４８ｍｍ ★ ファイベックス

アラミドメッシュ フィブラシートＡＫＭ１０／１０ ｍ２ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010116 連続繊維シート・メッシュ専用補助材 プライマー エポキシ樹脂系　ｍ２当たり標準使用量　０．２９ｋｇ ★ 連続繊維シート・メッシュ補助材 プライマー　エポキシ樹脂系 ｋｇ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010118 連続繊維シート・メッシュ専用補助材 不陸修正材（パテ） エポキシ樹脂系　ｍ２当たり標準使用量　１．４６ｋｇ ★ 連続繊維シート・メッシュ補助材 不陸修正材　エポキシ樹脂系 ｋｇ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010120 連続繊維シート・メッシュ専用補助材 含浸接着剤 エポキシ樹脂系　ｍ２当たり標準使用量　※適用欄を参照 ★ 連続繊維シート・メッシュ補助材 含浸接着剤　エポキシ樹脂系 ｋｇ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010122 連続繊維シート・メッシュ専用補助材 仕上げ塗料（中塗り） エポキシ樹脂系　ｍ２当たり標準使用量　０．２ｋｇ ★ 連続繊維シート・メッシュ補助材 仕上げ塗料　中塗り　エポキシ系 ｋｇ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010124
連続繊維シート・メッシュ専用補助材 仕上げ塗料（上塗り） アクリルウレタン樹脂系　ｍ２当たり標準使用量　０．
１６ｋｇ ★

連続繊維シート・メッシュ補助材 仕上げ塗料　上塗り　アクリル系 ｋｇ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010126 連続繊維シート・メッシュ専用補助材 仕上げ塗料（上塗り） フッ素樹脂系　ｍ２当たり標準使用量　０．１６ｋｇ ★ 連続繊維シート・メッシュ補助材 仕上げ塗料上塗り　フッ素樹脂系 ｋｇ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010132 連続繊維シート・メッシュ専用補助材 仕上げモルタル ポリマーセメント　ｍ２当たり標準使用量　２．３１ｋｇ ★ 連続繊維シート・メッシュ補助材 仕上げモルタルポリマーセメント ｋｇ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010134
連続繊維シート・メッシュ専用補助材 仕上げ塗料（モルタル用上塗り） 水性アクリル樹脂系　ｍ２当たり標準使用量
０．３２ｋｇ ★

連続繊維シート・メッシュ補助材 仕上げ塗料　モルタル用上塗り ｋｇ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010136
可視樹脂繊維シート（ガラス繊維シート・ナイロン繊維シート） ガラス繊維シート 繊維目付量１８３ｇ／ｍ２　設計
厚０．３００ｍｍ エムビーエス，デンカ

可視樹脂繊維シート ガラス繊維シート　目付量１８３ ｍ２ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010138
可視樹脂繊維シート（ガラス繊維シート・ナイロン繊維シート） ガラス繊維シート 繊維目付量２００ｇ／ｍ２　設計
厚０．２５０ｍｍ エムビーエス，デンカ

可視樹脂繊維シート ガラス繊維シート　目付量２００ ｍ２ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材
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連続繊維シート・メッシュ 0957010140
可視樹脂繊維シート（ガラス繊維シート・ナイロン繊維シート） ナイロン繊維シート 繊維目付量１６０ｇ／ｍ２　設
計厚０．０７０ｍｍ エムビーエス，デンカ

可視樹脂繊維シート ナイロン繊維シート目付量１６０ ｍ２ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010142
可視樹脂繊維シート（ガラス繊維シート・ナイロン繊維シート）専用補助材 含浸接着剤 ポリウレタン樹脂系　（比重
１．０３）繊維目付量１８３ｇ／ｍ２用

可視樹脂繊維シート専用補助材 含浸接着剤　ポリウレタン樹脂系 リットル 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

連続繊維シート・メッシュ 0957010144
可視樹脂繊維シート（ガラス繊維シート・ナイロン繊維シート）専用補助材 含浸接着剤 アクリル樹脂系　（比重１．
１０）繊維目付量１６０、２００ｇ／ｍ２用

可視樹脂繊維シート専用補助材 含浸接着剤　アクリル樹脂系 ｋｇ 194 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

紫外線硬化型ＦＲＰシート―ブランド品― 0957010002 紫外線硬化型ＦＲＰシート ウルトラパッチ ０．０７ｍ２未満／枚 ★ 阿南電機 紫外線硬化型ＦＲＰシート ウルトラパッチ０．０７ｍ２未満 ｍ２ 195 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

紫外線硬化型ＦＲＰシート―ブランド品― 0957010004 紫外線硬化型ＦＲＰシート ウルトラパッチ ０．０７ｍ２以上／枚～０．１５ｍ２未満／枚 ★ 阿南電機 紫外線硬化型ＦＲＰシート ウルトラパッチ０．１５ｍ２未満 ｍ２ 195 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

紫外線硬化型ＦＲＰシート―ブランド品― 0957010006 紫外線硬化型ＦＲＰシート ウルトラパッチ ０．１５ｍ２以上／枚 ★ 阿南電機 紫外線硬化型ＦＲＰシート ウルトラパッチ０．１５ｍ２以上 ｍ２ 195 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

表面含浸材―ブランド品― 0313031515
表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 ＲＣＧインナーシール ケイ酸塩系表面保護剤　無色 ｍ２当たり標準使用量０．２
２ｋｇ アールシージージャパン

表面含浸材　ケイ酸塩系 ＲＣＧインナーシール ｋｇ 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313031517
表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 ＲＣＧインナーシールα ケイ酸塩系表面保護剤　赤紫色 ｍ２当たり標準使用量
０．２３ｋｇ アールシージージャパン

表面含浸材　ケイ酸塩系 ＲＣＧインナーシールα ｋｇ 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313037502
表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 リアクトライズ ケイ酸塩系含浸材 ｍ２当たり標準使用量０．２５ｋｇ ★ 馬居化
成工業

表面含浸材　ケイ酸塩系 リアクトライズ ｋｇ 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313038502 表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 ＫＣガードα ケイ酸塩系含浸材 ｍ２当たり標準使用量０．２０ｋｇ ★ 小堀産業 表面含浸材　ケイ酸塩系 ＫＣガードα ｋｇ 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313030014
表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 シリケートガード ケイ酸塩系表面含浸材 ｍ２当たり標準使用量０．２５ｋｇ ★
ショーボンド建設

表面含浸材　ケイ酸塩系 シリケートガード ｋｇ 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313036505
表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 ポルトガードプレクサス 無機質ケイ酸塩系含浸材 ｍ２当たり標準使用量０．２２
ｋｇ ★ セントラルコンクリート

表面含浸材　ケイ酸塩系 ポルトガードプレクサス ｋｇ 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313035505
表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 コンクリートキーパー ケイ酸リチウム系含浸材シラン混合型 ｍ２当たり標準使用
量０．１７ｋｇ ★ ＤＴＦ

表面含浸材　ケイ酸塩系 コンクリートキーパー ｋｇ 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313035510
表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 コンクリートキーパーｎｅｏ ケイ酸リチウム系含浸材シラン混合型（シラン強化タ
イプ） ｍ２当たり標準使用量０．１７ｋｇ ★ ＤＴＦ

表面含浸材　ケイ酸塩系 コンクリートキーパーｎｅｏ ｋｇ 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313030006
表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 ＲＣガーデックス防水用 ケイ酸ナトリウム系無機質浸透性コンクリート改質材 ｍ
２当たり標準使用量０．１４リットル 日本躯体処理

表面含浸材　ケイ酸塩系 ＲＣガーデックス防水用 リットル 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313030012
表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 エバープロロング ケイ酸塩系コンクリート表面保護剤 ｍ２当たり標準使用量０．
１７ｋｇ ★ 日本プロロング

表面含浸材　ケイ酸塩系 エバープロロング ｋｇ 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313030008
表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 Ｓクリートアップ ケイ酸塩系浸透性改質強化剤 ｍ２当たり標準使用量０．２２
リットル ★ バークス環境

表面含浸材　ケイ酸塩系 Ｓクリートアップ リットル 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313030505
表面含浸材 シラン系表面含浸材 マジカルリペラー シラン・シロキサン系　表面含浸材 ｍ２当たり標準使用量０．２
１ｋｇ ★ 旭化成アドバンス，カジマ・リノベイト

表面含浸材　シラン系 マジカルリペラー ｋｇ 195 ○ ○ 0313 養生材・剤
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表面含浸材―ブランド品― 0313032015
表面含浸材 シラン系表面含浸材 ウエテキシＳ シラン・シロキサン系　浸透性吸水防止材 ｍ２当たり標準使用量０．
４０リットル ★ クリディエンス

表面含浸材　シラン系 ウエテキシＳ リットル 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313030004
表面含浸材 シラン系表面含浸材 サンハイドロックＬ 浸透性エチルシラン撥水剤 ｍ２当たり標準使用量０．１６ｋｇ
★ 三商

表面含浸材　シラン系 サンハイドロックＬ ｋｇ 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313030005
表面含浸材 シラン系表面含浸材 サンハイドロックＬ２ 浸透性ハイブリッドエチルシラン系撥水剤 ｍ２当たり標準使
用量０．２２ｋｇ ★ 三商

表面含浸材　シラン系 サンハイドロックＬ２ ｋｇ 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313037010
表面含浸材 シラン系表面含浸材 アクアシール１４００ シラン・シロキサン系　表面含浸材 ｍ２当たり標準使用量
０．２２ｋｇ ★ 大同塗料

表面含浸材　シラン系 アクアシール１４００ ｋｇ 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313034505
表面含浸材 シラン系表面含浸材 レジソークＴｙｐｅ１ シラン・シロキサン系　浸透性吸水防止材 ｍ２当たり標準使
用量０．２０ｋｇ ★ 大日本塗料

表面含浸材　シラン系 レジソークＴｙｐｅ１ ｋｇ 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313038005
表面含浸材 シラン系表面含浸材 アクアストップ シラン系　浸透性吸水防止材 ｍ２当たり標準使用量０．３０リット
ル ★ ダイフレックス

表面含浸材　シラン系 アクアストップ リットル 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313030002
表面含浸材 シラン系表面含浸材 ウォーターガード 無溶剤シラン系表面含浸材 ｍ２当たり標準使用量０．２２ｋｇ ★
ノックス

表面含浸材　シラン系 ウォーターガード ｋｇ 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313030010
表面含浸材 シラン系表面含浸材 Ｓクリートガード シラン・シロキサン系浸透性吸水防止剤 ｍ２当たり標準使用量
０．２２リットル ★ バークス環境

表面含浸材　シラン系 Ｓクリートガード リットル 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313033505
表面含浸材 シラン系表面含浸材 プロテクトシルＣＩＴ 鉄筋腐食抑制タイプ　ＲＣ構造物用含浸系表面保護材 ｍ２当
たり標準使用量０．６６リットル ポゾリス　ソリューションズ

表面含浸材　シラン系 プロテクトシルＣＩＴ リットル 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313033510
表面含浸材 シラン系表面含浸材 プロテクトシルＢＨＮ 高浸透タイプ　含浸系表面保護材 ｍ２当たり標準使用量０．
３３リットル ★ ポゾリス　ソリューションズ

表面含浸材　シラン系 プロテクトシルＢＨＮ リットル 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313031010
表面含浸材 シラン系表面含浸材 ウォーターカット シランオリゴマー　浸透型吸水防止剤 ｍ２当たり標準使用量０．
３３リットル ★ ボース

表面含浸材　シラン系 ウォーターカット リットル 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313035015
表面含浸材 シラン系表面含浸材 トスバリア２００ シラン系　浸透型吸水防止剤 ｍ２当たり標準使用量０．４９リッ
トル モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン

表面含浸材　シラン系 トスバリア２００ リットル 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313031520
表面含浸材 その他表面保護材 ＲＣインナーシール 無機質浸透性コンクリート防水・保護剤 ｍ２当たり標準使用量
０．２５ｋｇ アールシージージャパン

表面含浸材 ＲＣインナーシール ｋｇ 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313037005
表面含浸材 その他表面保護材 アクアシール２００Ｓ シランオリゴマー　浸透性吸水防止剤 ｍ２当たり標準使用量
０．３５リットル ★ 大同塗料

表面含浸材 アクアシール２００Ｓ リットル 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

表面含浸材―ブランド品― 0313033015
表面含浸材 その他表面保護材 ケミストップＣＭ－ＲＷ アクリル系外装用浸透性撥水剤 ｍ２当たり標準使用量０．３
３リットル ★ 三井化学産資

表面含浸材 ケミストップＣＭ－ＲＷ リットル 195 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート表面被覆塗料 0709030020
コンクリート表面被覆塗料 鋼道路橋防食便覧ＣＣ－Ａ，ＣＣ－Ｂ仕様 エポキシ樹脂プライマー ＣＣ－Ａ，ＣＣ－Ｂ
透明 比重０．９６ 目標膜厚－ 標準使用量（ハケ）０．１０・（スプレー）０．１０ｋｇ／ｍ２ ★

エポキシ樹脂プライマー ＣＣ－Ａ・ＣＣ－Ｂ　透明 ｋｇ 196 ○ ○ 0709 コンクリート土木構造物保護塗料

コンクリート表面被覆塗料 0709040020
コンクリート表面被覆塗料 鋼道路橋防食便覧ＣＣ－Ａ，ＣＣ－Ｂ仕様 エポキシ樹脂パテ ＣＣ－Ａ，ＣＣ－Ｂ 淡彩 比
重１．４９ 目標膜厚－ 標準使用量（ヘラ）０．３０ｋｇ／ｍ２ ★

エポキシ樹脂パテ ＣＣ－Ａ・ＣＣ－Ｂ　淡彩 ｋｇ 196 ○ ○ 0709 コンクリート土木構造物保護塗料

コンクリート表面被覆塗料 0709010030
コンクリート表面被覆塗料 鋼道路橋防食便覧ＣＣ－Ａ，ＣＣ－Ｂ仕様 エポキシ樹脂塗料中塗 ＣＣ－Ａ 淡彩 比重１．
３５ 目標膜厚６０μ 標準使用量（ハケ）０．２６・（スプレー）０．３２ｋｇ／ｍ２ ★

エポキシ樹脂塗料中塗 ＣＣ－Ａ　淡彩 ｋｇ 196 ○ ○ 0709 コンクリート土木構造物保護塗料
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コンクリート表面被覆塗料 0709010040
コンクリート表面被覆塗料 鋼道路橋防食便覧ＣＣ－Ａ，ＣＣ－Ｂ仕様 柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 ＣＣ－Ｂ 淡彩 比
重１．２８ 目標膜厚６０μ 標準使用量（ハケ）０．２６・（スプレー）０．３２ｋｇ／ｍ２ ★

柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗 ＣＣ－Ｂ　淡彩 ｋｇ 196 ○ ○ 0709 コンクリート土木構造物保護塗料

コンクリート表面被覆塗料 0709020020
コンクリート表面被覆塗料 鋼道路橋防食便覧ＣＣ－Ａ，ＣＣ－Ｂ仕様 ふっ素樹脂塗料上塗 ＣＣ－Ａ 淡彩 比重１．２
４ 目標膜厚３０μ 標準使用量（ハケ）０．１２・（スプレー）０．１５ｋｇ／ｍ２ ★

ふっ素樹脂塗料上塗 ＣＣ－Ａ　淡彩 ｋｇ 196 ○ ○ 0709 コンクリート土木構造物保護塗料

コンクリート表面被覆塗料 0709020030
コンクリート表面被覆塗料 鋼道路橋防食便覧ＣＣ－Ａ，ＣＣ－Ｂ仕様 柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 ＣＣ－Ｂ 淡彩 比重
１．２４ 目標膜厚３０μ 標準使用量（ハケ）０．１２・（スプレー）０．１５ｋｇ／ｍ２ ★

柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 ＣＣ－Ｂ　淡彩 ｋｇ 196 ○ ○ 0709 コンクリート土木構造物保護塗料

塗膜剥離剤―ブランド品― 0957040020
塗膜剥離剤 インバイロワン 環境対応型塗膜剥離剤（ベンジルアルコールフリー） ｍ２当たり標準使用量０．５～１．
０ｋｇ ★ インバイロワンシステム

塗膜剥離剤 インバイロワン ｋｇ 196 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

塗膜剥離剤―ブランド品― 0957040080 塗膜剥離剤 ＭＴ－ＢＥＲＯＮ５７ 水系塗膜剥離剤 ｍ２当たり標準使用量０．５ｋｇ ★ エコクリーン 塗膜剥離剤 ＭＴ－ＢＥＲＯＮ５７ ｋｇ 196 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

塗膜剥離剤―ブランド品― 0957040100 塗膜剥離剤 ハクリタイトエコＳＴ 環境対応型水系剥離剤 ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ ★ エスケー化研 塗膜剥離剤 ハクリタイトエコＳＴ ｋｇ 196 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

塗膜剥離剤―ブランド品― 0957040090
塗膜剥離剤 リペアソルブＳ 環境対応型塗膜剥離剤（水系非危険物） ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ ★ 三
協化学

塗膜剥離剤 リペアソルブＳ ｋｇ 196 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

塗膜剥離剤―ブランド品― 0957040030
塗膜剥離剤 ネオリバー泥パック 橋梁用，橋梁用ＴｙｐｅⅠ　有機溶剤系 ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ
★ 三彩化工

塗膜剥離剤　ネオリバー泥パック 橋梁用・橋梁用Ｔｙｐｅ１ ｋｇ 196 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

塗膜剥離剤―ブランド品― 0957040032
塗膜剥離剤 ネオリバー泥パック 橋梁用ＴｙｐｅⅡ　水系（エマルション） ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ
★ 三彩化工

塗膜剥離剤　ネオリバー泥パック 橋梁用Ｔｙｐｅ２ ｋｇ 196 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

塗膜剥離剤―ブランド品― 0957040010 塗膜剥離剤 アクアインプラス 水性塗膜剥離剤 ｍ２当たり標準使用量０．５ｋｇ ★ ＪＦＥエンジニアリング 塗膜剥離剤 アクアインプラス ｋｇ 196 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

塗膜剥離剤―ブランド品― 0957040062 塗膜剥離剤 ペリカンリムーバー 水系塗膜剥離剤 ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ ★ 大伸化学 塗膜剥離剤 ペリカンリムーバー ｋｇ 196 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

塗膜剥離剤―ブランド品― 0957040070 塗膜剥離剤 ＮＥ－１ 鋼構造物用中性型水系塗膜剥離剤 ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ ★ ネオス 塗膜剥離剤 ＮＥ－１ ｋｇ 196 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

塗膜剥離剤―ブランド品― 0957040042 塗膜剥離剤 バイオハクリＸ－ＷＢ 水系塗膜剥離剤 ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ ★ 山一化学工業 塗膜剥離剤 バイオハクリＸ－ＷＢ ｋｇ 196 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

塗膜剥離剤―ブランド品― 0957040050 塗膜剥離剤 パントレ 環境対応型非塩素系剥離剤 ｍ２当たり標準使用量０．５～１．０ｋｇ ★ 好川産業 塗膜剥離剤 パントレ ｋｇ 196 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

下地調整材 0703310110
シーラー類 合成樹脂エマルションシーラー ＪＩＳ　Ｋ　５６６３ Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重１．０３ 標準使用量（ハ
ケ）７０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１００ｇ／ｍ２

合成樹脂エマルションシーラー ＪＩＳ　透明 ｋｇ 196 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

下地調整材 0703310126
シーラー類 合成樹脂エマルションシーラー けいカル板用 Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重１．０４ 標準使用量（ハケ）１５０
ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１８０ｇ／ｍ２

合成樹脂エマルションシーラー ケイカル板用　透明 ｋｇ 196 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

下地調整材 0703310112
シーラー類 塩化ビニル樹脂系シーラー Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重０．９１ 標準使用量（ハケ）７０ｇ／ｍ２ 標準使用量
（スプレー）１００ｇ／ｍ２

塩化ビニル樹脂系シーラー 透明 ｋｇ 196 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

下地調整材 0703310128
シーラー類 水性シミ止めシーラー Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．２５ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（ス
プレー）－

水性シミ止めシーラー 白 ｋｇ 196 ○ ○ 0703 一般建築用塗料
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下地調整材 0703310132
シーラー類 １液形エポキシ樹脂シーラー Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重０．８６ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準使
用量（スプレー）１８０ｇ／ｍ２

１液形エポキシ樹脂シーラー 透明 ｋｇ 196 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

下地調整材 0703310116
シーラー類 ２液形エポキシ樹脂シーラー ＪＡＳＳ－１８　Ｍ－２０１ Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重０．９４ 標準使用量
（ハケ）１８０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）２１０ｇ／ｍ２

２液形エポキシ樹脂シーラー ＪＡＳＳ１８　Ｍ２０１　透明 ｋｇ 196 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

下地調整材 0703330210 シーラー類 ウッドシーラー 等級区分－ 透明 比重－ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）１００ｇ／ｍ２ ウッドシーラー 透明 リットル 196 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

下地調整材 0703330220
シーラー類 サンジングシーラー Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重０．９６ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）９０
ｇ／ｍ２

サンジングシーラー 透明 リットル 196 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

下地調整材 0703310114
パテ 合成樹脂エマルションパテ ＪＩＳ　Ｋ　５６６９　一般形 Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．６７ 標準使用量（ハケ）－
標準使用量（スプレー）－

合成樹脂エマルションパテ ＪＩＳ　一般形　白 ｋｇ 196 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

下地調整材 0703310122
パテ 合成樹脂エマルションパテ ＪＩＳ　Ｋ　５６６９　耐水形 Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）－
標準使用量（スプレー）－

合成樹脂エマルションパテ ＪＩＳ　耐水形　白 ｋｇ 196 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

下地調整材 0703310124 パテ 塩化ビニル樹脂パテ Ｆ☆☆☆☆ 白 比重－ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）－ 塩化ビニル樹脂パテ 白 ｋｇ 196 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

下地調整材 0703310130
パテ 不飽和ポリエステル樹脂パテ ＪＡＳＳ－１８　Ｍ－１１０ 等級区分－ グレー 比重－ 標準使用量（ハケ）－ 標
準使用量（スプレー）－

不飽和ポリエステル樹脂パテ ＪＡＳＳ１８　Ｍ１１０ ｋｇ 196 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

下地調整材 0703310118
パテ ２液性エポキシ樹脂パテ ＪＡＳＳ－１８　Ｍ－２０２（２） Ｆ☆☆☆☆ グレー 比重１．４６ 標準使用量（ハ
ケ）－ 標準使用量（スプレー）－

２液性エポキシ樹脂パテ ＪＡＳＳ１８　Ｍ２０２（２） ｋｇ 196 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

下地調整材 0703330230
ラッカー下地 ラッカープライマー 等級区分－ 赤さび 比重１．０８ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）
１５０ｇ／ｍ２

ラッカープライマー 赤さび リットル 196 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

鋼構造物用塗料 0701511010
一次プライマー エッチングプライマー ＪＩＳ　Ｋ　５６３３　１種　短バク型 Ｆ☆☆☆☆ 黄 比重０．８９ 標準使
用量（ハケ）１００ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１３０ｇ／ｍ２

エッチングプライマー ＪＩＳ　１種　短バク型　黄 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701511020
一次プライマー エッチングプライマー ＪＩＳ　Ｋ　５６３３　２種　長バク型 等級区分－ 暗緑 比重０．９３ 標準
使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１３０ｇ／ｍ２

エッチングプライマー ＪＩＳ　２種　長バク型　暗緑 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701512020
一次プライマー ジンクリッチプライマー ＪＩＳ　Ｋ　５５５２　１種　無機系 等級区分－ グレー 比重２．３０ 標
準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２

ジンクリッチプライマー ＪＩＳ　１種　無機系　グレー ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701512010
一次プライマー ジンクリッチプライマー ＪＩＳ　Ｋ　５５５２　２種　有機系 等級区分－ グレー 比重２．６７ 標
準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２

ジンクリッチプライマー ＪＩＳ　２種　有機系　グレー ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701530620
さび止め塗料 厚膜形ジンクリッチペイント ＪＩＳ　Ｋ　５５５３　１種　無機系 等級区分－ グレー 比重２．９３
標準使用量（ハケ）３００ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）７００ｇ／ｍ２

厚膜形ジンクリッチペイント ＪＩＳ　１種　無機系　グレー ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701530610
さび止め塗料 厚膜形ジンクリッチペイント ＪＩＳ　Ｋ　５５５３　２種　有機系 等級区分－ グレー 比重２．６７
標準使用量（ハケ）４００ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）７００ｇ／ｍ２ ★

厚膜形ジンクリッチペイント ＪＩＳ　２種　有機系　グレー ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701530020
さび止め塗料 一般用さび止めペイント ＪＩＳ　Ｋ　５６２１　２種　合成樹脂系 Ｆ☆☆☆☆ 赤さび 比重１．４７
標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

一般用さび止めペイント ＪＩＳ　２種　合成樹脂系　赤錆 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701530550
さび止め塗料 鉛・クロムフリーさび止めペイント ＪＩＳ　Ｋ　５６７４　１種 Ｆ☆☆☆☆ 赤さび 比重１．５０ 標
準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★

鉛・クロムフリーさび止ペイント ＪＩＳ　１種　赤さび ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料
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鋼構造物用塗料 0701531004
下塗り塗料 エポキシ樹脂下塗り塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５５５１　Ａ種・Ｂ種 等級区分－ ブラウン 比重１．３４ 標準使
用量（ハケ）１６０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）３００ｇ／ｍ２

エポキシ樹脂下塗り塗料 ＪＩＳ　Ａ種・Ｂ種　ブラウン ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701531016
下塗り塗料 亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５５５１　Ａ種・Ｂ種 Ｆ☆☆☆☆ 赤さび 比重１．３０ 標
準使用量（ハケ）１６０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）３００ｇ／ｍ２

亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料 ＪＩＳ　Ａ種・Ｂ種　赤さび ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701531008
下塗り塗料 変性エポキシ樹脂下塗り塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５５５１　Ｃ種１号２号 等級区分－ 赤さび 比重１．３９ 標
準使用量（ハケ）２４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）４６０ｇ／ｍ２ ★

変性エポキシ樹脂下塗り塗料 ＪＩＳ　Ｃ種１号２号　赤さび ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701531010
下塗り塗料 変性エポキシ樹脂下塗り塗料 内面用 等級区分－ 淡彩 比重１．３４ 標準使用量（ハケ）２４０ｇ／ｍ２
標準使用量（スプレー）４５０ｇ／ｍ２

変性エポキシ樹脂下塗り塗料 内面用　淡彩 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701531014
下塗り塗料 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５５５１　Ｃ種１号 Ｆ☆☆☆☆ 赤さび 比重１．２５ 標準
使用量（ハケ）２４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）４６０ｇ／ｍ２ ★

弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｃ種１号　赤さび ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701531012
下塗り塗料 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 等級区分－ 淡彩 比重１．４１ 標準使用量（ハケ）３００ｇ／ｍ２ 標準
使用量（スプレー）－ ★

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 淡彩 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701531006
下塗り塗料 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 （３００μｍ） 等級区分－ グレー 比重１．４７ 標準使用量（ハケ）１，０
００ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１，２００ｇ／ｍ２ ★

超厚膜形エポキシ樹脂塗料 ３００μｍ　グレー ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701531018
下塗り塗料 ポリウレタン樹脂下塗り塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５５５１　Ｃ種２号 等級区分－ ブラウン 比重１．４８ 標準
使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１８０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂下塗り塗料 ＪＩＳ　Ｃ種２号　ブラウン ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551026
中・上塗り塗料 アルミニウムペイント ＪＩＳ　Ｋ　５４９２ Ｆ☆☆☆☆ シルバー 比重０．９６ 標準使用量（ハ
ケ）９０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１２０ｇ／ｍ２

アルミニウムペイント ＪＩＳ　Ｋ　５４９２　シルバー リットル 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551014
中・上塗り塗料 タールフリー変性エポキシ樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５５５１　Ｃ種１号 Ｆ☆☆☆☆ 黒・ブラウン 比重
１．３６ 標準使用量（ハケ）１８０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）３６０ｇ／ｍ２

タールフリー変性エポキシ樹脂 ＪＩＳ　Ｃ種１号　黒・ブラウン ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551024
中・上塗り塗料 フェノール樹脂塗料 上塗り 等級区分－ 淡彩 比重１．２１ 標準使用量（ハケ）８０ｇ／ｍ２ 標準使
用量（スプレー）１１０ｇ／ｍ２

フェノール樹脂塗料 上塗り　淡彩 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551002
中・上塗り塗料 フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料 中塗り・上塗り用 等級区分－ グレー 比重１．５５ 標準使用量（ハ
ケ）２５０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）３００ｇ／ｍ２

フェノール樹脂系ＭＩＯ塗料 中塗り・上塗り用　グレー ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551004
中・上塗り塗料 エポキシ樹脂ＭＩＯ塗料 中塗り・上塗り用 等級区分－ グレー 比重１．６１ 標準使用量（ハケ）２
３０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）３００ｇ／ｍ２

エポキシ樹脂ＭＩＯ塗料 中塗り・上塗り用　グレー ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551030
中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 中塗り 等級区分－ 白 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用
量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

エポキシ樹脂塗料 中塗り　白 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551006
中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 中塗り 等級区分－ 淡彩 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使
用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

エポキシ樹脂塗料 中塗り　淡彩 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551062
中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 中塗り 等級区分－ 青・緑系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標
準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

エポキシ樹脂塗料 中塗り　青・緑系 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551034
中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 中塗り 等級区分－ 赤系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使
用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

エポキシ樹脂塗料 中塗り　赤系 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551032
中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 上塗り 等級区分－ 白 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用
量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

エポキシ樹脂塗料 上塗り　白 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料
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鋼構造物用塗料 0701551008
中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 上塗り 等級区分－ 淡彩 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使
用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

エポキシ樹脂塗料 上塗り　淡彩 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551064
中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 上塗り 等級区分－ 青・緑系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標
準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

エポキシ樹脂塗料 上塗り　青・緑系 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551036
中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 上塗り 等級区分－ 赤系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使
用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

エポキシ樹脂塗料 上塗り　赤系 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551046
中・上塗り塗料 エポキシ樹脂塗料 液状 等級区分－ 色－ 比重１．２９ 標準使用量（ハケ）２３０ｇ／ｍ２ 標準使用
量（スプレー）４７０ｇ／ｍ２

エポキシ樹脂塗料 液状 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551128
中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　中塗り
用 Ｆ☆☆☆ 白 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２ ★

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　２種　中塗り用　白 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551124
中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　中塗り
用 Ｆ☆☆☆ 淡彩 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２ ★

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　２種　中塗り用　淡彩 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551116
中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　中塗り
用 Ｆ☆☆☆ 中彩Ａ 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２ ★

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　２種　中塗り用　中彩Ａ ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551120
中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　中塗り
用 Ｆ☆☆☆ 中彩Ｂ 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２ ★

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　２種　中塗り用　中彩Ｂ ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551108
中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　中塗り
用 Ｆ☆☆☆ 青・緑系 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２ ★

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　２種　中塗用　青・緑系 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551112
中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　中塗り
用 Ｆ☆☆☆ 黄・オレンジ系 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ
２ ★

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　２種　中塗用　黄・橙系 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551104
中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　中塗り
用 Ｆ☆☆☆ 赤系 比重１．４６ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２ ★

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　２種　中塗り用　赤系 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551126
中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　上塗り
用 Ｆ☆☆☆ 白 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　２種　上塗り用　白 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551122
中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　上塗り
用 Ｆ☆☆☆ 淡彩 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　２種　上塗り用　淡彩 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551114
中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　上塗り
用 Ｆ☆☆☆ 中彩Ａ 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　２種　上塗り用　中彩Ａ ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551118
中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　上塗り
用 Ｆ☆☆☆ 中彩Ｂ 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　２種　上塗り用　中彩Ｂ ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551106
中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　上塗り
用 Ｆ☆☆☆ 青・緑系 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　２種　上塗用　青・緑系 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551110
中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　上塗り
用 Ｆ☆☆☆ 黄・オレンジ系 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ
２ ★

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　２種　上塗用　黄・橙系 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551102
中・上塗り塗料 合成樹脂調合ペイント（環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種　上塗り
用 Ｆ☆☆☆ 赤系 比重１．２６ 標準使用量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　２種　上塗り用　赤系 ｋｇ 197 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料
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鋼構造物用塗料 0701551228
中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 白 比重１．３４ 標準使用
量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　白 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551224
中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 淡彩 比重１．３４ 標準使
用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　淡彩 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551216
中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 中彩Ａ 比重１．３４ 標準
使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　中彩Ａ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551220
中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 中彩Ｂ 比重１．３４ 標準
使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　中彩Ｂ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551208
中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 青・緑系 比重１．３４ 標
準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　青・緑系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551212
中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 黄・オレンジ系 比重１．３
４ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　黄・橙系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551204
中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 赤系 比重１．３４ 標準使
用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　赤系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551226
中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料３級 等級区分－ 白 比重１．２０ 標準使
用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料３級　白 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551222
中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料３級 等級区分－ 淡彩 比重１．２０ 標準
使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料３級　淡彩 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551214
中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料３級 等級区分－ 中彩Ａ 比重１．２０ 標
準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料３級　中彩Ａ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551218
中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料３級 等級区分－ 中彩Ｂ 比重１．２０ 標
準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料３級　中彩Ｂ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551206
中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料３級 等級区分－ 青・緑系 比重１．２０
標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料３級　青・緑 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551210
中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料３級 等級区分－ 黄・オレンジ系 比重１．
２０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料３級　黄・橙 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551202
中・上塗り塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料３級 等級区分－ 赤系 比重１．２０ 標準
使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料３級　赤系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551328
中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 中塗り用 等級区分－ 白 比重１．４３ 標準使用量（ハケ）１７０ｇ／ｍ２ 標準使用
量（スプレー）２００ｇ／ｍ２

塩化ゴム系塗料 中塗り用　白 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551324
中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 中塗り用 等級区分－ 淡彩 比重１．４３ 標準使用量（ハケ）１７０ｇ／ｍ２ 標準使
用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２

塩化ゴム系塗料 中塗り用　淡彩 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551316
中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 中塗り用 等級区分－ 中彩Ａ 比重１．４３ 標準使用量（ハケ）１７０ｇ／ｍ２ 標準
使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２

塩化ゴム系塗料 中塗り用　中彩Ａ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551320
中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 中塗り用 等級区分－ 中彩Ｂ 比重１．４３ 標準使用量（ハケ）１７０ｇ／ｍ２ 標準
使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２

塩化ゴム系塗料 中塗り用　中彩Ｂ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料
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鋼構造物用塗料 0701551308
中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 中塗り用 等級区分－ 青・緑系 比重１．４３ 標準使用量（ハケ）１７０ｇ／ｍ２ 標
準使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２

塩化ゴム系塗料 中塗り用　青・緑系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551312
中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 中塗り用 等級区分－ 黄・オレンジ系 比重１．４３ 標準使用量（ハケ）１７０ｇ／
ｍ２ 標準使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２

塩化ゴム系塗料 中塗り用　黄・オレンジ系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551304
中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 中塗り用 等級区分－ 赤系 比重１．４３ 標準使用量（ハケ）１７０ｇ／ｍ２ 標準使
用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２

塩化ゴム系塗料 中塗り用　赤系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551330
中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 中塗り用 等級区分－ シルバー 比重１．０４ 標準使用量（ハケ）８０ｇ／ｍ２ 標準
使用量（スプレー）１００ｇ／ｍ２

塩化ゴム系塗料 中塗り用　シルバー ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551326
中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 上塗り用 等級区分－ 白 比重１．３７ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準使用
量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

塩化ゴム系塗料 上塗り用　白 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551322
中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 上塗り用 等級区分－ 淡彩 比重１．３７ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準使
用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

塩化ゴム系塗料 上塗り用　淡彩 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551314
中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 上塗り用 等級区分－ 中彩Ａ 比重１．３７ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準
使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

塩化ゴム系塗料 上塗り用　中彩Ａ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551318
中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 上塗り用 等級区分－ 中彩Ｂ 比重１．３７ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準
使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

塩化ゴム系塗料 上塗り用　中彩Ｂ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551306
中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 上塗り用 等級区分－ 青・緑系 比重１．３７ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標
準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

塩化ゴム系塗料 上塗り用　青・緑系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551310
中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 上塗り用 等級区分－ 黄・オレンジ系 比重１．３７ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／
ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

塩化ゴム系塗料 上塗り用　黄・オレンジ系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551302
中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 上塗り用 等級区分－ 赤系 比重１．３７ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準使
用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

塩化ゴム系塗料 上塗り用　赤系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551332
中・上塗り塗料 塩化ゴム系塗料 上塗り用 等級区分－ シルバー 比重１．０４ 標準使用量（ハケ）８０ｇ／ｍ２ 標準
使用量（スプレー）１００ｇ／ｍ２

塩化ゴム系塗料 上塗り用　シルバー ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551428
中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂用塗料（シリコン変性アクリル樹脂用塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗
料 等級区分－ 白 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

アクリルシリコン樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　白 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551424
中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂用塗料（シリコン変性アクリル樹脂用塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗
料 等級区分－ 淡彩 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

アクリルシリコン樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　淡彩 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551416
中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂用塗料（シリコン変性アクリル樹脂用塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗
料 等級区分－ 中彩Ａ 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

アクリルシリコン樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　中彩Ａ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551420
中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂用塗料（シリコン変性アクリル樹脂用塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗
料 等級区分－ 中彩Ｂ 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

アクリルシリコン樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　中彩Ｂ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551408
中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂用塗料（シリコン変性アクリル樹脂用塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗
料 等級区分－ 青・緑系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

アクリルシリコン樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　青・緑系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551412
中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂用塗料（シリコン変性アクリル樹脂用塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗
料 等級区分－ 黄・オレンジ系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／
ｍ２

アクリルシリコン樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　黄・橙系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料
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鋼構造物用塗料 0701551404
中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂用塗料（シリコン変性アクリル樹脂用塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗
料 等級区分－ 赤系 比重１．３３ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

アクリルシリコン樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　赤系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551426
中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂塗料（シリコン変性アクリル樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料２
級 等級区分－ 白 比重１．２４ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２

アクリルシリコン樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料２級　白 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551422
中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂塗料（シリコン変性アクリル樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料２
級 等級区分－ 淡彩 比重１．２４ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２

アクリルシリコン樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料２級　淡彩 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551414
中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂塗料（シリコン変性アクリル樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料２
級 等級区分－ 中彩Ａ 比重１．２４ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２

アクリルシリコン樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料２級　中彩Ａ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551418
中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂塗料（シリコン変性アクリル樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料２
級 等級区分－ 中彩Ｂ 比重１．２４ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２

アクリルシリコン樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料２級　中彩Ｂ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551406
中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂塗料（シリコン変性アクリル樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料２
級 等級区分－ 青・緑系 比重１．２４ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２

アクリルシリコン樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料２級　青・緑 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551410
中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂塗料（シリコン変性アクリル樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料２
級 等級区分－ 黄・オレンジ系 比重１．２４ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／
ｍ２

アクリルシリコン樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料２級　黄・橙 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551402
中・上塗り塗料 アクリルシリコン樹脂塗料（シリコン変性アクリル樹脂塗料） ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料２
級 等級区分－ 赤系 比重１．２４ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２

アクリルシリコン樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料２級　赤系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551528
中・上塗り塗料 ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 白 比重１．３３ 標準使用量（ハ
ケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★

ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　白 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551524
中・上塗り塗料 ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 淡彩 比重１．３３ 標準使用量
（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★

ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　淡彩 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551516
中・上塗り塗料 ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 中彩Ａ 比重１．３３ 標準使用量
（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★

ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　中彩Ａ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551520
中・上塗り塗料 ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 中彩Ｂ 比重１．３３ 標準使用量
（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★

ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　中彩Ｂ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551508
中・上塗り塗料 ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 青・緑系 比重１．３３ 標準使用
量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★

ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　青・緑系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551512
中・上塗り塗料 ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 黄・オレンジ系 比重１．３３ 標
準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★

ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　黄・橙系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551504
中・上塗り塗料 ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 赤系 比重１．３３ 標準使用量
（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★

ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　赤系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551526
中・上塗り塗料 ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料１級 等級区分－ 白 比重１．２６ 標準使用量
（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料１級　白 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551522
中・上塗り塗料 ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料１級 等級区分－ 淡彩 比重１．２６ 標準使用量
（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料１級　淡彩 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551514
中・上塗り塗料 ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料１級 等級区分－ 中彩Ａ 比重１．２６ 標準使用
量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料１級　中彩Ａ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料
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鋼構造物用塗料 0701551518
中・上塗り塗料 ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料１級 等級区分－ 中彩Ｂ 比重１．２６ 標準使用
量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料１級　中彩Ｂ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551506
中・上塗り塗料 ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料１級 等級区分－ 青・緑系 比重１．２６ 標準使
用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料１級　青・緑 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551510
中・上塗り塗料 ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料１級 等級区分－ 黄・オレンジ系 比重１．２６
標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料１級　黄・橙 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551502
中・上塗り塗料 ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料１級 等級区分－ 赤系 比重１．２６ 標準使用量
（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料１級　赤系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551628
中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 白 比重１．３４ 標準使
用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★

弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　白 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551624
中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 淡彩 比重１．３４ 標準
使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★

弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　淡彩 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551616
中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 中彩Ａ 比重１．３４ 標
準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★

弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　中彩Ａ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551620
中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 中彩Ｂ 比重１．３４ 標
準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★

弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　中彩Ｂ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551608
中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 青・緑系 比重１．３４
標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★

弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　青・緑系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551612
中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 黄・オレンジ系 比重１．
３４ 標準使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★

弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　黄・橙系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551604
中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　中塗り塗料 等級区分－ 赤系 比重１．３４ 標準
使用量（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２ ★

弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料 ＪＩＳ　中塗り塗料　赤系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551626
中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料１級 等級区分－ 白 比重１．２０ 標準
使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料１級　白 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551622
中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料１級 等級区分－ 淡彩 比重１．２０ 標
準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料１級　淡彩 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551614
中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料１級 等級区分－ 中彩Ａ 比重１．２０
標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料１級　中彩Ａ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551618
中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料１級 等級区分－ 中彩Ｂ 比重１．２０
標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料１級　中彩Ｂ ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551606
中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料１級 等級区分－ 青・緑系 比重１．２０
標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料１級　青・緑 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551610
中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料１級 等級区分－ 黄・オレンジ系 比重
１．２０ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料１級　黄・橙 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料

鋼構造物用塗料 0701551602
中・上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６５９　上塗り塗料１級 等級区分－ 赤系 比重１．２０ 標
準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２ ★

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ＪＩＳ　上塗り塗料１級　赤系 ｋｇ 198 ○ ○ 0701 鋼構造物用塗料
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一般建築用塗料 0703310606
油性下地材・ワニス 油ワニス 長油性 等級区分－ 透明 比重０．８８ 標準使用量（ハケ）８０ｇ／ｍ２ 標準使用量
（スプレー）－

油ワニス 長油性　透明 リットル 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310002
合成樹脂調合塗料 合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　１種 Ｆ☆☆☆ 白 比重１．２５ 標準使用量（ハ
ケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　１種　Ｆ☆☆☆　白 リットル 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310004
合成樹脂調合塗料 合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　１種 Ｆ☆☆☆ 淡彩 比重１．２５ 標準使用量（ハ
ケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　１種　Ｆ☆☆☆　淡彩 リットル 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310022
合成樹脂調合塗料 合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　１種 Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．３０ 標準使用量（ハ
ケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　１種　Ｆ☆☆☆☆　白 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310024
合成樹脂調合塗料 合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　１種 Ｆ☆☆☆☆ 淡彩 比重１．３０ 標準使用量
（ハケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）２００ｇ／ｍ２

合成樹脂調合ペイント ＪＩＳ　１種　Ｆ☆☆☆☆　淡彩 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310020
合成樹脂調合塗料 木部下塗り用調合ペイント ＪＡＳＳ－１８　Ｍ－３０４ Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．４２ 標準使用量
（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）－

木部下塗り用調合ペイント ＪＡＳＳ－１８　Ｍ－３０４　白 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310506
合成樹脂エマルション塗料 つや有合成樹脂エマルションペイント ＪＩＳ　Ｋ　５６６０　コンクリート用 Ｆ☆☆☆☆
白 比重１．２５ 標準使用量（ハケ）１５０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１８０ｇ／ｍ２

つや有合成樹脂エマルション ＪＩＳ　コンクリート用　白 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310508
合成樹脂エマルション塗料 つや有合成樹脂エマルションペイント ＪＩＳ　Ｋ　５６６０　鉄面用 Ｆ☆☆☆☆ 白 比重
１．２５ 標準使用量（ハケ）１３０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１８０ｇ／ｍ２

つや有合成樹脂エマルション ＪＩＳ　鉄面用　白 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310102
合成樹脂エマルション塗料 合成樹脂エマルションペイント ＪＩＳ　Ｋ　５６６３　１種 Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．４７
標準使用量（ハケ）１３０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１６０ｇ／ｍ２

合成樹脂エマルションペイント ＪＩＳ　１種　白 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310104
合成樹脂エマルション塗料 合成樹脂エマルションペイント ＪＩＳ　Ｋ　５６６３　１種 Ｆ☆☆☆☆ 淡彩 比重１．４
７ 標準使用量（ハケ）１３０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１６０ｇ／ｍ２

合成樹脂エマルションペイント ＪＩＳ　１種　淡彩 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310106
合成樹脂エマルション塗料 合成樹脂エマルションペイント ＪＩＳ　Ｋ　５６６３　２種 Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．４４
標準使用量（ハケ）１３０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１６０ｇ／ｍ２

合成樹脂エマルションペイント ＪＩＳ　２種　白 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310108
合成樹脂エマルション塗料 合成樹脂エマルションペイント ＪＩＳ　Ｋ　５６６３　２種 Ｆ☆☆☆☆ 淡彩 比重１．４
４ 標準使用量（ハケ）１３０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１６０ｇ／ｍ２

合成樹脂エマルションペイント ＪＩＳ　２種　淡彩 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310206
樹脂系塗料 フタル酸樹脂ワニス 等級区分－ 透明 比重０．９２ 標準使用量（ハケ）１００ｇ／ｍ２ 標準使用量（ス
プレー）－

フタル酸樹脂ワニス 透明 リットル 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310202
樹脂系塗料 フタル酸樹脂エナメル ＪＩＳ　Ｋ　５５７２　１種 Ｆ☆☆☆ 白 比重１．１７ 標準使用量（ハケ）１２
０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２

フタル酸樹脂エナメル ＪＩＳ　１種　白 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310204
樹脂系塗料 フタル酸樹脂エナメル ＪＩＳ　Ｋ　５５７２　１種 Ｆ☆☆☆ 淡彩 比重１．１７ 標準使用量（ハケ）１
２０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１５０ｇ／ｍ２

フタル酸樹脂エナメル ＪＩＳ　１種　淡彩 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310406
樹脂系塗料 塩化ビニル樹脂ワニス Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重１．０３ 標準使用量（ハケ）９０ｇ／ｍ２ 標準使用量（ス
プレー）１２０ｇ／ｍ２

塩化ビニル樹脂ワニス 透明 リットル 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310402
樹脂系塗料 塩化ビニル樹脂エナメル Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．２８ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量
（スプレー）１５０ｇ／ｍ２

塩化ビニル樹脂エナメル 白 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310404
樹脂系塗料 塩化ビニル樹脂エナメル Ｆ☆☆☆☆ 淡彩 比重１．２８ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用量
（スプレー）１５０ｇ／ｍ２

塩化ビニル樹脂エナメル 淡彩 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料
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一般建築用塗料 0703310326
樹脂系塗料 アクリル樹脂系非水分散形塗料 ＪＩＳ　Ｋ　５６７０ Ｆ☆☆☆☆ 淡彩 比重１．３０ 標準使用量（ハ
ケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

アクリル樹脂系非水分散形塗料 ＪＩＳ　淡彩 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310324
樹脂系塗料 アクリル樹脂ワニス Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重０．９３ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）１３
０ｇ／ｍ２

アクリル樹脂ワニス 透明 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310310
樹脂系塗料 アクリル樹脂エナメル Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．１６ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）１７
０ｇ／ｍ２

アクリル樹脂エナメル 白 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310312
樹脂系塗料 アクリル樹脂エナメル Ｆ☆☆☆☆ 淡彩 比重１．１６ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）１
７０ｇ／ｍ２

アクリル樹脂エナメル 淡彩 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310322
樹脂系塗料 ポリウレタン樹脂ワニス ＪＡＳＳ－１８　Ｍ－３０１　１液形 等級区分－ 透明 比重０．９５ 標準使用
量（ハケ）１１０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１３０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂ワニス ＪＡＳＳ１８　Ｍ３０１　１液形 リットル 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310306
樹脂系塗料 ポリウレタン樹脂ワニス ＪＡＳＳ－１８　Ｍ－５０２　２液形 Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重０．９５ 標準使用
量（ハケ）８０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１２０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂ワニス ＪＡＳＳ１８　Ｍ５０２　２液形 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310302
樹脂系塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＡＳＳ－１８　Ｍ－４０３ Ｆ☆☆☆☆ 白 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）１
００ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１２０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂塗料 ＪＡＳＳ１８　Ｍ４０３　白 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310304
樹脂系塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ＪＡＳＳ－１８　Ｍ－４０３ Ｆ☆☆☆☆ 淡彩 比重１．２０ 標準使用量（ハケ）
１００ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１２０ｇ／ｍ２

ポリウレタン樹脂塗料 ＪＡＳＳ１８　Ｍ４０３　淡彩 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310210
その他塗料 オイルステイン 等級区分－ 標準 比重０．８６ 標準使用量（ハケ）５０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプ
レー）－

オイルステイン 標準 リットル 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310514 その他塗料 セラックニス Ｆ☆☆☆☆ 黄褐 比重－ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）－ セラックニス 黄褐 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703330010
その他塗料 クリヤラッカー 木材用クリヤラッカー Ｆ☆☆☆☆ 透明 比重０．９６ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量
（スプレー）１１０ｇ／ｍ２

クリヤラッカー 木材用クリヤラッカー　透明 リットル 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310534
その他塗料 水系さび止めペイント ＪＡＳＳ－１８　Ｍ－１１１ Ｆ☆☆☆☆ 赤さび 比重１．３２ 標準使用量（ハ
ケ）１４０ｇ／ｍ２ 標準使用量（スプレー）１７０ｇ／ｍ２

水系さび止めペイント ＪＡＳＳ１８　Ｍ１１１　赤さび ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310530
その他塗料 多彩模様塗料 Ｆ☆☆☆☆ 標準 比重１．１０ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）２２０ｇ／
ｍ２

多彩模様塗料 標準 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310120
その他塗料 合成樹脂エマルション模様塗料 Ｆ☆☆☆☆ 白 比重－ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）７
００ｇ／ｍ２

合成樹脂エマルション模様塗料 白 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310502
その他塗料 トタン板用塗料 合成樹脂系 等級区分－ 標準 比重１．１４ 標準使用量（ハケ）１２０ｇ／ｍ２ 標準使用
量（スプレー）１４０ｇ／ｍ２

トタン板用塗料 合成樹脂系　標準 リットル 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310510 その他塗料 との粉 目止め剤 等級区分－ 色－ 比重－ 標準使用量（ハケ）－ 標準使用量（スプレー）－ との粉 目止め剤 ｋｇ 199 ○ ○ 0703 一般建築用塗料

希釈剤 0707202010 塗料用シンナー 比重０．７９ シンナー 塗料用 リットル 199 ○ ○ 0707 溶剤

希釈剤 0707202020 ラッカーシンナー 比重０．８７ シンナー ラッカー用 リットル 199 ○ ○ 0707 溶剤
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希釈剤 0707202030 エッチングプライマー用シンナー 比重０．８７ シンナー エッチングプライマー用 リットル 199 ○ ○ 0707 溶剤

希釈剤 0707202040 ジンクリッチプライマー用シンナー 無機 比重０．８４ シンナー ジンクリッチプライマー用　無機 リットル 199 ○ ○ 0707 溶剤

希釈剤 0707202050 ジンクリッチプライマー用シンナー 有機 比重０．８６ シンナー ジンクリッチプライマー用　有機 リットル 199 ○ ○ 0707 溶剤

希釈剤 0707202060 エポキシ樹脂塗料用シンナー 比重０．８６ シンナー エポキシ樹脂塗料用 リットル 199 ○ ○ 0707 溶剤

希釈剤 0707202190 エポキシ樹脂塗料用シンナー 水道用　液状 比重０．８４ シンナー エポキシ樹脂塗料用　水道用液状 リットル 199 ○ ○ 0707 溶剤

希釈剤 0707202070 塩化ビニル樹脂塗料用シンナー 比重０．８６ シンナー 塩化ビニル樹脂塗料用 リットル 199 ○ ○ 0707 溶剤

希釈剤 0707202092 ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 中塗り用 比重０．８６ シンナー ポリウレタン樹脂塗料用　中塗り リットル 199 ○ ○ 0707 溶剤

希釈剤 0707202094 ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 上塗り用 比重０．８８ シンナー ポリウレタン樹脂塗料用　上塗り リットル 199 ○ ○ 0707 溶剤

希釈剤 0707202100 塩化ゴム系塗料用シンナー 比重０．８４ シンナー 塩化ゴム系塗料用 リットル 199 ○ ○ 0707 溶剤

希釈剤 0707202110 アクリル樹脂塗料用シンナー 比重０．８８ シンナー アクリル樹脂塗料用 リットル 199 ○ ○ 0707 溶剤

希釈剤 0707202140 ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用 比重０．８６ シンナー ふっ素樹脂塗料用　中塗り用 リットル 199 ○ ○ 0707 溶剤

希釈剤 0707202150 ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用 比重０．９１ シンナー ふっ素樹脂塗料用　上塗り用 リットル 199 ○ ○ 0707 溶剤

希釈剤 0707202160 ボイル油 ＪＩＳ　Ｋ　５４２１ 比重０．９０ ボイル油 ＪＩＳ　Ｋ　５４２１ リットル 199 ○ ○ 0707 溶剤

路面標示用塗料 0705350110 路面標示用塗料　１種Ｂ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　常温 白 比重１．３～１．６ ★ 路面標示用塗料　１種Ｂ 常温　白 リットル 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料 0705350130 路面標示用塗料　１種Ｂ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　常温　鉛・クロムフリー 黄 比重１．３～１．６ ★ 路面標示用塗料　１種Ｂ 常温　鉛・クロムフリー　黄 リットル 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料 0705350210 路面標示用塗料　２種Ｂ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　加熱 白 比重１．４～１．７ ★ 路面標示用塗料　２種Ｂ 加熱　白 リットル 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料 0705350222 路面標示用塗料　２種Ｂ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　加熱　鉛・クロムフリー 黄 比重１．４～１．７ ★ 路面標示用塗料　２種Ｂ 加熱　鉛・クロムフリー　黄 リットル 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料 0705350310
路面標示用塗料　３種１号 ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　溶融　ガラスビーズ含有量１５～１８％ 白 比重１．８～２．３
★

路面標示用塗料　３種１号 溶融　白 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料
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路面標示用塗料 0705350350
路面標示用塗料　３種１号 ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　溶融　鉛・クロムフリー　ガラスビーズ含有量１５～１８％ 黄 比
重１．８～２．３ ★

路面標示用塗料　３種１号 溶融　鉛・クロムフリー　黄 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料 0705350510 接着用プライマー 区画線用 比重０．９ ★ 接着用プライマー 区画線用 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料 0705350512 接着用プライマー 区画線用　コンクリート舗装用 比重０．９ ★ 接着用プライマー 区画線用　コンクリート舗装用 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料 0705351010 ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） ★ ガラスビーズ １号 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料 0705350410 路面標示用水性塗料　１種Ａ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　常温 白 比重１．３～１．６ ★ 路面標示用水性塗料　１種Ａ 常温　白 リットル 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料 0705350422 路面標示用水性塗料　１種Ａ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　常温　鉛・クロムフリー 黄 比重１．３～１．６ ★ 路面標示用水性塗料　１種Ａ 常温　鉛・クロムフリー　黄 リットル 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料 0705350430 路面標示用水性塗料　２種Ａ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　加熱 白 比重１．４～１．７ ★ 路面標示用水性塗料　２種Ａ 加熱　白 リットル 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料 0705350442 路面標示用水性塗料　２種Ａ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　加熱　鉛・クロムフリー 黄 比重１．４～１．７ ★ 路面標示用水性塗料　２種Ａ 加熱　鉛・クロムフリー　黄 リットル 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351012 高視認性区画線用　リブ式（溶融式） レインフラッシュラインＨＶ 白 ★ アトミクス レインフラッシュラインＨＶ 白 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351016 高視認性区画線用　リブ式（溶融式） レインフラッシュラインＨＶ　鉛・クロムフリー 黄 ★ アトミクス レインフラッシュラインＨＶ 鉛・クロムフリー　黄 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351018 高視認性区画線用　リブ式（溶融式） ニューレインスター 白 ★ キクテック ニューレインスター 白 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351020 高視認性区画線用　リブ式（溶融式） ニューレインスター　鉛・クロムフリー 黄 ★ キクテック ニューレインスター 鉛・クロムフリー　黄 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351066 高視認性区画線用　リブ式（溶融式） ニューレインスターメガルクス 白 ★ 積水樹脂 ニューレインスターメガルクス 白 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351068 高視認性区画線用　リブ式（溶融式） ニューレインスターメガルクス　鉛・クロムフリー 黄 ★ 積水樹脂 ニューレインスターメガルクス 鉛・クロムフリー　黄 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351032 高視認性区画線用　非リブ式（溶融式） レインフラッシュグルービー 白 ★ アトミクス レインフラッシュグルービー 白 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351036 高視認性区画線用　非リブ式（溶融式） レインフラッシュグルービー　鉛・クロムフリー 黄 ★ アトミクス レインフラッシュグルービー 鉛・クロムフリー　黄 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351038
高視認性区画線用　非リブ式（溶融式） グルービー用ビーズ　レインフラッシュグルービー用ガラスビーズ ★ アトミ
クス

グルービー用ビーズ レインフラッシュグルービー用 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351040 高視認性区画線用　非リブ式（溶融式） ラインファルトグリッパーＨＲ 白 ★ 大崎工業 ラインファルトグリッパーＨＲ 白 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料
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路面標示用塗料―ブランド品― 0705351044 高視認性区画線用　非リブ式（溶融式） グリットライン 白 ★ キクテック，信号器材 グリットライン 白 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351048 高視認性区画線用　非リブ式（溶融式） グリットライン　鉛・クロムフリー 黄 ★ キクテック，信号器材 グリットライン 鉛・クロムフリー　黄 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351050
高視認性区画線用　非リブ式（溶融式） グリットライン用ガラスビーズ　グリットライン用セラミック骨材（白色）含
む ★ キクテック，信号器材

グリットライン用ガラスビーズ セラミック骨材白色含む ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351052
高視認性区画線用　非リブ式（溶融式） グリットライン用ガラスビーズ　グリットライン用セラミック骨材（黄色）含
む ★ キクテック，信号器材

グリットライン用ガラスビーズ セラミック骨材黄色含む ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351054 高視認性区画線用　非リブ式（溶融式） ジスラインスーパーメガルクス 白 ★ 積水樹脂 ジスラインスーパーメガルクス 白 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351072 高視認性区画線用　非リブ式（溶融式） ジスラインスーパーメガルクス　鉛・クロムフリー 黄 ★ 積水樹脂 ジスラインスーパーメガルクス 鉛・クロムフリー　黄 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351058 高視認性区画線用　非リブ式（溶融式） トアライナーＭＲ＋α高輝度 白 ★ トウペ トアライナーＭＲ＋α高輝度 白 ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

路面標示用塗料―ブランド品― 0705351062
高視認性区画線用　非リブ式（溶融式） トアビーズハイブライト　トアライナーＭＲ＋α高輝度用ガラスビーズ ★ ト
ウペ

トアビーズハイブライト ｋｇ 200 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020470 耐熱塗料 オキツモ　Ｎｏ．１５ 上塗り　３００℃耐熱 シルバー 参考比重１．０ 容量１６ｋｇ オキツモ 耐熱塗料 オキツモ　１５　上塗　シルバー 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020480 耐熱塗料 オキツモ　Ｎｏ．６０５ 上塗り　６００℃耐熱 シルバー 参考比重１．０７ 容量１６ｋｇ オキツモ 耐熱塗料 オキツモ　６０５上塗　シルバー 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020490 耐熱塗料 オキツモ　Ｎｏ．９００ 下塗り　４００℃耐熱 さび 参考比重１．３ 容量１６ｋｇ オキツモ 耐熱塗料 オキツモ　９００　下塗　さび 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020500 耐熱塗料 オキツモ　Ｎｏ．９８０ 下塗り　６００℃耐熱 さび 参考比重１．３５ 容量１６ｋｇ オキツモ 耐熱塗料 オキツモ　９８０　下塗　さび 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020512 耐熱塗料 耐熱耐酸塗料　ＡＲ２５０ ２５０℃耐熱 グレー 参考比重１．５８ 容量１６ｋｇ オキツモ 耐熱塗料 耐熱耐酸塗料　ＡＲ２５０グレー 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020125 耐熱塗料 テルモ１００　ＮＣ下塗 １００℃耐熱 黒 参考比重１．３ 容量１６ｋｇ 関西ペイント 耐熱塗料 テルモ１００　ＮＣ下塗　黒 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020135 耐熱塗料 テルモ１００　ＮＣ上塗 １００℃耐熱 淡彩 参考比重１．１５ 容量１６ｋｇ 関西ペイント 耐熱塗料 テルモ１００　ＮＣ上塗　淡彩 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020130 耐熱塗料 テルモ１００　ＮＣシルバー １００℃耐熱 シルバー 参考比重１．０ 容量１６ｋｇ 関西ペイント 耐熱塗料 テルモ１００　ＮＣシルバー 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020140 耐熱塗料 テルモ２００　ＮＣ２下塗 ２００℃耐熱 グレー 参考比重１．３５ 容量１６ｋｇ 関西ペイント 耐熱塗料 テルモ２００　ＮＣ２下塗グレー 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020150 耐熱塗料 テルモ２００　ＮＣ２シルバー ２００℃耐熱 シルバー 参考比重０．９９ 容量１６ｋｇ 関西ペイント 耐熱塗料 テルモ２００　ＮＣ２シルバー 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料
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特殊塗料【公表価格】 0705020160 耐熱塗料 テルモ３００　ＮＣ２下塗 ３００℃耐熱 グレー 参考比重１．２５ 容量１６ｋｇ 関西ペイント 耐熱塗料 テルモ３００　ＮＣ２下塗グレー 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020170 耐熱塗料 テルモ３００　ＮＣ２シルバー ３００℃耐熱 シルバー 参考比重０．９９ 容量１６ｋｇ 関西ペイント 耐熱塗料 テルモ３００　ＮＣ２シルバー 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020185 耐熱塗料 テルモ６００　ＮＣ２下塗 ５００℃耐熱 グレー 参考比重１．３３ 容量１６ｋｇ 関西ペイント 耐熱塗料 テルモ６００　ＮＣ２下塗グレー 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020195 耐熱塗料 テルモ６００　ＮＣ２シルバー ５００℃耐熱 シルバー 参考比重１．０ 容量１６ｋｇ 関西ペイント 耐熱塗料 テルモ６００　ＮＣ２シルバー 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020520
耐熱塗料 テツゾール　Ｐ２００エコ シリコン樹脂系　下塗り　～２００℃ 赤さび 参考比重１．４ 容量１６ｋｇ 日
本ペイント

耐熱塗料 テツゾールＰ２００エコ　下塗 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020530
耐熱塗料 テツゾール　Ｐ３００エコ シリコン樹脂系　下塗り　～３００℃ 赤さび 参考比重１．３７ 容量１６ｋｇ
日本ペイント

耐熱塗料 テツゾールＰ３００エコ　下塗 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020540
耐熱塗料 テツゾール　Ｐ５００エコ シリコン樹脂系　下塗り　～５００℃ 赤さび 参考比重１．３７ 容量１６ｋｇ
日本ペイント

耐熱塗料 テツゾールＰ５００エコ　下塗 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020550
耐熱塗料 テツゾール　２００エコ シリコン樹脂系　上塗り　～２００℃ シルバー 参考比重１．０２ 容量１６ｋｇ
日本ペイント

耐熱塗料 テツゾール２００エコ　上塗 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020560
耐熱塗料 テツゾール　３００エコ シリコン樹脂系　上塗り　～３００℃ シルバー 参考比重１．０２ 容量１６ｋｇ
日本ペイント

耐熱塗料 テツゾール３００エコ　上塗 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020570
耐熱塗料 テツゾール　５００エコ シリコン樹脂系　上塗り　～５００℃ シルバー 参考比重０．９７ 容量１６ｋｇ
日本ペイント

耐熱塗料 テツゾール５００エコ　上塗 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020580
耐熱塗料 テツゾール　６００エコ シリコン樹脂系　上塗り　～６００℃ シルバー 参考比重１．０ 容量１６ｋｇ 日
本ペイント

耐熱塗料 テツゾール６００エコ　上塗 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020205 耐熱塗料 ニューハイテン２１　６００Ｓ ６００℃以下の耐熱塗料 シルバー 参考比重１．０５ 容量１６ｋｇ トウペ 耐熱塗料 ニューハイテン２１　６００Ｓ 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705020215 耐熱塗料 ニューハイテン２１　３００Ｓ ３００℃以下の耐熱塗料 シルバー 参考比重０．９５ 容量１６ｋｇ トウペ 耐熱塗料 ニューハイテン２１　３００Ｓ 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705300110
上水道用塗料 ＮＢコート　ＡＱ－６２ ＪＷＷＡ　Ｋ－１３５認証品 グレー 参考比重１．３１ 容量２０ｋｇセット
日塗化学

上水道用塗料 ＮＢコート　ＡＱ－６２ 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705300030
上水道用塗料 ＮＢコート　ＮＳＷ－１５００ ＪＷＷＡ　Ｋ－１５７認証品 グレー 参考比重１．４２ 容量６０ｋｇ
セット 日塗化学

上水道用塗料 ＮＢコート　ＮＳＷ－１５００ 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705300040
上水道用塗料 ＮＢコート　ＦＤ－６０００ ＪＷＷＡ　Ｋ－１５７認証品 グレー 参考比重１．５４ 容量５ｋｇセット
日塗化学

上水道用塗料 ＮＢコート　ＦＤ－６０００ 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705300050
上水道用塗料 ガードプルーフ上塗 ＪＷＷＡ　Ｋ－１４３適合品 ブルー・グレー 参考比重－ 容量１５ｋｇセット 日
本特殊塗料

上水道用塗料 ガードプルーフ上塗 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705300120
上水道用塗料 レジガードＷＰ－ＮＳ ＪＷＷＡ　Ｋ－１４３適合品　無溶剤形エポキシ樹脂塗料 ブルー・ライトブルー
参考比重１．４５ 容量１０ｋｇセット 大日本塗料

上水道用塗料 レジガード　ＷＰ－ＮＳ 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料
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特殊塗料【公表価格】 0705300070
上水道用塗料 スカイレジンＡＱ－２５００ ＪＷＷＡ　Ｋ－１４３適合品　主材１２ｋｇ／缶，硬化剤３ｋｇ／缶 ブ
ルー 参考比重－ 容量１５ｋｇセット 大日化成

上水道用塗料 スカイレジンＡＱ－２５００ 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705300080
上水道用塗料 パーミクロンＪＷコート ＪＷＷＡ　Ｋ－１４３適合品 色－ 参考比重１．３５ 容量１０ｋｇ ビーオー
ケミカル

上水道用塗料 パーミクロンＪＷコート 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705030070 防火塗料 耐沸騰水塗料　ＦＲ－３ 上下兼用型 グレー 参考比重１．４５ 容量１６ｋｇ オキツモ 防火塗料 耐沸騰水塗料ＦＲ－３　１６ｋｇ 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705030080 防火塗料 ノンネン　ＥＫ－４００ 水性エマルション系 白・クリヤー 参考比重１．３ 容量２０ｋｇ 丸菱油化工業 防火塗料 ノンネン　ＥＫ－４００ 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705040010 示温塗料 サーモペイント 不可逆性　Ｎｏ．５～４５　瓶入り 色－ 参考比重－ 容量２００ｇ 日油技研工業 示温塗料 サーモペイント　ＮＯ．５～４５ 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705100012
プール用塗料 プールエース金属用プライマーＥ エポキシ樹脂塗料　下塗り クリヤー 参考比重１．１９ 容量１６．５
ｋｇセット 日本特殊塗料

プール用塗料 プールエース金属用プライマーＥ 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705100014
プール用塗料 プールエース＃２００Ｅ エポキシ樹脂塗料　中塗り 各色 参考比重１．３２ 容量１６．５ｋｇセット
日本特殊塗料

プール用塗料 プールエース＃２００Ｅ　中塗 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705100016
プール用塗料 プールエース＃３００ ウレタン樹脂塗料　上塗り 各色 参考比重１．１５ 容量１８ｋｇセット 日本特
殊塗料

プール用塗料 プールエース＃３００　上塗 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705130240
耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ラスコールＮ（プライマー） 標準塗布量０．１６ｋｇ／ｍ２／回 黒褐色 参考比重
１．０４ 容量１５ｋｇ シントーファミリー

耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ラスコールＮ　プライマー 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705130250
耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ラスコールＮ（コントローラＡ） 標準塗布量０．２０ｋｇ／ｍ２／回 各色 参考比重
１．４７ 容量１６ｋｇ シントーファミリー

耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ラスコールＮ　コントローラＡ 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705130230 耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ラスコールＮ（専用希釈剤） 色－ 参考比重０．８４ 容量１６ｌ シントーファミリー 耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ラスコールＮ　専用希釈剤 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705130070
耐候性鋼さび安定化処理用塗料 カプテンコートＭ 標準塗布量０．４３ｋｇ／ｍ２ 暗褐色 参考比重１．２２ 容量１５
ｋｇ 関西ペイント

耐候性鋼さび安定化処理用塗料 カプテンコートＭ 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705130080 耐候性鋼さび安定化処理用塗料 カプテンコート用シンナー 専用希釈剤 透明 参考比重－ 容量１５ｋｇ 関西ペイント 耐候性鋼さび安定化処理用塗料 カプテンコート用シンナー 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705130416
耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ウェザーコート・ＷＴ１０００ＮＲ 化成処理　標準塗布量０．１０ｋｇ／ｍ２　Ａ剤
８ｋｇ　Ｂ剤８ｋｇ 色－ 参考比重－ 容量１６ｋｇセット 日本パーカライジング

耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ウェザーコート 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705130420
耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ウェザーコート・プレパレンＰＳ－２ＣＷＮ 下塗り　標準塗布量０．１３ｋｇ／ｍ２
Ａ剤１５．２ｋｇ　Ｂ剤０．８ｋｇ 褐色 参考比重０．９７ 容量１６ｋｇセット 日本パーカライジング

耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ウェザーコートプレパレンＰＳ２ 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705130430
耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ウェザーコート・プレパレン２５Ｓ 上塗り　標準塗布量０．２０ｋｇ／ｍ２ ブラック
系 参考比重１．０７ 容量１６ｋｇ 日本パーカライジング

耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ウェザーコートプレパレン２５Ｓ 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705130440
耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ウェザーコート 専用希釈剤 色－ 参考比重０．８４ 容量１６ｌ 日本パーカライジン
グ

耐候性鋼さび安定化処理用塗料 ウェザーコート　専用希釈剤 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705060070 多彩模様塗料 水性ゾラコートＩＮバインダー 淡彩 参考比重１．４５ 容量１５ｋｇ 関西ペイント 多彩模様塗料 水性ゾラコートＩＮバインダー 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料
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特殊塗料【公表価格】 0705060080 多彩模様塗料 水性ゾラコートＩＮ 各色 参考比重１．１ 容量１５ｋｇ 関西ペイント 多彩模様塗料 水性ゾラコートＩＮ　１５ｋｇ 缶（袋） 201 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705080030
防かび塗料 ビルデック ＪＩＳ　Ｋ　５６７０　弱溶剤形防かびつや消し塗料 白 参考比重－ 容量１６ｋｇ 大日本塗
料

防かび塗料 ビルデック　白　１６ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705310030
下水道用コンクリート防食被覆材 ジックレジンＥ３０１Ｔ 防食被覆材 色－ 参考比重１．２５ 容量１５ｋｇ 日本
ジッコウ

下水道用コンクリート防食被覆材 ジックレジンＥ３０１Ｔ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705310120
下水道用コンクリート防食被覆材 タフバリア　＃１００上塗り エポキシ樹脂 色－ 参考比重－ 容量１５ｋｇセット
日本特殊塗料

下水道用コンクリート防食被覆材 タフバリア＃１００　上塗り 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705310130
下水道用コンクリート防食被覆材 タフバリア　＃２００中塗り ビニルエステル樹脂 色－ 参考比重－ 容量１８ｋｇ
セット 日本特殊塗料

下水道用コンクリート防食被覆材 タフバリア＃２００　中塗り 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705310140
下水道用コンクリート防食被覆材 ショウゼットＳＡ－１ エポキシ系素地調整材 色－ 参考比重－ 容量１６．５ｋｇ
セット 昭和電工建材

下水道用コンクリート防食被覆材 ショウゼット　ＳＡ－１ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705310150
下水道用コンクリート防食被覆材 ショウゼットＥＲ－１／ＨＣ－１ エポキシ樹脂防食被覆材 色－ 参考比重－ 容量１
５ｋｇセット 昭和電工建材

下水道用コンクリート防食被覆材 ショウゼットＥＲ－１／ＨＣ－１ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705310240
下水道用コンクリート防食被覆材 ショウゼットＥＲ－３／ＨＣ－３ 無溶剤型エポキシ樹脂モルタル 色－ 参考比重－
容量１６ｋｇセット 昭和電工建材

下水道用コンクリート防食被覆材 ショウゼットＥＲ－３／ＨＣ－３ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705310170
下水道用コンクリート防食被覆材 ショウゼットＶＥ－ＬＮ ビニルエステル系防食被覆材 色－ 参考比重－ 容量１８ｋ
ｇ 昭和電工建材

下水道用コンクリート防食被覆材 ショウゼット　ＶＥ－ＬＮ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705310231
下水道用コンクリート防食被覆材 パーミクロンＡＧ＃２ エポキシ樹脂防食被覆材 グレー・オリーブ 参考比重１．３
容量１０ｋｇ ビーオーケミカル

下水道用コンクリート防食被覆材 パーミクロンＡＧ＃２ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705310190
下水道用コンクリート防食被覆材 パーミクロンＣＭ 素地調整材 グレー 参考比重１．７５ 容量１８ｋｇ ビーオーケ
ミカル

下水道用コンクリート防食被覆材 パーミクロンＣＭ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705310200
下水道用コンクリート防食被覆材 パーミクロン＃８４Ｇ ビニルエステル樹脂防食被覆材 クリヤー 参考比重１．０ 容
量１８ｋｇ ビーオーケミカル

下水道用コンクリート防食被覆材 パーミクロン＃８４Ｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705310220
下水道用コンクリート防食被覆材 ＴＳＡシート 下水道事業団　Ｄ２種相当　シートライニング材 アイボリー・黒 参
考比重－ 容量－ 長岡鉄筋コンクリート

下水道用コンクリート防食被覆材 ＴＳＡシート ｍ２ 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160233 重防食塗料 ナプコバリヤーＮ 水中硬化型エポキシ樹脂塗料 グレー 参考比重１．６３ 容量２０ｋｇ 関西ペイント 重防食塗料 ナプコバリヤーＮ　２０ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160234
重防食塗料 ナプコバリヤー５Ｍ 超厚膜型無溶剤エポキシ樹脂塗料 オリーブグリーン 参考比重１．５５ 容量２４ｋｇ
関西ペイント

重防食塗料 ナプコバリヤー５Ｍ　２４ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160795
重防食塗料 ハイポン２０ファインＨＢ 弱溶剤厚膜形変性エポキシ樹脂塗料　下塗 グレー・ブラウン 参考比重１．４
１ 容量２０ｋｇセット 日本ペイント

重防食塗料 ハイポン２０ファインＨＢ　下塗 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160830
重防食塗料 ハイポン３０ファイン中塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料　中塗 淡彩 参考比重１．３４ 容量２０ｋｇ
セット 日本ペイント

重防食塗料 ハイポン３０ファイン中塗 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160940
重防食塗料 ハイポン５０ファイン 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料　上塗 淡彩 参考比重１．１８ 容量１６ｋｇセット
日本ペイント

重防食塗料 ハイポン５０ファイン　１６ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料
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特殊塗料【公表価格】 0705160820
重防食塗料 ハイポン９０モイスタックＳ 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 グレー 参考比重１．６７ 容量２５ｋｇセット
日本ペイント

重防食塗料 ハイポン９０モイスタックＳ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160995
重防食塗料 水性ハイポン２０ 非危険物水性変性エポキシ樹脂下塗り塗料 グレー・ブラウン・ホワイト 参考比重１．
３３ 容量２０ｋｇセット 日本ペイント

重防食塗料 水性ハイポン２０ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705161000
重防食塗料 水性ハイポン３０中塗 非危険物水性ポリウレタン樹脂塗料用中塗り塗料 淡彩 参考比重１．２９ 容量２０
ｋｇセット 日本ペイント

重防食塗料 水性ハイポン３０中塗 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705161005
重防食塗料 水性ハイポン５０上塗 非危険物水性ポリウレタン樹脂上塗り塗料 淡彩 参考比重１．２５ 容量１６ｋｇ
セット 日本ペイント

重防食塗料 水性ハイポン５０上塗 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705161010
重防食塗料 水性デュフロン１００中塗 非危険物水性ふっ素樹脂塗料用中塗り塗料 淡彩 参考比重１．２２ 容量２０ｋ
ｇセット 日本ペイント

重防食塗料 水性デュフロン１００中塗 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705161015
重防食塗料 水性デュフロン１００上塗 非危険物水性ふっ素樹脂上塗り塗料 淡彩 参考比重１．２５ 容量１６ｋｇセッ
ト 日本ペイント

重防食塗料 水性デュフロン１００上塗 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160240 重防食塗料 ハイコートＬ－２０００ エポキシ系　２液型 グレー 参考比重１．１２ 容量２７ｋｇセット 東和産業 重防食塗料 ハイコートＬ２０００　２７ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160250
重防食塗料 ハイコートＣ－３０００ エポキシ系　２液型　浄水槽用 グレー 参考比重１．３２ 容量２４ｋｇセット
東和産業

重防食塗料 ハイコートＣ３０００　２４ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160270
重防食塗料 パーペインＥ エポキシ系，耐薬品性，金属材料防食 ライトグレー 参考比重１．３２ 容量２０ｋｇ 日本
パーカライジング

重防食塗料 パーペインＥ　２０ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160290
重防食塗料 パーミクロン４５－Ｎ エポキシ系，鉄構造物の省力メンテナンス 各色 参考比重１．３５ 容量１８ｋｇ
ビーオーケミカル

重防食塗料 パーミクロン４５－Ｎ　１８ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160580
重防食塗料 パーミクロン４５Ｗ－Ｎ エポキシ系，海洋構造物，河川，水路等の湿潤面防蝕 各色 参考比重１．３５ 容
量１８ｋｇ ビーオーケミカル

重防食塗料 パーミクロン４５Ｗ－Ｎ１８ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160307
重防食塗料 パーミクロンガードＨ 水中施工型海洋構造物長期防食材 ブルー・グレー 参考比重１．７５ 容量２０ｋｇ
ビーオーケミカル

重防食塗料 パーミクロンガードＨ　２０ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160870
重防食塗料 パーミクロンガードＰ 超厚膜型無溶剤エポキシ樹脂塗料　湿潤面ライニング材 グレー・ブルー・黒 参考
比重１．７ 容量５ｋｇ ビーオーケミカル

重防食塗料 パーミクロンガードＰ　５ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160880
重防食塗料 パーミクロンガードＬ 厚膜型無溶剤エポキシ樹脂塗料　湿潤面ライニング材 グレー・ブルー・黒 参考比
重１．５ 容量５ｋｇ ビーオーケミカル

重防食塗料 パーミクロンガードＬ　５ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160600
重防食塗料 サンユコートＬ－２６５ 無溶剤型エポキシ塗料（下塗り） グレー 参考比重１．４３ 容量３０ｋｇ サン
ユレック

重防食塗料 サンユコート　Ｌ－２６５　下塗 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160860
重防食塗料 サンユコートＬ－２７０ 無溶剤型エポキシ塗料（上塗り） グレー 参考比重１．３ 容量１５ｋｇ サンユ
レック

重防食塗料 サンユコート　１５ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160645
重防食塗料 ＮＢコートエラスト＃９２（３５１）長寿命 ＷＳＰ０４７－９２「水道用プラスチック被覆鋼管」適合品
黒 参考比重１．３ 容量４０ｋｇセット 日塗化学

重防食塗料 ＮＢコートエラスト＃９２長寿命 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160647
重防食塗料 ＮＢコート　ＥＰ４０００ 微溶剤型エポキシ樹脂塗料 グレー 参考比重１．４２ 容量２０ｋｇセット 日
塗化学

重防食塗料 ＮＢコート　ＥＰ４０００ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料
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特殊塗料【公表価格】 0705160561
重防食塗料 シーカガード６９４Ｈ 水中硬化型　エポキシ樹脂塗布材 グレー 参考比重１．９５ 容量２０ｋｇ ダイフ
レックス

重防食塗料 シーカガード６９４Ｈ　２０ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160325
重防食塗料 エポプルーフＡ：Ｄ 無溶剤　エポキシ樹脂系　重防蝕防水塗料 各色 参考比重１．１５ 容量１８ｋｇ 菱
洋

重防食塗料 エポプルーフＡ：Ｄ　１８ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160620
重防食塗料 サンファーストＥ ２液型エポキシ樹脂　耐薬品性　防食 白 参考比重１．１５ 容量１６ｋｇセット 久保
孝ペイント

重防食塗料 サンファーストＥ　２液型　白 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160630
重防食塗料 サンファーストＥ ２液型エポキシ樹脂　耐薬品性　防食 淡彩色 参考比重１．１５ 容量１６ｋｇセット
久保孝ペイント

重防食塗料 サンファーストＥ　２液型　淡彩 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160950 重防食塗料 ノンクロール２００ 脱脂洗浄剤 色－ 参考比重０．８５ 容量１５．３ｋｇ エコクリーン 重防食塗料　ノンクロール２００ 脱脂洗浄剤　１５．３ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160955 重防食塗料 ノンクロール２００ 脱脂洗浄剤 色－ 参考比重０．８５ 容量３．４ｋｇ エコクリーン 重防食塗料　ノンクロール２００ 脱脂洗浄剤　３．４ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160960
重防食塗料 ＪＭ－Ｓ２００ 下地処理剤　３．４４ｋｇ×４セット 色－ 参考比重０．８３ 容量１３．７６ｋｇセット
エコクリーン

重防食塗料 ＪＭ－Ｓ２００　１３．７６ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160965 重防食塗料 ＪＭ－Ｓ２００ 下地処理剤 色－ 参考比重０．８３ 容量３．４４ｋｇ エコクリーン 重防食塗料 ＪＭ－Ｓ２００　３．４４ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160967 重防食塗料 ＪＭ－Ｓ２００ 下地処理剤 色－ 参考比重０．８３ 容量０．８６ｋｇ エコクリーン 重防食塗料 ＪＭ－Ｓ２００　０．８６ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160970
重防食塗料 エポガード２００ 錆転換型特殊エポキシ樹脂系下塗り塗料 色－ 参考比重－ 容量１５ｋｇセット エコク
リーン

重防食塗料 エポガード２００　１５ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160975
重防食塗料 エポガード２００ 錆転換型特殊エポキシ樹脂系下塗り塗料 色－ 参考比重－ 容量５ｋｇセット エコク
リーン

重防食塗料 エポガード２００　５ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705161016 重防食塗料 サビバリヤー 脱脂洗浄剤 色－ 参考比重０．８５ 容量１５ｋｇ エコクリーン 重防食塗料　サビバリヤー 脱脂洗浄剤　１５ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705161017 重防食塗料 サビバリヤー 脱脂洗浄剤 色－ 参考比重０．８５ 容量３ｋｇ エコクリーン 重防食塗料　サビバリヤー 脱脂洗浄剤　３ｋｇ 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705161018 重防食塗料 サビバリヤー 下塗り剤 色－ 参考比重－ 容量１５ｋｇセット エコクリーン 重防食塗料　サビバリヤー 下塗り剤　１５ｋｇセット 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705161019 重防食塗料 サビバリヤー 下塗り剤 色－ 参考比重－ 容量５ｋｇセット エコクリーン 重防食塗料　サビバリヤー 下塗り剤　５ｋｇセット 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705161030
重防食塗料 ラストボンドＳＧ 悪素地面用浸透性エポキシシーラー 色－ 参考比重１．０７ 容量４ｋｇセット ジャパ
ンカーボライン

重防食塗料 ラストボンドＳＧ　４ｋｇセット 缶（袋） 202 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160170
重防食塗料 ショーボンドネオライナー＃１０ エポキシ系　２液型 色－ 参考比重１．２７ 容量１８ｋｇセット
ショーボンドマテリアル

重防食塗料 ショーボンドネオライナー＃１０ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160890 重防食塗料 ローバル 高濃度亜鉛末塗料　亜鉛含有率　９６％ グレー 参考比重２．５ 容量２５ｋｇ ローバル 重防食塗料 ローバル　２５ｋｇ入 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料
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特殊塗料【公表価格】 0705160900
重防食塗料 ローバルシルバー 高濃度亜鉛末塗料　亜鉛含有率　８３％ シルバー 参考比重１．７ 容量２０ｋｇ ロー
バル

重防食塗料 ローバルシルバー　２０ｋｇ入 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160780
重防食塗料 Ｖグラン下塗 一液湿気硬化形ポリウレタン樹脂さび止め塗料 グレー・ライトグレー 参考比重１．４１ 容
量１８ｋｇ 大日本塗料

重防食塗料 Ｖグラン下塗　１８ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160980
重防食塗料 アロシット　スタンダード 水中硬化型重防食エポキシ塗料　２８．１５Ｓ グレー・ブルー 参考比重１．
５５ 容量３ｋｇセット Ａ＆Ｅシステムズジャパン

重防食塗料　アロシット スタンダード　３ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160985
重防食塗料 アロシット　鉄面プライマー 水中硬化型重防食エポキシ塗料　２８．１４ グレー 参考比重１．８２ 容量
３ｋｇセット Ａ＆Ｅシステムズジャパン

重防食塗料　アロシット 鉄面プライマー３ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705160991
重防食塗料 アロシット　コンクリートプライマー 水中硬化型重防食エポキシ塗料　２８．９５ クリアー 参考比重
１．１ 容量１．５ｋｇセット Ａ＆Ｅシステムズジャパン

重防食塗料　アロシット コンクリートプライマ１．５ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705161020
重防食塗料 ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆前処理剤 脱脂剤兼用防錆皮膜処理剤 色－ 参考比重０．９５ 容量１６ｋｇ 三重
塗料

ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆前処理剤 脱脂剤兼防錆皮膜処理剤１６ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705161022
重防食塗料 ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆前処理剤 脱脂剤兼用防錆皮膜処理剤 色－ 参考比重０．９５ 容量４ｋｇ 三重塗
料

ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆前処理剤 脱脂剤兼防錆皮膜処理剤　４ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705161024
重防食塗料 ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆前処理剤 脱脂剤兼用防錆皮膜処理剤 色－ 参考比重０．９５ 容量１ｋｇ 三重塗
料

ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆前処理剤 脱脂剤兼防錆皮膜処理剤　１ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705161026
重防食塗料 ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆塗料 変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗 グレー・ブラウン 参考比重１．３５ 容量
４ｋｇ 三重塗料

ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆塗料 特殊塗料下塗　４ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705161028
重防食塗料 ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆シンナー 変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗専用希釈材 色－ 参考比重０．８５ 容
量１６Ｌ（１３．６ｋｇ） 三重塗料

ＥＡＲＴＨＣＯＡＴ防錆シンナー 特殊塗料下塗専用希釈材　１６Ｌ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705340002
重防食塗料（ガラスフレーク入り） カンペグラスＳＥ ビニルエステル樹脂 グレー・クリーム 参考比重１．２７ 容量
１８．１ｋｇ 関西ペイント

ガラスフレーク入り　重防食塗料 カンペグラスＳＥ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705340202
重防食塗料（ガラスフレーク入り） ＮＫフレーク＃１０００ ビス系ビニルエステル樹脂プライマー 赤褐色 参考比重
１．１ 容量１８ｋｇ ＣＲＭ

ガラスフレーク入り　重防食塗料 ＮＫフレーク＃１０００　赤褐色 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705340204
重防食塗料（ガラスフレーク入り） ＮＫフレークＮ２４２Ｂ ビニルエステル系 灰緑色 参考比重１．３ 容量１８ｋｇ
ＣＲＭ

ガラスフレーク入り　重防食塗料 ＮＫフレークＮ２４２Ｂ　灰緑色 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705340206
重防食塗料（ガラスフレーク入り） ＮＫフレーク＃２４２ ビニルエステルノボラック 灰緑色 参考比重１．３ 容量１
８ｋｇ ＣＲＭ

ガラスフレーク入り　重防食塗料 ＮＫフレーク＃２４２　灰緑色 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705340302
重防食塗料（ガラスフレーク入り） ニッペライニングＰＧ－Ⅱ ビニルエステル樹脂系　プライマー 赤さび 参考比重
１．０６ 容量１６．２ｋｇ 日本ペイント

ガラスフレーク入り　重防食塗料 ニッペライニングＰＧ２プライマ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705340304
重防食塗料（ガラスフレーク入り） ニッペライニングＰＧ－Ⅱ ビニルエステル樹脂系　上塗り 白 参考比重１．２２
容量１８．２ｋｇ 日本ペイント

ガラスフレーク入り　重防食塗料 ニッペライニングＰＧ－２上塗り 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705340402
重防食塗料（ガラスフレーク入り） フレークガードプライマーＲ ビニルエステル樹脂系 ライトグリーン 参考比重
１．３７ 容量１８．２ｋｇ 日本化学塗料

ガラスフレーク入り　重防食塗料 フレークガードプライマーＲ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705340404
重防食塗料（ガラスフレーク入り） フレークガードＮｏ．５０００ ビニルエステル樹脂系 グレー・クリーム 参考比
重１．２７ 容量１８．１ｋｇ 日本化学塗料

ガラスフレーク入り　重防食塗料 フレークガード　ＮＯ．５０００ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料
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特殊塗料【公表価格】 0705340406
重防食塗料（ガラスフレーク入り） フレークガードＮｏ．５８００ ノボラック形ビニルエステル樹脂系 グレー・ク
リーム 参考比重１．２７ 容量１８．１ｋｇ 日本化学塗料

ガラスフレーク入り　重防食塗料 フレークガード　ＮＯ．５８００ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705090042
はり紙防止塗料・落書き防止塗料 ビラレス　ベース エポキシエマルション被覆材（はり紙防止） 白系 参考比重－ 容
量１０ｋｇセット 大日本塗料

はり紙防止塗料・落書き防止塗料 ビラレス　ベース　１０ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705090044
はり紙防止塗料・落書き防止塗料 ビラレス　上塗 ポリウレタン樹脂上塗塗料（はり紙防止） 淡彩 参考比重１．１２
容量８ｋｇセット 大日本塗料

はり紙防止塗料・落書き防止塗料 ビラレス　上塗　８ｋｇセット 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705090052
はり紙防止塗料・落書き防止塗料 ニッペビラカットクリーン 特殊シリコンふっ素変性樹脂系塗料 クリヤー 参考比重
０．９６ 容量３．５ｋｇセット 日本ペイント

はり紙防止塗料・落書き防止塗料 ニッペビラカットクリーン 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705351132
ガラスビーズ ビジビーズＧＢ－Ｔ１２ 粒径範囲　２．３６～１．１８ 色－ 参考比重－ 容量２０ｋｇ ポッターズ・
バロティーニ

ガラスビーズ ビジビーズＧＢ－Ｔ１２ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705351134
ガラスビーズ ビジビーズＧＢ－Ｔ１６ 粒径範囲　１．７　～０．８５ 色－ 参考比重－ 容量２０ｋｇ ポッターズ・
バロティーニ

ガラスビーズ ビジビーズＧＢ－Ｔ１６ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705351136
ガラスビーズ ビジビーズＧＢ－Ｔ２０ 粒径範囲　１．１８～０．５ 色－ 参考比重－ 容量２０ｋｇ ポッターズ・バ
ロティーニ

ガラスビーズ ビジビーズＧＢ－Ｔ２０ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705010010 発光塗料 ロイヒカラーネオ アルキッド樹脂　蛍光塗料 赤外１０色 参考比重１．０６ 容量１ｋｇ シンロイヒ 発光塗料 ロイヒカラーネオ　赤外１ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705010020 発光塗料 ロイヒカラーネオ アルキッド樹脂　蛍光塗料 赤外１０色 参考比重１．０６ 容量４ｋｇ シンロイヒ 発光塗料 ロイヒカラーネオ　赤外４ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705010030 発光塗料 オーバーレイＣ アルキッド樹脂　蛍光塗料用上塗り クリヤー 参考比重０．９３ 容量１ｋｇ シンロイヒ 発光塗料 オーバーレイＣ　１ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705010040 発光塗料 オーバーレイＣ アルキッド樹脂　蛍光塗料用上塗り クリヤー 参考比重０．９３ 容量４ｋｇ シンロイヒ 発光塗料 オーバーレイＣ　４ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705010050 発光塗料 調合蓄光塗料 夜光塗料 うす黄緑 参考比重１．６ 容量１ｋｇ シンロイヒ 発光塗料 調合蓄光塗料　夜光　１ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705010150
発光塗料 ＳＨサーフェーサーホワイトＳ 塩化ビニル樹脂　反射塗料用下塗り 白 参考比重１．４ 容量１６ｋｇ シン
ロイヒ

発光塗料 ＳＨサーフェーサーホワイトＳ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705010070
発光塗料 ビームライト＃３００　中塗り 常乾型アクリルラッカー　反射塗料用中塗り 黄白赤緑 参考比重１．８ 容量
４ｋｇ シンロイヒ

発光塗料 ビームライト＃３００　中塗 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705010080
発光塗料 ビームライト＃３００　上塗り 常乾型アクリルラッカー　反射塗料用上塗り クリヤー 参考比重０．９４ 容
量４ｋｇ シンロイヒ

発光塗料 ビームライト＃３００　上塗 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705110083
特殊エポキシ樹脂塗料 カーボマスチック１５Ｊ 特殊浸透性厚膜エポキシアルミ塗料 メタリックグレー他３色 参考比
重１．３ 容量２０ｋｇ ジャパンカーボライン

特殊エポキシ樹脂塗料 カーボマスチック１５Ｊ２０ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705110050 特殊エポキシ樹脂塗料 エスコ 浸透型エポキシ 赤さび 参考比重１．３７ 容量１８ｋｇ 関西ペイント 特殊エポキシ樹脂塗料 エスコ　赤さび　１８ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705110060 特殊エポキシ樹脂塗料 エスコ 浸透型エポキシ 白 参考比重１．３８ 容量１８ｋｇ 関西ペイント 特殊エポキシ樹脂塗料 エスコ　白　１８ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料
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特殊塗料【公表価格】 0705110010
特殊エポキシ樹脂塗料 さびコート 変性エポキシ樹脂系オールマイティープライマー（ＪＩＳ　Ｋ　５５５１　Ｃ種）
ライトグレー・白・ブラウン 参考比重－ 容量２０ｋｇ 神東塗料

特殊エポキシ樹脂塗料 さびコート　２０ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705110020 特殊エポキシ樹脂塗料 タイトプライマー 塗替え万能型（さび止め） グレー 参考比重１．３６ 容量１８ｋｇ トウペ 特殊エポキシ樹脂塗料 タイトプライマー　１８ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705110115
特殊エポキシ樹脂塗料 ハイポン２０デクロ 変性エポキシ樹脂プライマー グレー他 参考比重１．４３ 容量２０ｋｇ
セット 日本ペイント

特殊エポキシ樹脂塗料 ハイポン２０デクロ　２０ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705110120
特殊エポキシ樹脂塗料 ハイポン２０マスチック 浸透性厚膜形変性エポキシ樹脂系防食塗料 シルバーグレー他 参考比
重１．４３ 容量２０ｋｇセット 日本ペイント

特殊エポキシ樹脂塗料 ハイポン２０マスチック２０ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705110085
特殊エポキシ樹脂塗料 サンファーストＥプライマー 万能型特殊変性エポキシプライマー 赤さび，ベージュ 参考比重
１．２７ 容量１６ｋｇ 久保孝ペイント

特殊エポキシ樹脂塗料 サンファーストＥプライマー 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705110130
特殊エポキシ樹脂塗料 ＮＢコート３０００ＧＷ 特殊変性エポキシ樹脂塗料 各色 参考比重１．３６ 容量２０ｋｇセッ
ト 日塗化学

特殊エポキシ樹脂塗料 ＮＢコート　３０００ＧＷ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705110097
特殊エポキシ樹脂塗料 ＮＢコートスーパー３０００ＧＷ 特殊変性エポキシ樹脂（超厚塗りタイプ） 各色 参考比重
１．３８ 容量２０ｋｇセット 日塗化学

特殊エポキシ樹脂塗料 ＮＢコートスーパー３０００ＧＷ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705110102
特殊エポキシ樹脂塗料 トリック１０００ 一液型サビ面特殊エポキシ樹脂塗料 赤さび，グレー 参考比重１．１７ 容量
１６ｋｇ 日本パーカライジング

特殊エポキシ樹脂塗料 トリック１０００　１６ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705110140
特殊エポキシ樹脂塗料 ＳＫマイルドボーセイ 二液弱溶剤型エポキシ樹脂系さび止め塗料 白・赤さび・クリーム・グ
レー 参考比重１．３ 容量１６ｋｇセット エスケー化研

特殊エポキシ樹脂塗料 ＳＫマイルドボーセイ　１６ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705110150
特殊エポキシ樹脂塗料 エポサビマイルド 一液特殊エポキシ変性樹脂系さび止め塗料 白・赤さび・クリーム・グレー
参考比重１．２６ 容量１６ｋｇ エスケー化研

特殊エポキシ樹脂塗料 エポサビマイルド　１６ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705110160
特殊エポキシ樹脂塗料 マイルドサビガード ターペン可溶一液特殊変性エポキシ樹脂系さび止め塗料 白・赤さび・ク
リーム・グレー・黒 参考比重１．２６ 容量１６ｋｇ エスケー化研

特殊エポキシ樹脂塗料 マイルドサビガード　１６ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705110170
特殊エポキシ樹脂塗料 ミラクボーセイＭ 特殊変性エポキシ樹脂系さび止め塗料 白・赤さび・クリーム・グレー 参考
比重１．４ 容量１８ｋｇセット エスケー化研

特殊エポキシ樹脂塗料 ミラクボーセイＭ　１８ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705210060
常乾型フッ素樹脂塗料 Ｖフロン＃２００上塗 常温硬化形ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩 参考比重－ 容量１６ｋｇセット
大日本塗料

常乾型フッ素樹脂塗料 Ｖフロン＃２００上塗　１６ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705210190
常乾型フッ素樹脂塗料 ニューガーメットＤＣ＃７００上塗 低汚染形超耐候性上塗り 淡彩 参考比重１．３２ 容量１
７．５ｋｇセット トウペ

常乾型フッ素樹脂塗料 ニューガーメットＤＣ＃７００ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705210150
常乾型フッ素樹脂塗料 デュフロン１００ファイン 超耐候性タイプ（弱溶剤系） 淡彩 参考比重１．３０ 容量１５ｋｇ
セット 日本ペイント

常乾型フッ素樹脂塗料 デュフロン１００ファイン 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705210155
常乾型フッ素樹脂塗料 デュフロン１００ファインＨＢ 弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂塗料　中上塗り兼用 淡彩 参考比重
１．１３ 容量１６ｋｇセット 日本ペイント

常乾型フッ素樹脂塗料 デュフロン１００ファインＨＢ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705210110
常乾型フッ素樹脂塗料 デュフロン１００フレッシュⅡ 超耐候性上塗り（低汚染タイプ） 淡彩 参考比重１．３７ 容量
１５ｋｇセット 日本ペイント

常乾型フッ素樹脂塗料 デュフロン１００フレッシュ２ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705210090
常乾型フッ素樹脂塗料 ボンフロンＧＴ＃１０００ 高耐候性上塗り 淡彩 参考比重１．３２ 容量１４ｋｇ ＡＧＣコー
テック

常乾型フッ素樹脂塗料 ボンフロンＧＴ＃１０００ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料
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特殊塗料【公表価格】 0705210120
常乾型フッ素樹脂塗料 ボンフロンＧＴ＃１０００ＳＲ 高耐候性上塗り（低汚染タイプ） 淡彩 参考比重１．３２ 容量
１５ｋｇ ＡＧＣコーテック

常乾型フッ素樹脂塗料 ボンフロンＧＴ＃１０００ＳＲ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705210130
常乾型フッ素樹脂塗料 セラタイトＦ 超低汚染型ふっ素樹脂塗料 各色 参考比重１．２ 容量１５ｋｇセット エスケー
化研

常乾型フッ素樹脂塗料 セラタイトＦ　１５ｋｇセット 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705210140
常乾型フッ素樹脂塗料 水性セラタイトＦ 超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料 各色 参考比重１．２ 容量１５．７５ｋｇ
セット エスケー化研

常乾型フッ素樹脂塗料 水性セラタイトＦ１５．７５ｋｇ 缶（袋） 203 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705220080
アクリルシリコン塗料 ネオシリカ２１Ｃ１０００ アクリルシリコン塗料　低汚染型 各色 参考比重－ 容量１５ｋｇ
セット イサム塗料

アクリルシリコン塗料 ネオシリカ２１Ｃ１０００ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705220082
アクリルシリコン塗料 エコシリカ２１Ｃディライト アクリルシリコン塗料　高耐候低汚染型 各色 参考比重－ 容量１
５．４ｋｇセット イサム塗料

アクリルシリコン塗料 エコシリカ２１Ｃディライト 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705220020
アクリルシリコン塗料 リリカタイトエナメル アクリルシリコン塗料 淡彩 参考比重１．２ 容量１５ｋｇセット エス
ケー化研

アクリルシリコン塗料 リリカタイトエナメル　１５ｋｇ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705370104 木材着色塗料 ソルコロⅡ オイルステイン　油性着色剤 色－ 参考比重０．８６ 容量１６ｌ 関西ペイント 木材着色塗料 ソルコロ２　１６Ｌ入り 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705400104
その他特殊塗料 エレホン＃４００　スーパー コンクリート美装・保護用　５セット×４ｋｇ／ケース グレー 参考比
重１．７ 容量２０ｋｇセット エレホン・化成工業

特殊塗料（その他） エレホン＃４００スーパー 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705400202
その他特殊塗料 ＳＰワイド 厚膜形合成樹脂調合ペイント（ＪＩＳ　Ｋ　５５１６　２種） 淡彩 参考比重－ 容量１６
ｋｇ 神東塗料

特殊塗料（その他） ＳＰワイド　厚膜ＪＩＳ　淡彩 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705400204
その他特殊塗料 シントークロスコートエコ ビニールクロス面塗替用エマルションペイント（ＪＩＳ　Ｋ　５６６３
２種） 淡彩 参考比重－ 容量１８ｋｇ 神東塗料

特殊塗料（その他） シントークロスコートエコ　１８ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705400212
その他特殊塗料 スペースエースフォースター ＪＩＳ　Ｋ　５５７２　１種　Ｆ☆☆☆☆　鉄部用 淡彩 参考比重－ 容
量１５ｋｇ 神東塗料

特殊塗料（その他） スペースエースフォースター 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705400210
その他特殊塗料 チョスイコート 無溶剤形エポキシ樹脂塗料　貯水槽内面専用（ＪＷＷＡ　Ｋ　１５７，１３５，１４
３　水質規格適合） グレー・ライトブルー 参考比重－ 容量３ｋｇ 神東塗料

特殊塗料（その他） チョスイコート　グレー 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705400303 その他特殊塗料 バイオクリンＥＣＯ 無公害特殊合成樹脂塗料 クリヤー 参考比重１．０ 容量１６ｋｇ 中国塗料 特殊塗料（その他） バイオクリンＥＣＯ　クリヤー 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705400304
その他特殊塗料 パーマスターＷＥ－３００　下塗り 水中硬化型エポキシ樹脂被覆材 灰緑色 参考比重１．９７ 容量
５．２ｋｇ 中国塗料

特殊塗料（その他） パーマスターＷＥ－３００　下塗 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705400305
その他特殊塗料 パーマスターＷＥ－３００　上塗り 水中硬化型エポキシ樹脂被覆材 青・グレー 参考比重１．５２ 容
量５．１５ｋｇ 中国塗料

特殊塗料（その他） パーマスターＷＥ－３００　上塗 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705400310
その他特殊塗料 コンテクトＷＥ１００ 無溶剤エポキシ樹脂塗料（乾湿面両用） ライトグレー・グレー・ライトブルー
参考比重１．３４ 容量１５ｋｇセット 中国塗料

特殊塗料（その他） コンテクトＷＥ１００ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705400312
その他特殊塗料 コンテクトＷＥ１００（特殊繊維入） 無溶剤エポキシ樹脂塗料（剥落防止用・乾湿面両用） グレー・
ライトグレー 参考比重１．３４ 容量１５．３ｋｇセット 中国塗料

特殊塗料（その他） コンテクトＷＥ１００　繊維入 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705400402
その他特殊塗料 バイオックスＬ 無公害型海中生物付着防止塗料 クリヤー 参考比重０．９７ 容量１６ｋｇ 関西ペイ
ント

特殊塗料（その他） バイオックスＬ　１６ｋｇ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料
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特殊塗料【公表価格】 0705400608 その他特殊塗料 ソーデントップ　上塗 飛散防止形送電鉄塔用塗料 淡彩 参考比重１．２２ 容量１６ｋｇ 大日本塗料 特殊塗料（その他） ソーデントップ　上塗　淡彩 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705400802 その他特殊塗料 サルフィックスＷ 溶接可能型・一次防錆塗料 淡褐色 参考比重０．８８ 容量１６ｌ 日本化学塗料 特殊塗料（その他） サルフィックスＷ　１６Ｌ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705400804 その他特殊塗料 ソベリン コンクリート埋設部材用・一次防錆塗料 透明 参考比重０．９ 容量１６ｌ 日本化学塗料 特殊塗料（その他） ソベリン　透明　１６Ｌ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705400902
その他特殊塗料 水性クールタイトシリコン アクリルシリコン樹脂系屋根用遮熱塗料 標準３２色 参考比重１．１ 容量
１５ｋｇ エスケー化研

特殊塗料（その他） 水性クールタイトシリコン 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705401102
その他特殊塗料 マサコート アクリル系遮熱断熱光触媒水性セラミック塗料 白 参考比重１．０ 容量２０ｋｇ 日本特
殊塗装

特殊塗料（その他） マサコート　白　２０ｋｇ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705401104
その他特殊塗料 テナクソンＴ５５５ＣＳ 無溶剤型エポキシ炭化水素樹脂塗料 各色 参考比重１．２９ 容量２１．１ｋ
ｇセット リ・プロスト

特殊塗料（その他） テナクソンＴ５５５ＣＳ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705353102
その他特殊塗料 ブライトコート 再帰反射性水性塗料Ｎ（通常）タイプ 黄・白他７色 参考比重２．３ 容量１ｋｇ 小
松プロセス

特殊塗料（その他） ブライトコート　Ｎ　１ｋｇ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705353104
その他特殊塗料 ブライトコート 再帰反射性水性塗料Ｎ（通常）タイプ 黄・白他７色 参考比重２．３ 容量５ｋｇ 小
松プロセス

特殊塗料（その他） ブライトコート　Ｎ　５ｋｇ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705353106
その他特殊塗料 ブライトコート 再帰反射性水性塗料ＡＴ（全天候）タイプ 黄・白他７色 参考比重２．３ 容量１ｋｇ
小松プロセス

特殊塗料（その他） ブライトコート　ＡＴ　１ｋｇ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705353108
その他特殊塗料 ブライトコート 再帰反射性水性塗料ＡＴ（全天候）タイプ 黄・白他７色 参考比重２．３ 容量５ｋｇ
小松プロセス

特殊塗料（その他） ブライトコート　ＡＴ　５ｋｇ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705353110 その他特殊塗料 ブライトコート 再帰反射性水性塗料Ｎ（通常）タイプ 黒 参考比重２．３ 容量１ｋｇ 小松プロセス 特殊塗料（その他） ブライトコート　Ｎ　黒　１ｋｇ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705353112 その他特殊塗料 ブライトコート 再帰反射性水性塗料Ｎ（通常）タイプ 黒 参考比重２．３ 容量５ｋｇ 小松プロセス 特殊塗料（その他） ブライトコート　Ｎ　黒　５ｋｇ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705353114 その他特殊塗料 ブライトコート用下塗り剤 水性下塗り塗料 白 参考比重１．３ 容量１ｋｇ 小松プロセス 特殊塗料（その他） ブライトコート下塗り剤　１ｋｇ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705353116 その他特殊塗料 ブライトコート用下塗り剤 水性下塗り塗料 白 参考比重１．３ 容量５ｋｇ 小松プロセス 特殊塗料（その他） ブライトコート下塗り剤　５ｋｇ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

特殊塗料【公表価格】 0705353118
その他特殊塗料 セラコート 常温硬化型無機コート剤（ブライトコート用上塗り剤） クリヤー 参考比重１．０ 容量１
ｋｇ 小松プロセス

特殊塗料（その他） セラコート 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

道路用特殊塗料【公表価格】 0705352108 道路用塗料 リードライン 視覚障害者用　誘導用 黄 参考比重－ 容量２０ｋｇ 積水樹脂 道路用塗料 リードライン 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

道路用特殊塗料【公表価格】 0705352110 道路用塗料 スターライン（Ｎ） 排水性舗装用標示材 白 参考比重－ 容量２０ｋｇ 積水樹脂 道路用塗料 スターライン（Ｎ） 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

道路用特殊塗料【公表価格】 0705352402
道路用塗料 ハードラインアクア＃２１Ｃ－１０，Ｈ－６０ 水性路面標示塗料　Ｃ－１０常温型　Ｈ－６０加熱型 白
参考比重１．６ 容量１４Ｌ アトミクス

道路用塗料 ハードラインアクア＃２１　白 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

379 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

道路用特殊塗料【公表価格】 0705352408
道路用塗料 ヒートライン　ＦＣ＃１５ 排水性舗装用溶融フローコート式特殊塗料 白 参考比重２．０ 容量２０ｋｇ
アトミクス

道路用塗料 ヒートラインＦＣ＃１５　白 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

道路用特殊塗料【公表価格】 0705352504
道路用塗料 グローライン 高輝度道路標示材（リブ式）　鉛・クロムフリー 黄 参考比重２．０ 容量２０ｋｇ 大崎工
業

道路用塗料 グローライン 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

道路用特殊塗料【公表価格】 0705352510
道路用塗料 ラインファルトグリッパーＣＭ すべりにくいカラー路面標示　鉛・クロムフリー 標準色 参考比重２．１
容量２０ｋｇ 大崎工業

道路用塗料 ラインファルトグリッパーＣＭ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

道路用特殊塗料【公表価格】 0705352702
道路用塗料 ミストライン 溶融噴射式特殊塗料　ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　３種１号 白 参考比重－ 容量２０ｋｇ 信号
器材

道路用塗料 ミストライン　白 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

道路用特殊塗料【公表価格】 0705352706
道路用塗料 ミストライン 溶融噴射式特殊塗料　ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　３種１号　鉛・クロムフリー 黄 参考比重－
容量２０ｋｇ 信号器材

道路用塗料 ミストライン　黄 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

道路用特殊塗料【公表価格】 0705352903
道路用塗料 ロードラインマーキュリー 常温型（ドライサポート工法）　硬化促進液２０ｋｇ／箱を含む 白 参考比重
１．６ 容量１６０Ｌ 日本ライナー

道路用塗料 ロードラインマーキュリー常温型 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

道路用特殊塗料【公表価格】 0705352904
道路用塗料 スリットライン 排水性舗装用　ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　３種１号 白 参考比重２．０ 容量２０ｋｇ 日本
ライナー

道路用塗料 スリットライン　白 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

道路用特殊塗料【公表価格】 0705352906
道路用塗料 スリットライン 排水性舗装用　ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　３種１号　鉛・クロムフリー 黄 参考比重２．０
容量２０ｋｇ 日本ライナー

道路用塗料 スリットライン　鉛クロム　黄 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

道路用特殊塗料【公表価格】 0705353002 道路用塗料 トアライナーＫＲ スポット用主材Ａ　鉛・クロムフリー 黄・白 参考比重１．７ 容量２５ｋｇ トウペ 道路用塗料 トアライナーＫＲ　主材Ａ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

道路用特殊塗料【公表価格】 0705353004 道路用塗料 トアライナー２ ライン用主材Ａ　鉛・クロムフリー 黄・白 参考比重１．３ 容量１４Ｌ トウペ 道路用塗料 トアライナー２　主材Ａ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

道路用特殊塗料【公表価格】 0705353006 道路用塗料 トアライナーＫＲ スポット用硬化剤Ｂ 色－ 参考比重１．０ 容量１０ｋｇ トウペ 道路用塗料 トアライナーＫＲ　硬化剤Ｂ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

道路用特殊塗料【公表価格】 0705353008 道路用塗料 トアライナー２ ライン用硬化剤Ｂ 色－ 参考比重１．０ 容量１０ｋｇ トウペ 道路用塗料 トアライナー２　硬化剤Ｂ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

道路用特殊塗料【公表価格】 0705380102
ホタテ貝殻入り路面標示塗料 エースラインＷＨ（Ｍ） ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　３種１号適合品 白 参考比重２．０ 容
量２０ｋｇ 積水樹脂

ホタテ貝殻入り路面標示塗料 エースラインＷＨ（Ｍ） 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

道路用特殊塗料【公表価格】 0705380202
ホタテ貝殻入り路面標示塗料 アトムライン＃１５スキャロップ ＪＩＳ　Ｋ　５６６５　３種１号適合品 白 参考比重
２．０ 容量２０ｋｇ アトミクス

ホタテ貝殻入り路面標示塗料 アトムライン＃１５スキャロップ 缶（袋） 204 ○ ○ 0705 特殊塗料

アスファルト混合物 1103161010 再生アスファルト混合物 粗粒度２０ 再生アスファルト混合物 粗粒度２０ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103162030 再生アスファルト混合物 密粒度２０ 再生アスファルト混合物 密粒度２０ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103162010 再生アスファルト混合物 密粒度１３ 再生アスファルト混合物 密粒度１３ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103162090 再生アスファルト混合物 密粒度１３　４ｔ車 再生アスファルト混合物 密粒度１３　４ｔ車 ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材
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アスファルト混合物 1103163010 再生アスファルト混合物 細粒度１３ 再生アスファルト混合物 細粒度１３ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103162020 再生アスファルト混合物 密粒度１３Ｆ 再生アスファルト混合物 密粒度１３Ｆ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103163020 再生アスファルト混合物 細粒度１３Ｆ 再生アスファルト混合物 細粒度１３Ｆ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103170010 再生安定処理路盤材 アスファルト安定処理材 再生安定処理路盤材 アスファルト安定処理材 ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103041010 アスファルト混合物 粗粒度２０ アスファルト混合物 粗粒度２０ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103042010 アスファルト混合物 密粒度２０ アスファルト混合物 密粒度２０ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103042020 アスファルト混合物 密粒度１３ アスファルト混合物 密粒度１３ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103042040 アスファルト混合物 密粒度１３　４ｔ車 アスファルト混合物 密粒度１３　４ｔ車 ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103043010 アスファルト混合物 細粒度１３ アスファルト混合物 細粒度１３ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103042030 アスファルト混合物 密粒度１３Ｆ アスファルト混合物 密粒度１３Ｆ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103043020 アスファルト混合物 細粒度１３Ｆ アスファルト混合物 細粒度１３Ｆ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103045020 アスファルト混合物 開粒度１３ アスファルト混合物 開粒度１３ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103050010 安定処理路盤材 アスファルト安定処理材 安定処理路盤材 アスファルト安定処理材 ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044010 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 密粒度１３ アスファルト混合物 改質１型　密粒度１３ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044070 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度２０ アスファルト混合物 改質２型　密粒度２０ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044020 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度１３ アスファルト混合物 改質２型　密粒度１３ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103045610 アスファルト混合物 ポーラス２０ アスファルト混合物 ポーラス２０ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103045620 アスファルト混合物 ポーラス１３ アスファルト混合物 ポーラス１３ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材
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アスファルト混合物 1103045630 アスファルト混合物 改質Ｈ型－Ｆ ポーラス１３ アスファルト混合物 改質Ｈ型－Ｆ　ポーラス１３ ｔ 208 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103041015 アスファルト混合物 密粒度２０Ｆ アスファルト混合物 密粒度２０Ｆ ｔ 212 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044110 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 密粒度１３Ｆ アスファルト混合物 改質１型　密粒度１３Ｆ ｔ 212 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044130 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 密粒度１３ＦＨ アスファルト混合物 改質１型　密粒度１３ＦＨ ｔ 212 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044120 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度１３Ｆ アスファルト混合物 改質２型　密粒度１３Ｆ ｔ 212 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044140 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度１３ＦＨ アスファルト混合物 改質２型　密粒度１３ＦＨ ｔ 212 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044150 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度新２０ＦＨ アスファルト混合物 改質２型　密粒度新２０ＦＨ ｔ 212 ○ ○ 1103 舗設材

ストレートアスファルト 1103010020 ストレートアスファルト 針入度４０～６０　ローリー ストレートアスファルト 針入度　４０～６０　ローリー ｔ 219 ○ ○ 1103 舗設材

ストレートアスファルト 1103010030 ストレートアスファルト 針入度６０～８０　ローリー ストレートアスファルト 針入度　６０～８０　ローリー ｔ 219 ○ ○ 1103 舗設材

ストレートアスファルト 1103010040 ストレートアスファルト 針入度８０～１００　ローリー ストレートアスファルト 針入度　８０～１００　ローリー ｔ 219 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 1103020010 アスファルト乳剤 ＰＫ１．普通用　２．冬期用 アスファルト乳剤 ＰＫ１　普通用　ＰＫ２　冬期用 ｔ 219 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 1103020020 アスファルト乳剤 ＰＫ３．プライム用　４．タック用 アスファルト乳剤 ＰＫ３　ＰＫ４ ｔ 219 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 1103020040 アスファルト乳剤 ＭＫ１．粗粒用　２．密粒用 アスファルト乳剤 ＭＫ１　粗粒用　ＭＫ２　密粒用 ｔ 219 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 1103020050 アスファルト乳剤 ＭＫ３．ソイルアスファルト用 アスファルト乳剤 ＭＫ３　ソイルアスファルト用 ｔ 219 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 1103020125 アスファルト乳剤 セメント混合リサイクル用乳剤（ＭＮ－１） アスファルト乳剤 セメント混合リサイクル用ＭＮ１ ｔ 219 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト乳剤（ＪＥＡＡＳ規格品） 1103020570 アスファルト乳剤 ゴム入りアスファルト乳剤（ＰＫＲ－Ｔ） アスファルト乳剤 ゴム入り（ＰＫＲ－Ｔ） ｔ 220 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト乳剤（ＪＥＡＡＳ規格品） 1103020480 アスファルト乳剤 カットバックアスファルト乳剤（ＭＫ－Ｃ） アスファルト乳剤 カットバック（ＭＫ－Ｃ） ｔ 220 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト乳剤（ＪＥＡＡＳ規格品） 1103020590 アスファルト乳剤 高濃度アスファルト乳剤（ＰＫ－Ｈ） アスファルト乳剤 高濃度（ＰＫ－Ｈ） ｔ 220 ○ ○ 1103 舗設材
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アスファルト乳剤（ＪＥＡＡＳ規格品） 1103020580 アスファルト乳剤 高浸透用アスファルト乳剤（ＰＫ－Ｐ） アスファルト乳剤 高浸透用（ＰＫ－Ｐ） ｔ 220 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト乳剤（ＪＥＡＡＳ規格品） 1103020660 アスファルト乳剤 タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤（ＰＫＭ－Ｔ） アスファルト乳剤 タイヤ付着抑制型（ＰＫＭ－Ｔ） ｔ 220 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト乳剤―ブランド品― 1103020060 アスファルト乳剤 アスモタック ゴム入り 昭和瀝青工業 アスファルト乳剤 アスモタック　ゴム入り ｔ 220 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト乳剤―ブランド品― 1103070120 カットバック系アスファルト マックスＡＲ 特殊表面処理 東亜道路工業 カットバック系アスファルト マックスＡＲ ｔ 220 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト乳剤―ブランド品― 1103020380 アスファルト乳剤 トリートゾルＤ 表面処理用（防塵型） ＮＩＰＰＯ アスファルト乳剤 トリートゾルＤ　表面処理用 ｔ 220 ○ ○ 1103 舗設材

アスファルト乳剤―ブランド品― 1103020430 アスファルト乳剤 ミックスゾル 混合用 ＮＩＰＰＯ アスファルト乳剤 ミックスゾル　混合用 ｔ 220 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用石灰石粉 1103030010 舗装用石灰石粉 ７４μｍ７０％以上 ローリー 舗装用石灰石粉 ７４μｍ　７０％以上　ローリー ｔ 220 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト 1103080300 改質アスファルト バインダー材 ポリマー改質アスファルトⅠ型 改質アスファルト ポリマー改質アスファルト１型 ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト 1103080310 改質アスファルト バインダー材 ポリマー改質アスファルトⅡ型 改質アスファルト ポリマー改質アスファルト２型 ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト 1103080460 改質アスファルト バインダー材 ポリマー改質アスファルトＨ型（ポーラス用） 改質アスファルト ポリマー改質アスファルトＨ型 ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト 1103080670 改質アスファルト バインダー材 ポリマー改質アスファルトⅢ型（高耐久性舗装） 改質アスファルト ポリマー改質アスファルト３型 ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト 1103080680 改質アスファルト バインダー材 ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ（橋面舗装用） 改質アスファルト ポリマー改質アスファルト３型Ｗ ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト 1103080690 改質アスファルト バインダー材 ポリマー改質アスファルトⅢ型－ＷＦ（鋼床版橋面舗装） 改質アスファルト ポリマー改質アスファルト３ＷＦ ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト 1103080700 改質アスファルト バインダー材 ポリマー改質アスファルトＨ型－Ｆ（寒冷地排水性） 改質アスファルト ポリマー改質アスファルトＨ型Ｆ ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト 1103080290 改質アスファルト バインダー材 ゴム入り薄層舗装アスファルト 改質アスファルト ゴム入り薄層舗装アスファルト ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト―ブランド品― 1103080650 改質アスファルト バインダー材 エバーフィックスＨＧ 高耐久排水性 昭和瀝青工業 改質アスファルト エバーフィックスＨＧ　高耐久 ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト―ブランド品― 1103080497 改質アスファルト バインダー材 パーミバインダーＨＤ 高耐久排水性 東亜道路工業 改質アスファルト パーミバインダーＨＤ　高耐久 ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト―ブランド品― 1103080580 改質アスファルト バインダー材 タフファルトスーパーＬＬ 高耐久排水性 ニチレキ 改質アスファルト タフファルトスーパーＬＬ高耐久 ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材
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改質アスファルト―ブランド品― 1103080555 改質アスファルト バインダー材 セナファルトＨＰ 高耐久排水性 日進化成 改質アスファルト セナファルトＨＰ　高耐久排水性 ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト―ブランド品― 1103080495 改質アスファルト バインダー材 パーミバインダーＫ 鋼床版排水性 東亜道路工業 改質アスファルト パーミバインダーＫ　鋼床版 ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト―ブランド品― 1103080570 改質アスファルト バインダー材 タフファルトスーパーＭ 鋼床版排水性 ニチレキ 改質アスファルト タフファルトスーパーＭ　鋼床版 ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト―ブランド品― 1103080540 改質アスファルト バインダー材 セナファルトＳＤ 鋼床版排水性 日進化成 改質アスファルト セナファルトＳＤ　鋼床版排水性 ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト―ブランド品― 1103080600 改質アスファルト バインダー材 パーミバインダーＧ ネジレ抵抗性改善高粘度 東亜道路工業 改質アスファルト パーミバインダーＧネジレ抵抗性 ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト―ブランド品― 1103080470 改質アスファルト バインダー材 ＨＲリフレ 再生混合物用 東亜道路工業 改質アスファルト ＨＲリフレ ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト―ブランド品― 1103080610 改質アスファルト バインダー材 パーミバインダーＳＦ 高耐久寒冷地域 東亜道路工業 改質アスファルト パーミバインダーＳＦ高耐久寒冷 ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト―ブランド品― 1103080220 改質アスファルト バインダー材 ペネファルト１型 透水性舗装 日進化成 改質アスファルト ペネファルト１型 ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

改質アスファルト―ブランド品― 1103080230 改質アスファルト バインダー材 ペネファルト２型 透水性舗装 日進化成 改質アスファルト ペネファルト２型 ｔ 221 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材 1103060020 常温合材 袋物（４０ｋｇ） 常温合材 袋物　４０ｋｇ入 ｔ 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材 1103060030 常温合材 袋物（３０ｋｇ） 常温合材 袋物　３０ｋｇ入 ｔ 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100878 常温合材 ニュースラリーパックＬ １９ｋｇ入 大林道路 常温合材 ニュースラリーパックＬ１９ｋｇ 箱 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103130700 常温合材 ダッシュペーブＥ １９ｋｇ入 ガイアート 常温合材 ダッシュペーブＥ　１９ｋｇ入 箱 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100874 常温合材 オレンジパッチ ２０ｋｇ入 山王 常温合材 オレンジパッチ　２０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100872 常温合材 サブパッチ ２０ｋｇ入 山王 常温合材 サブパッチ　２０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100870 常温合材 ストロングパッチ ２０ｋｇ入 山王 常温合材 ストロングパッチ　２０ｋｇ入 箱 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100868 常温合材 スーパーパッチ ２０ｋｇ入（５ｍｍ） 山王 常温合材 スーパーパッチ２０ｋｇ入５ｍｍ 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100560 常温合材 タフストック ３０ｋｇ入 昭和瀝青工業 常温合材 タフストック　３０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材
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常温合材―ブランド品― 1103100502 常温合材 エムコール ３０ｋｇ入 シンレキ工業 常温合材 エムコール　３０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100504 常温合材 細粒エムコール ３０ｋｇ入 シンレキ工業 常温合材 細粒エムコール　３０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100512 常温合材 ロードプラスターＫ ２０ｋｇ入 シンレキ工業 常温合材 ロードプラスターＫ　２０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100514 常温合材 Ｎｏｎ！ステップ １６ｋｇ入 シンレキ工業 常温合材 Ｎｏｎ！ステップ　１６ｋｇ入 缶 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100290 常温合材 ＴＲミックスオールウェザー ３０ｋｇ入 大成ロテック 常温合材 ＴＲミックスオールウェザー３０ 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100300 常温合材 ＴＲミックススーパー ８，５，４ｋｇ入共 大成ロテック 常温合材 ＴＲミックススーパー８・５・４ 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100790 常温合材 エマファルト ２０ｋｇ入 大有建設 常温合材 エマファルト　２０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100832 常温合材 コールドパーミックス ２０ｋｇ入 東亜道路工業 常温合材 コールドパーミックス２０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100830 常温合材 パッチグー １１ｋｇ入 東亜道路工業 常温合材 パッチグー　１１ｋｇ入 セット 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100834 常温合材 ＴＯＫＥ・パック ０．５ｋｇ×２０袋 東亜道路工業 常温合材 ＴＯＫＥパック０．５ｋｇ×２０ 箱 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100888 常温合材 ハイウェイパッチ ２０ｋｇ入 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋 常温合材 ハイウェイパッチ　２０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100435 常温合材 スーパーロメンパッチ ４．５ｋｇ入 ニチレキ 常温合材 スーパーロメンパッチ４．５ｋｇ セット 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100445 常温合材 スーパースノーパッチ ４．５ｋｇ入 ニチレキ 常温合材 スーパースノーパッチ４．５ｋｇ セット 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100882 常温合材 レスキューパッチ １５ｋｇ入 ニチレキ 常温合材 レスキューパッチ　１５ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100850 常温合材 レミファルトＳ ３０ｋｇ入 ＮＩＰＰＯ 常温合材 レミファルトＳ　３０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100420 常温合材 ミニロード ３０ｋｇ入 日本道路 常温合材 ミニロード　３０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100710 常温合材 排水性ファルコン ２０ｋｇ入 ヒートロック工業 常温合材 排水性ファルコン　２０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100860 常温合材 ＹＫアスコン ２５ｋｇ入 光工業 常温合材 ＹＫアスコン　２５ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材
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常温合材―ブランド品― 1103100862 常温合材 ＰＰアスコン ２５ｋｇ入（排水性） 光工業 常温合材 ＰＰアスコン　２５ｋｇ入排水性 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100864 常温合材 薄層 １８ｋｇ入 光工業 常温合材 薄層　１８ｋｇ入 セット 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100800 常温合材 スコップワン ３０ｋｇ入 墨東化成工業 常温合材 スコップワン　３０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100876 常温合材 スマートパッチ ４．８ｋｇ入 前田道路 常温合材 スマートパッチ　４．８ｋｇ入 セット 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100460 常温合材 スーパーＤＲ ３０ｋｇ入 前田道路 常温合材 スーパーＤＲ　３０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100810 常温合材 スーパーＤＲパッチ ２０ｋｇ入 前田道路 常温合材 スーパーＤＲパッチ　２０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100815 常温合材 スーパートップ１３ ２０ｋｇ入 前田道路 常温合材 スーパートップ１３　２０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100816 常温合材 マイルドパッチ１３ ２０ｋｇ入 前田道路 常温合材 マイルドパッチ１３　２０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100702 常温合材 パーマパッチ ２０ｋｇ入 マテリアルサイエンス 常温合材 パーマパッチ　２０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100704 常温合材 ロードケアＲ １５ｋｇ入 三井住建道路 常温合材 ロードケアＲ　１５ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100706 常温合材 ロードケアＺ １０ｋｇ入 三井住建道路 常温合材 ロードケアＺ　１０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100760 常温合材 エース・パッチ ２０ｋｇ入 美松工業 常温合材 エース・パッチ　２０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100766 常温合材 エース・パッチ ２０ｋｇ入（水硬型） 美松工業 常温合材 エース・パッチ２０ｋｇ入水硬型 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100765 常温合材 エース・パッチ ２０ｋｇ入（細密型） 美松工業 常温合材 エース・パッチ２０ｋｇ入細密型 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100880 常温合材 エース・パッチ ２０ｋｇ入（重交通対応型） 美松工業 常温合材 エースパッチ２０ｋｇ重交通対応 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100770 常温合材 ロードフィット ２０ｋｇ入（超薄層型） 美松工業 常温合材 ロードフィット２０ｋｇ超薄層型 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100866 常温合材 ソーク・パッチ ２０ｋｇ入（排水性） 美松工業 常温合材 ソーク・パッチ２０ｋｇ入排水性 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100573 常温合材 ロックハードβ ３０ｋｇ入 ライフダクトカンパニー 常温合材 ロックハードβ　３０ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材
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常温合材―ブランド品― 1103100578 常温合材 ロックハードβ １５ｋｇ入 ライフダクトカンパニー 常温合材 ロックハードβ　１５ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100582 常温合材 ロードマスター細粒 ２５ｋｇ入 ライフダクトカンパニー 常温合材 ロードマスター細粒　２５ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

常温合材―ブランド品― 1103100584 常温合材 ロードマスター細粒 １５ｋｇ入 ライフダクトカンパニー 常温合材 ロードマスター細粒　１５ｋｇ入 袋 222 ○ ○ 1103 舗設材

凍結防止材 1119010010 凍結防止材 塩化カルシウム 防塵・融雪用 ２５ｋｇ袋入 塩化カルシウム 防塵・融雪用　２５ｋｇ袋 ｔ 222 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

凍結防止材 1119020010 凍結防止材 塩化マグネシウム 防塵・凍結防止用 ２５ｋｇ袋入 塩化マグネシウム 防塵・凍結防止用　２５ｋｇ袋 ｔ 222 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

凍結防止材―ブランド品― 1103100650 凍結防止材 アイスメルトＣＭＮ 凍結防止剤 司工業 特殊舗装材　凍結防止剤 アイスメルトＣＭＮ ｋｇ 222 ○ ○ 1103 舗設材

凍結防止材―ブランド品― 1103100780 凍結防止材 メルロード 液体凍結防止剤 米山化学工業 特殊舗装材　液体凍結防止剤 メルロード リットル 222 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用クラック防止材 1103131002 クラック抑制シート　ガラス基材 幅１００ｃｍ クラック抑制シート ガラス基材　Ｗ１００ｃｍ ｍ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用クラック防止材 1103131004 クラック抑制シート　ガラス基材 幅５０ｃｍ クラック抑制シート ガラス基材　Ｗ５０ｃｍ ｍ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用クラック防止材 1103131006 クラック抑制シート　ガラス基材 幅３３ｃｍ クラック抑制シート ガラス基材　Ｗ３３ｃｍ ｍ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用クラック防止材―ブランド品― 1103130730 グラスグリッドＧＧ１００ 幅１５０ｃｍ×１００ｍ アークノハラ クラック防止材・補修材 グラスグリッドＧＧ１００ ｍ２ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用クラック防止材―ブランド品― 1103130732 グラスグリッドＣＧ１００Ｌ 幅１５０ｃｍ×１００ｍ アークノハラ クラック防止材・補修材 グラスグリッドＣＧ１００Ｌ ｍ２ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用クラック防止材―ブランド品― 1103130740 グラスグリッドＣＧ１００ 幅１５０ｃｍ×７０ｍ アークノハラ クラック防止材・補修材 グラスグリッドＣＧ１００ ｍ２ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用クラック防止材―ブランド品― 1103130742 Ｇ・ＲＤマット（グラスファイバーメッシュ） 幅５０ｃｍ×厚１．５ｍｍ ガイアート クラック防止材・補修材 Ｇ・ＲＤマット　Ｗ５０ｃｍ ｍ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用クラック防止材―ブランド品― 1103130744 Ｇ・ＲＤマット（グラスファイバーメッシュ） 幅１００ｃｍ×厚１．５ｍｍ ガイアート クラック防止材・補修材 Ｇ・ＲＤマット　Ｗ１００ｃｍ ｍ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用クラック防止材―ブランド品― 1103130010 ＲＣシート 幅３０ｃｍ 東亜道路工業 クラック防止材・補修材 ＲＣシート　Ｗ３０ｃｍ ｍ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用クラック防止材―ブランド品― 1103130020 ＲＣシート 幅５０ｃｍ 東亜道路工業 クラック防止材・補修材 ＲＣシート　Ｗ５０ｃｍ ｍ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用クラック防止材―ブランド品― 1103130370 ＲＣメッシュ 幅１００ｃｍ 東亜道路工業 クラック防止材・補修材 ＲＣメッシュ　Ｗ１００ｃｍ ｍ 223 ○ ○ 1103 舗設材
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舗装用クラック防止材―ブランド品― 1103130160 ＰＭシートＴＭ 幅３３ｃｍ ニチレキ クラック防止材・補修材 ＰＭシートＴＭ　Ｗ３３ｃｍ ｍ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用クラック防止材―ブランド品― 1103130170 ＰＭシートＴＭ 幅５０ｃｍ ニチレキ クラック防止材・補修材 ＰＭシートＴＭ　Ｗ５０ｃｍ ｍ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用クラック防止材―ブランド品― 1103130180 ＰＭシートＴ 幅３３ｃｍ ニチレキ クラック防止材・補修材 ＰＭシートＴ　Ｗ３３ｃｍ ｍ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用クラック防止材―ブランド品― 1103130190 ＰＭシートＴ 幅５０ｃｍ ニチレキ クラック防止材・補修材 ＰＭシートＴ　Ｗ５０ｃｍ ｍ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用クラック防止材―ブランド品― 1103130350 アコロード３００ 幅３０ｃｍ×厚３ｍｍ 三星産業 クラック防止材・補修材 アコロード３００　Ｗ３０ｃｍ ｍ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用補修材―ブランド品― 1103130400 アスファルト舗装用シール材 メンデシール クラック補修材 アオイ化学工業 クラック防止材・補修材 メンデシール　クラック補修材 ｋｇ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用補修材―ブランド品― 1103130630 アスファルト舗装用シール材 ＳＲＫシールＣ 補修用充填材 シンレキ工業 クラック防止材・補修材 ＳＲＫシールＣ　補修用充填材 セット 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用補修材―ブランド品― 1103130640 アスファルト舗装用シール材 ＳＲＫシールＨ クラック処理材 シンレキ工業 クラック防止材・補修材 ＳＲＫシールＨ　クラック処理材 ｋｇ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用補修材―ブランド品― 1103130285 アスファルト舗装用シール材 ＲＣメンテ 補修用充填材 東亜道路工業 クラック防止材・補修材 ＲＣメンテ　補修用充填材 セット 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用補修材―ブランド品― 1103130290 アスファルト舗装用シール材 コールカットＫ クラック充填材 ニチレキ クラック防止材・補修材 コールカットＫ　クラック充填材 組 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用補修材―ブランド品― 1103130420 アスファルト舗装用シール材 クイックガードＳ クラック充填材 ＮＩＰＰＯ クラック防止材・補修材 クイックガードＳクラック充填材 セット 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用補修材―ブランド品― 1103130752 アスファルト舗装用シール材 ＦＲフィラー４００ クラック充填材 フジタ道路 クラック防止材・補修材 ＦＲフィラー４００ セット 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用補修材―ブランド品― 1103130760 アスファルト舗装用シール材 ＦＲフィラー６００ クラック充填材 フジタ道路 クラック防止材・補修材 ＦＲフィラー６００ セット 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用補修材―ブランド品― 1103130340 アスファルト舗装用シール材 ラバファルト クラック処理材 ラバファルト クラック防止材・補修材 ラバファルト　クラック処理材 ｋｇ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用補修材―ブランド品― 1103130600 クラック補修材 ＲＣ復旧テープ 幅５ｃｍ×厚０．８ｍｍ 東亜道路工業 クラック防止材・補修材 ＲＣ復旧テープ　Ｗ５ｃｍ ｍ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用補修材―ブランド品― 1103130602 クラック補修材 マットペーブ ５０ｃｍ×５０ｃｍ×０．５ｃｍ　４枚／セット ライトウェイ クラック防止材・補修材 マットペーブ　５０ｃｍ セット 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用補修材―ブランド品― 1103130550
クラック補修材 アスファルトシートくろすけ ４００ｍｍ×４００ｍｍ×３ｍｍ　１０枚／セット ライフダクトカンパ
ニー

クラック防止材・補修材 アスファルトシート　くろすけ セット 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用補修材―ブランド品― 1103091812 樹脂パッチング用樹脂モルタル タイトルビーキット ＭＭＡ樹脂　１０ｋｇ／箱 アナミ舗材 樹脂パッチング用樹脂モルタル タイトルビーキット　ＭＭＡ樹脂 箱 223 ○ ○ 1103 舗設材
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舗装用補修材―ブランド品― 1103091712 樹脂パッチング用樹脂モルタル レジポーラキット 変性ウレタン　１０ｋｇ／箱 アナミ舗材 樹脂パッチング用樹脂モルタル レジポーラキット　変性ウレタン 箱 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用補修材―ブランド品― 1103130580 樹脂パッチング用樹脂モルタル アスクリートキット ＡＳ・ＣＯ　２０ｋｇ／箱 美州興産 樹脂パッチング用樹脂モルタル アスクリートキット　ＡＳ・ＣＯ ｋｇ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用補修材―ブランド品― 1103130690 樹脂パッチング用樹脂モルタル ドーロガードキットⅡ ＭＭＡ系補修材 三菱ケミカルインフラテック 樹脂パッチング用樹脂モルタル ドーロガードキット２　ＭＭＡ系 ｋｇ 223 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103120010 舗装用添加剤　改質Ⅰ型用 ＪＳＲローデックス プラントミックス ＪＳＲ 舗装用添加剤　改質１型用 ＪＳＲローデックス ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103120020 舗装用添加剤　改質Ⅰ型用 ＪＳＲローデックスＳＳ プラントミックス ＪＳＲ 舗装用添加剤　改質１型用 ＪＳＲローデックスＳＳ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103120040 舗装用添加剤　改質Ⅰ型用 ロードエース プラントミックス 前田工繊 舗装用添加剤　改質１型用 ロードエース ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103120030 舗装用添加剤　改質Ⅰ型用 ロードスター プラントミックス 前田工繊 舗装用添加剤　改質１型用 ロードスター ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103120415 舗装用添加剤　改質Ⅱ型用 ＪＳＲローデックスＵ－Ⅱ プラントミックス ＪＳＲ 舗装用添加剤　改質２型用 ＪＳＲローデックスＵ－２ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103120105 舗装用添加剤　改質Ⅱ型用 ＴＲ－１００Ｌ プラントミックス 大成ロテック 舗装用添加剤　改質２型用 ＴＲ－１００Ｌ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103120420 舗装用添加剤　改質Ⅱ型用 エラストエース プラントミックス 前田工繊 舗装用添加剤　改質２型用 エラストエース ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103120100 舗装用添加剤　改質Ⅱ型用 ＴＲ－１００ 耐流動 大成ロテック 舗装用添加剤　改質２型用 ＴＲ－１００ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103120418 舗装用添加剤　排水性舗装用 ＪＳＲローデックスＨＳ ＪＳＲ 舗装用添加剤　排水性舗装用 ＪＳＲローデックスＨＳ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103120175 舗装用添加剤　排水性舗装用 タフパックスーパー 大有建設 舗装用添加剤　排水性舗装用 タフパックスーパー ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103120445 舗装用添加剤　排水性舗装用 かいしつくんスーパー２ 前田工繊 舗装用添加剤　排水性舗装用 かいしつくんスーパー２ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103120432 舗装用添加剤　再生用 Ｔ－リバイブ プラント用 竹中産業 舗装用添加剤　再生用 Ｔ－リバイブ　プラント用 リットル 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103120280 舗装用添加剤　再生用 リファインＰ プラント用 ニチレキ 舗装用添加剤　再生用 リファインＰ　プラント用 ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103120250 舗装用添加剤　再生用 ＮＲＣ－１２０ プラント用 日進化成 舗装用添加剤　再生用 ＮＲＣ－１２０　プラント用 ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103120430 舗装用添加剤　再生用 フジタック＃５０・２００ プラント用 富士興産 舗装用添加剤　再生用 フジタック　＃５０・２００ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材
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舗装用添加剤―ブランド品― 1103120470 舗装用添加剤　その他 グリッパー４１３１ 剥離防止 花王 舗装用添加剤 グリッパー４１３１　剥離防止 ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103100884 舗装用添加剤　その他 デオファインＴ アスファルト消臭剤 竹中産業 舗装用添加剤 デオファインＴ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103100886 舗装用添加剤　その他 デオファインＴ・ＷＳ 水溶性消臭剤 竹中産業 舗装用添加剤 デオファインＴ・ＷＳ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103120245 舗装用添加剤　その他 スーパーデハイドロ 耐熱性剥離防止 南部商会 舗装用添加剤 スーパーデハイドロ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103100530 舗装用添加剤　その他 アーボセルＺＺ８／１ 補強用植物繊維 レッテンマイヤージャパン 舗装用添加剤 アーボセルＺＺ８／１ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

舗装用添加剤―ブランド品― 1103100532 舗装用添加剤　その他 ＶＩＡＴＯＰ　Ｐｒｅｍｉｕｍ 補強用植物繊維 レッテンマイヤージャパン 舗装用添加剤 ＶＩＡＴＯＰ　Ｐｒｅｍｉｕｍ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材 1103093210
カラー舗装材 ニート工法 樹脂すべり止めカラー舗装 すべり止め用カラーエポキシ ＥＰ－Ｎ アトミクス，大崎工業，
コスモエネルギーソリューションズ，神東塗料，積水樹脂，ニチレキ，日進化成，日本ライナー，美州興産

カラー舗装材　ニート工法 滑止用カラーエポキシ　ＥＰ－Ｎ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091295 カラー舗装材 ニート工法 樹脂すべり止めカラー舗装 ハードカラーＣＰ クリヤ アトミクス カラー舗装材　ニート工法 ハードカラーＣＰ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091100
カラー舗装材 モルタル工法 カラー舗装用樹脂モルタル アスコサイトＳＫ エポキシ コスモエネルギーソリューション
ズ

カラー舗装材　モルタル工法 アスコサイトＳＫ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091590 カラー舗装材 モルタル工法 カラー舗装用樹脂モルタル カラーファルトＤＡ 弾性舗装 ニチレキ カラー舗装材　モルタル工法 カラーファルトＤＡ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091810 カラー舗装材 モルタル工法 カラー舗装用樹脂モルタル マーベルレック ＭＲ－０５　樹脂滑り止め ホッコン カラー舗装材　モルタル工法 マーベルレック　ＭＲ－０５ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091600 カラー舗装材 モルタル工法 透水性舗装用樹脂モルタル カラーファルトＴＯ エポキシ ニチレキ カラー舗装材　モルタル工法 カラーファルトＴＯ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091700 カラー舗装材 モルタル工法 透水性舗装用樹脂モルタル ＰＧバインダー エポキシ 日進化成 カラー舗装材　モルタル工法 ＰＧバインダー ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091072 カラー舗装材 塗布工法 エマルジョン型塗材 エマカラーＷ 水性アクリル樹脂 大崎工業 カラー舗装材　塗布工法 エマカラーＷ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091331 カラー舗装材 塗布工法 エマルジョン型塗材 水性ロードカラーⅡ 特殊アクリルエマルション 神東塗料 カラー舗装材　塗布工法 水性ロードカラー２ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091332 カラー舗装材 塗布工法 エマルジョン型塗材 速乾水性ロードカラー 特殊アクリルエマルション 神東塗料 カラー舗装材　塗布工法 速乾水性ロードカラー ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091320 カラー舗装材 塗布工法 溶剤型アクリル系塗材 ロードカラー＃２００ 神東塗料 カラー舗装材　塗布工法 ロードカラー＃２００ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091090 カラー舗装材 塗布工法 エマカラーメルト 大崎工業 カラー舗装材　塗布工法 エマカラーメルト ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材
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カラー舗装材―ブランド品― 1103091110 カラー舗装材 塗布工法 カラーコート＃１００１ ニチレキ カラー舗装材　塗布工法 カラーコート＃１００１ ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091160 カラー舗装材 塗布工法 カラーマックス 日進化成 カラー舗装材　塗布工法 カラーマックス ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091335 カラー舗装材 塗布工法 ロードコート 各色 美州興産 カラー舗装材　塗布工法 ロードコート ｋｇ 224 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091275 カラー舗装材 加熱混合カラー舗装アスファルト（バインダー材） 一般・重交通用 ビューテックスⅡ 東亜道路工業 カラー舗装材　加熱混合 ビューテックス２ ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091670 カラー舗装材 加熱混合カラー舗装アスファルト（バインダー材） 一般・重交通用 カラーファルトクリア ニチレキ カラー舗装材　加熱混合 カラーファルトクリア ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103093170 カラー舗装材 加熱混合カラー舗装アスファルト（バインダー材） 一般・重交通用 カラークスＳＳ－Ｒ 日進化成 カラー舗装材　加熱混合 カラークスＳＳ－Ｒ ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091780 カラー舗装材 加熱混合カラー舗装アスファルト（バインダー材） 排水性舗装用 シュールカラークス 日進化成 カラー舗装材　加熱混合 シュールカラークス ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091825
カラー舗装材 加熱混合カラー舗装アスファルト（固形バインダー材） ＣＳファルト　Ｋシリーズ 黄・赤・自然 戸田
工業

カラー舗装材　加熱混合（固形） ＣＳファルトＫシリーズ　黄他 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091840 カラー舗装材 加熱混合カラー舗装アスファルト（固形バインダー材） ＣＳファルト　Ｋシリーズ 緑 戸田工業 カラー舗装材　加熱混合（固形） ＣＳファルトＫシリーズ　緑 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091860 カラー舗装材 加熱混合カラー舗装アスファルト（固形バインダー材） カラークスＰＡＣＫ 一般・重交通用 日進化成 カラー舗装材　加熱混合（固形） カラークスＰＡＣＫ一般重交通用 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091756 カラー舗装材 加熱混合カラー舗装アスファルト（固形バインダー材） ユーファルトＭＢ－１ 改質Ⅱ型用 日東商事 カラー舗装材　加熱混合（固形） ユーファルトＭＢ－１改質２型用 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091580 カラー舗装材 カラー舗装乳剤 ビューテックス乳剤 自然色舗装 東亜道路工業 カラー舗装材　乳剤 ビューテックス乳剤　自然色舗装 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091610 カラー舗装材 カラー舗装乳剤 カラーファルトＥＭ 自然色舗装 ニチレキ カラー舗装材　乳剤 カラーファルトＥＭ　自然色舗装 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103091290 カラー舗装材 カラー舗装乳剤 フジラブ 富士アスファルト販売 カラー舗装材　乳剤 フジラブ ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103093290 カラー舗装材 人工骨材 着色骨材 ロードセラム 赤・緑・黄・青 ニチレキ カラー舗装材　人工・着色骨材 ロードセラム　赤・緑・黄・青 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103093160 カラー舗装材 人工骨材 着色骨材 セラロードＨ 各色（すべり止め） 日本セラウエイ カラー舗装材　人工・着色骨材 セラロードＨ　各色 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103093165 カラー舗装材 人工骨材 着色骨材 セラロードＨ ピュアホワイト 日本セラウエイ カラー舗装材　人工・着色骨材 セラロードＨ　ピュアホワイト ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103093070 カラー舗装材 人工骨材 着色骨材 ダオラレック 各色（球状） 日本セラウエイ カラー舗装材　人工・着色骨材 ダオラレック　各色 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材
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カラー舗装材―ブランド品― 1103093142 カラー舗装材 人工骨材 着色骨材 セラペブル 赤・緑・黄・青 早川商事 カラー舗装材　人工・着色骨材 セラペブル　赤・緑・黄・青 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103093145 カラー舗装材 人工骨材 着色骨材 セラペブル 白 早川商事 カラー舗装材　人工・着色骨材 セラペブル　白 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103093021 カラー舗装材 人工骨材 着色骨材 セラサンド 赤・緑・黄・白（すべり止め） 美州興産 カラー舗装材　人工・着色骨材 セラサンド　赤・緑・黄・白 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103093025 カラー舗装材 人工骨材 着色骨材 セラサンド 青（すべり止め） 美州興産 カラー舗装材　人工・着色骨材 セラサンド　青 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103093180 カラー舗装材 自然色骨材 ノーザンブライアンレッド 赤（輸入品） 日進化成 カラー舗装材　自然色骨材 ノーザンブライアンレッド　赤 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103093185 カラー舗装材 自然色骨材 紅華石 赤 原鉱業 カラー舗装材　自然色骨材 紅華石　赤 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103092070 カラー舗装材 顔料 トダカラー ３００Ｒ 戸田工業 カラー舗装材　顔料 トダカラー　３００Ｒ ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103092080 カラー舗装材 顔料 トダカラー ５００Ｒ 戸田工業 カラー舗装材　顔料 トダカラー　５００Ｒ ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103092065 カラー舗装材 顔料 トダカラー ＥＣ－１５０Ｓ 戸田工業 カラー舗装材　顔料 トダカラー　ＥＣ－１５０Ｓ ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103092067 カラー舗装材 顔料 トダカラー ＥＣ－４８０Ｈ 戸田工業 カラー舗装材　顔料 トダカラー　ＥＣ－４８０Ｈ ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103092060 カラー舗装材 顔料 モリベンカラー Ｎｏ．１０８７ 森下弁柄工業 カラー舗装材　顔料 モリベンカラー　ＮＯ．１０８７ ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103092090 カラー舗装材 顔料 モリベンカラー ＭＴＹ－５０　鉄黄 森下弁柄工業 カラー舗装材　顔料 モリベンカラー　ＭＴＹ－５０ ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103092100 カラー舗装材 顔料 モリベンカラー ＹＷ－２５　黄 森下弁柄工業 カラー舗装材　顔料 モリベンカラー　ＹＷ－２５　黄 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103092110 カラー舗装材 顔料 モリベンカラー ＹＷ－６３　黄 森下弁柄工業 カラー舗装材　顔料 モリベンカラー　ＹＷ－６３　黄 ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103092120 カラー舗装材 顔料 モリベンカラー ＭＩＢ１０３，１１０　アイボリー 森下弁柄工業 カラー舗装材顔料モリベンカラー ＭＩＢ１０３・１１０アイボリー ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103092130 カラー舗装材 顔料 モリベンカラー ＢＷＭ１００，８００　ベージュ 森下弁柄工業 カラー舗装材顔料モリベンカラー ＢＷＭ１００・８００　ベージュ ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103092150 カラー舗装材 顔料 モリベンカラー ＭＦＧ－２００　鉄グリーン 森下弁柄工業 カラー舗装材　顔料 モリベンカラー　ＭＦＧ－２００ ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103092010 カラー舗装材 顔料 ランクセス 赤・ＢＪ　Ｒｅｄ－Ｓ ランクセス カラー舗装材　顔料 ランクセス　赤ＢＪ　Ｒｅｄ－Ｓ ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材
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カラー舗装材―ブランド品― 1103093230 カラー舗装材 顔料 ランクセス 白・チタンホワイト ランクセス カラー舗装材　顔料 ランクセス　白　チタンホワイト ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103092020 カラー舗装材 顔料 ランクセス カラーサームグリーンＧＮ ランクセス カラー舗装材　顔料 ランクセス　カラーサーム緑ＧＮ ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

カラー舗装材―ブランド品― 1103092025 カラー舗装材 顔料 ランクセス 耐熱黄・カラーサームイエロー１０ ランクセス カラー舗装材　顔料 ランクセス　カラーサーム黄１０ ｋｇ 225 ○ ○ 1103 舗設材

目地板 0317010005 目地板 瀝青質板 厚１０ｍｍ 目地板　瀝青質板 Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地板 0317010007 目地板 瀝青質板 厚２０ｍｍ 目地板　瀝青質板 Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地板 0317010010 目地板 瀝青繊維質板 厚１０ｍｍ 目地板　瀝青繊維質板 Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地板 0317010012 目地板 瀝青繊維質板 厚２０ｍｍ 目地板　瀝青繊維質板 Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地板 0317010070 目地板 ゴム発泡体 厚１０ｍｍ　硬度２０ 目地板　ゴム発泡体 Ｔ１０ｍｍ　硬度２０ ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地板 0317010075 目地板 ゴム発泡体 厚１０ｍｍ　硬度２５ 目地板　ゴム発泡体 Ｔ１０ｍｍ　硬度２５ ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地板 0317010040 目地板 ゴム発泡体 厚１０ｍｍ　硬度３０ 目地板　ゴム発泡体 Ｔ１０ｍｍ　硬度３０ ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地板 0317010045 目地板 ゴム発泡体 厚２０ｍｍ　硬度３０ 目地板　ゴム発泡体 Ｔ２０ｍｍ　硬度３０ ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地板 0317010050 目地板 ゴム発泡体 厚１０ｍｍ　硬度４０ 目地板　ゴム発泡体 Ｔ１０ｍｍ　硬度４０ ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地板 0317010060 目地板 ゴム発泡体 厚１０ｍｍ　硬度５０ 目地板　ゴム発泡体 Ｔ１０ｍｍ　硬度５０ ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地板 0317010065 目地板 ゴム発泡体 厚２０ｍｍ　硬度５０ 目地板　ゴム発泡体 Ｔ２０ｍｍ　硬度５０ ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地板 0317011020 目地板 樹脂発泡体 厚１０ｍｍ　倍率６ 目地板　樹脂発泡体 Ｔ１０ｍｍ　６倍 ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地板 0317010020 目地板 樹脂発泡体 厚１０ｍｍ　倍率８ 目地板　樹脂発泡体 Ｔ１０ｍｍ　８倍 ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地板 0317010025 目地板 樹脂発泡体 厚１０ｍｍ　倍率１１ 目地板　樹脂発泡体 Ｔ１０ｍｍ　１１倍 ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地板 0317010030 目地板 樹脂発泡体 厚１０ｍｍ　倍率１２ 目地板　樹脂発泡体 Ｔ１０ｍｍ　１２倍 ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材
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目地板 0317010035 目地板 樹脂発泡体 厚１０ｍｍ　倍率１４ 目地板　樹脂発泡体 Ｔ１０ｍｍ　１４倍 ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地板 0317012205 目地板 樹脂発泡体 厚１０ｍｍ　倍率１５ 目地板　樹脂発泡体 Ｔ１０ｍｍ　１５倍 ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地板 0317012210 目地板 樹脂発泡体 厚１０ｍｍ　倍率３０ 目地板　樹脂発泡体 Ｔ１０ｍｍ　３０倍 ｍ２ 225 ○ ○ 0317 目地材

目地材 0317020005 加熱注入式目地材 ゴム化アスファルト系 ゴム化アスファルト系目地材 低弾性 加熱注入式目地材 ゴム化アスファルト系　低弾性 ｋｇ 226 ○ ○ 0317 目地材

目地材 0317020015 加熱注入式目地材 ゴム化アスファルト系 ゴム化アスファルト系目地材 高弾性 加熱注入式目地材 ゴム化アスファルト系　高弾性 ｋｇ 226 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317030215 常温注入式目地材 ウレタン系 ユニボンド３２００Ｈ 黒，グレー　６ｋｇ アオイ化学工業 常温注入式目地材 ユニボンド３２００Ｈ ｋｇ 226 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317030220 常温注入式目地材 ウレタン系 ユニボンド３２００Ｎ グレー　５ｋｇ アオイ化学工業 常温注入式目地材 ユニボンド３２００Ｎ ｋｇ 226 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317030230 常温注入式目地材 ウレタン系 ユニボンド３２００ＮＴ 黒　５ｋｇ アオイ化学工業 常温注入式目地材 ユニボンド３２００ＮＴ ｋｇ 226 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317034605 常温注入式目地材 ウレタンタール系 アイガスＥ－ＬＭ ５ｋｇ ダイフレックス 常温注入式目地材 アイガスＥ－ＬＭ　５ｋｇ ｋｇ 226 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317034610 常温注入式目地材 ウレタンタール系 アイガスＥ－ＮＳ ５ｋｇ ダイフレックス 常温注入式目地材 アイガスＥ－ＮＳ　５ｋｇ ｋｇ 226 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317031410 常温注入式目地材 ウレタン樹脂系 キャッスルシールＵ５００Ａ グレー（１液性） 錦城護謨 常温注入式目地材 キャッスルシールＵ５００Ａ ｋｇ 226 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317030235 常温注入式目地材 ポリサルファイド系 ポリジェット２００Ｈ アオイ化学工業 常温注入式目地材 ポリジェット２００Ｈ ｋｇ 226 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317030405 常温注入式目地材 ポリサルファイド系 ネオタイユシールコールド ２成分型（環境対応型） ニチレキ 常温注入式目地材 ネオタイユシールコールド ｋｇ 226 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317031815 常温注入式目地材 シリコーン系 シリコーン＃７０ 黒　４ｌ ショーボンドマテリアル 常温注入式目地材 シリコーン＃７０ リットル 226 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317030905 常温注入式目地材 ポリブタジエン系 スカイシールＦ－１ ２成分型 大日化成 常温注入式目地材 スカイシールＦ－１ リットル 226 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317032810 常温注入式目地材 ポリブタジエン系 ビルダンシールＧＢ－７２０ 黒　１３．２ｋｇ 東和工業 常温注入式目地材 ビルダンシールＧＢ－７２０ ｋｇ 226 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317030605 常温注入式目地材 ポリブタジエン系 ハヤシールＮＳ 早川ゴム 常温注入式目地材 ハヤシールＮＳ リットル 226 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317034205 常温注入式目地材 ポリブタジエン系 ＭＫＳジョイントシール ２成分型 ミカサ金属 常温注入式目地材 ＭＫＳジョイントシール リットル 226 ○ ○ 0317 目地材
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目地材―ブランド品― 1103130410 アスファルト舗装用成型目地材 ボンドテープ（高弾性） 幅３０ｍｍ×厚５ｍｍ アオイ化学工業 クラック防止材・補修材 ボンドテープ（高弾性）３０ｍｍ ｍ 226 ○ ○ 1103 舗設材

目地材―ブランド品― 1103130415 アスファルト舗装用成型目地材 ボンドテープ（高弾性） 幅３５ｍｍ×厚５ｍｍ アオイ化学工業 クラック防止材・補修材 ボンドテープ（高弾性）３５ｍｍ ｍ 226 ○ ○ 1103 舗設材

目地材―ブランド品― 1103130380 アスファルト舗装用成型目地材 フラッシュテープ 幅３ｃｍ×厚５ｍｍ 静岡瀝青工業 クラック防止材・補修材 フラッシュテープ　Ｗ３ｃｍ ｍ 226 ○ ○ 1103 舗設材

目地材―ブランド品― 1103130270 アスファルト舗装用成型目地材 ＲＣシール 幅３ｃｍ×厚５ｍｍ 東亜道路工業 クラック防止材・補修材 ＲＣシール　Ｗ３ｃｍ ｍ 226 ○ ○ 1103 舗設材

目地材―ブランド品― 1103130280 アスファルト舗装用成型目地材 ＲＣシール 幅５ｃｍ×厚５ｍｍ 東亜道路工業 クラック防止材・補修材 ＲＣシール　Ｗ５ｃｍ ｍ 226 ○ ○ 1103 舗設材

目地材―ブランド品― 1103130110 アスファルト舗装用成型目地材 セロシールＳＳテープ 幅３０ｍｍ×厚５ｍｍ ニチレキ クラック防止材・補修材 セロシールＳＳテープ　３０ｍｍ ｍ 226 ○ ○ 1103 舗設材

目地材―ブランド品― 1103130120 アスファルト舗装用成型目地材 セロシールＳＳテープ 幅３５ｍｍ×厚５ｍｍ ニチレキ クラック防止材・補修材 セロシールＳＳテープ　３５ｍｍ ｍ 226 ○ ○ 1103 舗設材

目地材―ブランド品― 1103130100 アスファルト舗装用成型目地材 セロシールＳＳロープ １０ｍｍ成型品 ニチレキ クラック防止材・補修材 セロシールＳＳ　ロープ１０ｍｍ ｍ 226 ○ ○ 1103 舗設材

目地材―ブランド品― 1103130125 アスファルト舗装用成型目地材 ピタッとＬ型止水テープ 高２５ｍｍ×幅２５ｍｍ×厚５ｍｍ ニチレキ クラック防止材・補修材 Ｌ型止水テープ　２５×２５ｍｍ ｍ 226 ○ ○ 1103 舗設材

目地材―ブランド品― 1103130126 アスファルト舗装用成型目地材 ピタッとＬ型止水テープ 高３５ｍｍ×幅２５ｍｍ×厚５ｍｍ ニチレキ クラック防止材・補修材 Ｌ型止水テープ　３５×２５ｍｍ ｍ 226 ○ ○ 1103 舗設材

目地材―ブランド品― 1103130127 アスファルト舗装用成型目地材 ピタッとＬ型止水テープ 高４０ｍｍ×幅２５ｍｍ×厚５ｍｍ ニチレキ クラック防止材・補修材 Ｌ型止水テープ　４０×２５ｍｍ ｍ 226 ○ ○ 1103 舗設材

目地材―ブランド品― 1103130128 アスファルト舗装用成型目地材 ピタッとＬ型止水テープ 高２５ｍｍ×幅７５ｍｍ×厚３ｍｍ ニチレキ クラック防止材・補修材 Ｌ型止水テープ　２５×７５ｍｍ ｍ 226 ○ ○ 1103 舗設材

目地材―ブランド品― 1103130725 防草材 目地バリシート 幅１５ｃｍ 白崎コーポレーション 防草材 目地バリシート　Ｗ１５ｃｍ ｍ 226 ○ ○ 1103 舗設材

目地材―ブランド品― 1103130710 防草材 ボーソーシールＴ 幅３０ｍｍ×厚５ｍｍ シンレキ工業 防草材 ボーソーシールＴ　Ｗ３０ｍｍ ｍ 226 ○ ○ 1103 舗設材

目地材―ブランド品― 1103130720 防草材 ボーソーシールＨ １０ｋｇ／箱 シンレキ工業 防草材 ボーソーシールＨ　１０ｋｇ／箱 ｋｇ 226 ○ ○ 1103 舗設材

目地材―ブランド品― 0317030240 成型目地材 トリガージョイント Ｍ－５０ アオイ化学工業 成型目地材 トリガージョイント　Ｍ－５０ ｍ 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317030245 成型目地材 トリガージョイント Ｍ－７０ アオイ化学工業 成型目地材 トリガージョイント　Ｍ－７０ ｍ 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317030250 成型目地材 トリガージョイント Ｌ－１００ アオイ化学工業 成型目地材 トリガージョイント　Ｌ－１００ ｍ 227 ○ ○ 0317 目地材

395 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

目地材―ブランド品― 0317030255 成型目地材 トリガージョイント Ｌ－２００ アオイ化学工業 成型目地材 トリガージョイント　Ｌ－２００ ｍ 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317033207 成型目地材 コンパッターネオ Ｔ３．５×Ｗ３５×Ｌ３０００ｍｍ 山陽化学 成型目地材　コンパッターネオ Ｔ３．５×Ｗ３５×Ｌ３０００ 本 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317034615 成型目地材 アイガスロープ １０ｍｍ角　２０ｍ／箱 ダイフレックス 成型目地材 アイガスロープ　１０ｍｍ角 箱 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317034620 成型目地材 アイガスロープ ２０ｍｍ角　１０ｍ／箱 ダイフレックス 成型目地材 アイガスロープ　２０ｍｍ角 箱 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317034625 成型目地材 アイガスロープ ３０ｍｍ角　１０ｍ／箱 ダイフレックス 成型目地材 アイガスロープ　３０ｍｍ角 箱 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317033415 成型目地材 ＫＢ目地 定尺１．８ｍ／本　Ａ　Ｈ－５０ ★ 日本仮設 成型目地材　ＫＢ目地 Ａ　Ｈ－５０ 本 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317033420 成型目地材 ＫＢ目地 定尺１．８ｍ／本　Ａ　Ｈ－７０ ★ 日本仮設 成型目地材　ＫＢ目地 Ａ　Ｈ－７０ 本 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317033405 成型目地材 ＫＢ目地 定尺１．８ｍ／本　Ｂ　Ｈ－５０ ★ 日本仮設 成型目地材　ＫＢ目地 Ｂ　Ｈ－５０ 本 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317033410 成型目地材 ＫＢ目地 定尺１．８ｍ／本　Ｂ　Ｈ－７０ ★ 日本仮設 成型目地材　ＫＢ目地 Ｂ　Ｈ－７０ 本 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317033422 成型目地材 ＫＢ目地 定尺１．８ｍ／本　Ｊ　Ｈ－３０ ★ 日本仮設 成型目地材　ＫＢ目地 Ｊ　Ｈ－３０ 本 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317033424 成型目地材 ＫＢ目地 定尺１．８ｍ／本　Ｊ　Ｈ－５０ ★ 日本仮設 成型目地材　ＫＢ目地 Ｊ　Ｈ－５０ 本 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317033426 成型目地材 ＫＢ目地 定尺１．８ｍ／本　Ｊ　化粧目地Ｊ－２０ ★ 日本仮設 成型目地材　ＫＢ目地 Ｊ　化粧目地Ｊ－２０ 本 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317033428 成型目地材 ＫＢ目地 定尺１．８ｍ／本　Ｓ　Ｈ－４０ ★ 日本仮設 成型目地材　ＫＢ目地 Ｓ　Ｈ－４０ 本 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317030625 成型目地材 スパンシール誘発目地材 Ａ２０，Ｌ１０５０ｍｍ 早川ゴム 成型目地材 スパンシール誘発目地材　Ａ２０ 本 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317030615 成型目地材 スパンシール誘発目地材 Ａ４０，Ｌ１０５０ｍｍ 早川ゴム 成型目地材 スパンシール誘発目地材　Ａ４０ 本 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317030650 成型目地材 スパンシール誘発目地材 Ｔ３０，Ｌ１０５０ｍｍ 早川ゴム 成型目地材 スパンシール誘発目地材　Ｔ３０ 本 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317030630 成型目地材 スパンシール誘発目地材 ＢＬ５０，Ｌ１０５０ｍｍ 早川ゴム 成型目地材　ＢＬ５０ スパンシール誘発目地材 本 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317030655 成型目地材 スパンシール誘発目地材 ＢＬ１００，Ｌ１０５０ｍｍ 早川ゴム 成型目地材　ＢＬ１００ スパンシール誘発目地材 本 227 ○ ○ 0317 目地材
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目地材―ブランド品― 0317030660 成型目地材 スパンシール誘発目地材 ＢＬ２００，Ｌ１０５０ｍｍ 早川ゴム 成型目地材　ＢＬ２００ スパンシール誘発目地材 本 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317030665 成型目地材 スパンシール誘発目地材 ＢＬ２５０，Ｌ１０５０ｍｍ 早川ゴム 成型目地材　ＢＬ２５０ スパンシール誘発目地材 本 227 ○ ○ 0317 目地材

目地材―ブランド品― 0317030670 成型目地材 スパンシール誘発目地材 ＢＬ３５０，Ｌ１０５０ｍｍ 早川ゴム 成型目地材　ＢＬ３５０ スパンシール誘発目地材 本 227 ○ ○ 0317 目地材

コンクリート舗装金具 1103140080 スリップバー φ１９×６００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径１９×６００ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140090 スリップバー φ２２×６００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２２×６００ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140100 スリップバー φ２２×７００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２２×７００ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140110 スリップバー φ２５×４５０ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２５×４５０ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140120 スリップバー φ２５×５００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２５×５００ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140130 スリップバー φ２５×６００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２５×６００ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140010 スリップバー φ２５×７００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２５×７００ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140020 スリップバー φ２８×７００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２８×７００ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140030 スリップバー φ３２×７００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径３２×７００ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140040 スリップバー φ３８×７００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径３８×７００ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140140 スリップバー（ネジ付き） φ１９×６００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径１９×６００ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140150 スリップバー（ネジ付き） φ２２×６００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２２×６００ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140160 スリップバー（ネジ付き） φ２２×７００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２２×７００ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140170 スリップバー（ネジ付き） φ２５×４５０ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２５×４５０ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140180 スリップバー（ネジ付き） φ２５×５００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２５×５００ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材
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コンクリート舗装金具 1103140190 スリップバー（ネジ付き） φ２５×６００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２５×６００ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140200 スリップバー（ネジ付き） φ２５×７００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２５×７００ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140210 スリップバー（ネジ付き） φ２８×７００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２８×７００ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140220 スリップバー（ネジ付き） φ３２×７００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径３２×７００ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140230 スリップバー（ネジ付き） φ３８×７００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径３８×７００ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140570 タイバー Ｄ１６×１，０００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ１６×１０００ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140550 タイバー Ｄ２２×１，０００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２２×１０００ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140580 タイバー Ｄ２２×１，１００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２２×１１００ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140590 タイバー Ｄ２５×１，０００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２５×１０００ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140600 タイバー Ｄ２５×１，２００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２５×１２００ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140610 タイバー Ｄ２９×７００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２９×７００ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140620 タイバー Ｄ３２×１，６００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ３２×１６００ｍｍ 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140510 タイバー（ネジ付き） Ｄ１６×１，０００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ１６×１０００ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140520 タイバー（ネジ付き） Ｄ２２×１，０００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２２×１０００ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140630 タイバー（ネジ付き） Ｄ２２×１，１００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２２×１１００ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140640 タイバー（ネジ付き） Ｄ２５×１，０００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２５×１０００ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140650 タイバー（ネジ付き） Ｄ２５×１，２００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２５×１２００ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140660 タイバー（ネジ付き） Ｄ２９×７００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２９×７００ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材
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コンクリート舗装金具 1103140540 タイバー（ネジ付き） Ｄ３２×１，６００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ３２×１６００ｍｍ　ネジ付き 本 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103141010 スリップバー用キャップ φ２５×１００ｍｍ コンクリ舗装金具スリップバー用 キャップ　径２５×１００ｍｍ 個 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103141020 スリップバー用キャップ φ２８×１５０ｍｍ コンクリ舗装金具スリップバー用 キャップ　径２８×１５０ｍｍ 個 227 ○ ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103141030 スリップバー用キャップ φ３２×１５０ｍｍ コンクリ舗装金具スリップバー用 キャップ　径３２×１５０ｍｍ 個 227 ○ ○ 1103 舗設材

排水用導水管 1103181012 排水用導水管 ステンレス製 排水用導水管 外径１８ｍｍ×長５ｍ 排水用導水管　ステンレス製 外径１８ｍｍ×Ｌ５ｍ ｍ 227 ○ ○ 1103 舗設材

排水用導水管―ブランド品― 1103183002 排水用導水管 溶融亜鉛めっき鋼製 フレキドレーンＰ 外径１８ｍｍ×長２５ｍ アオイ化学工業 フレキドレーンＰ　めっき鋼製 外径１８ｍｍ×Ｌ２５ｍ ｍ 227 ○ ○ 1103 舗設材

排水用導水管―ブランド品― 1103184008 排水用導水管 樹脂製 クラドレンＰ－Ｖ型 内径２０ｍｍ×長２５ｍ クラレプラスチックス クラドレンＰ―Ｖ型 内径２０ｍｍ×Ｌ２５ｍ　樹脂製 ｍ 227 ○ ○ 1103 舗設材

排水用導水管―ブランド品― 1103184010 排水用導水管 樹脂製 クラドレンＰ－Ｖ型 内径３０ｍｍ×長１５ｍ クラレプラスチックス クラドレンＰ―Ｖ型 内径３０ｍｍ×Ｌ１５ｍ　樹脂製 ｍ 227 ○ ○ 1103 舗設材

排水用導水管―ブランド品― 1103184002 排水用導水管 樹脂製 アスコンドレーン（ＡＣ－２０） 外径２５ｍｍ×長３０ｍ 新光ナイロン アスコンドレーン 外径２５ｍｍ×Ｌ３０ｍ　樹脂製 ｍ 227 ○ ○ 1103 舗設材

排水用導水管―ブランド品― 1103184004 排水用導水管 樹脂製 アスコンドレーン（ＡＣ－３０） 外径３５ｍｍ×長３０ｍ 新光ナイロン アスコンドレーン 外径３５ｍｍ×Ｌ３０ｍ　樹脂製 ｍ 227 ○ ○ 1103 舗設材

排水用導水管―ブランド品― 1103184006 排水用導水管 樹脂製 アスコンドレーン（ＡＣ－５０） 外径５０ｍｍ×長２ｍ 新光ナイロン アスコンドレーン 外径５０ｍｍ×Ｌ２ｍ　樹脂製 ｍ 227 ○ ○ 1103 舗設材

排水用導水管―ブランド品― 1103184018 排水用導水管 樹脂製 スルードレーン（ＨＮＰ２０） 内径２０ｍｍ×長４ｍ タキロンシーアイシビル スルードレーン 内径２０ｍｍ×Ｌ４ｍ　樹脂製 ｍ 227 ○ ○ 1103 舗設材

排水用導水管―ブランド品― 1103184020 排水用導水管 樹脂製 スルードレーン（ＨＮＰ３０） 内径３０ｍｍ×長４ｍ タキロンシーアイシビル スルードレーン 内径３０ｍｍ×Ｌ４ｍ　樹脂製 ｍ 227 ○ ○ 1103 舗設材

排水用導水管―ブランド品― 1103184014 排水用導水管 樹脂製 エコドレパイプ（ＥＤパイプ） 内径１５ｍｍ×長５０ｍ 三井化学産資 エコドレパイプ（ＥＤパイプ） 内径１５ｍｍ×Ｌ５０ｍ　樹脂製 ｍ 227 ○ ○ 1103 舗設材

排水用導水管―ブランド品― 1103184016 排水用導水管 樹脂製 エコドレパイプ（ＥＤパイプ） 内径２０ｍｍ×長５０ｍ 三井化学産資 エコドレパイプ（ＥＤパイプ） 内径２０ｍｍ×Ｌ５０ｍ　樹脂製 ｍ 227 ○ ○ 1103 舗設材

路盤紙 1101041010 路盤紙 クラフト紙系 路盤紙 クラフト紙系 ｍ２ 227 ○ ○ 1101 路床・路盤材

路盤紙 1101042010 路盤紙 ターポリン紙系 路盤紙 ターポリン紙系 ｍ２ 227 ○ ○ 1101 路床・路盤材

道路鋲 1109059080 センター鋲 大型鋲 ３０＜高≦５０ｍｍ 反射面　片面（穿孔式） 設置幅２００ｍｍ 吾妻商会，倉本産業，積水樹脂 道路鋲　センター鋲　穿孔式 大型　片面　設置幅２０ｃｍ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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道路鋲 1109059070 センター鋲 大型鋲 ３０＜高≦５０ｍｍ 反射面　片面（穿孔式） 設置幅３００ｍｍ 吾妻商会，倉本産業，積水樹脂 道路鋲　センター鋲　穿孔式 大型　片面　設置幅３０ｃｍ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲 1109059060 センター鋲 大型鋲 ３０＜高≦５０ｍｍ 反射面　両面（穿孔式） 設置幅２００ｍｍ 吾妻商会，倉本産業，積水樹脂 道路鋲　センター鋲　穿孔式 大型　両面　設置幅２０ｃｍ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲 1109059050 センター鋲 大型鋲 ３０＜高≦５０ｍｍ 反射面　両面（穿孔式） 設置幅３００ｍｍ 吾妻商会，倉本産業，積水樹脂 道路鋲　センター鋲　穿孔式 大型　両面　設置幅３０ｃｍ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲 1109059030 センター鋲 小型鋲 高≦３０ｍｍ 反射面　片面（穿孔式） 設置幅１５０ｍｍ 吾妻商会，倉本産業，積水樹脂 道路鋲　センター鋲　穿孔式 小型　片面　設置幅１５ｃｍ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲 1109059010 センター鋲 小型鋲 高≦３０ｍｍ 反射面　両面（穿孔式） 設置幅１５０ｍｍ 吾妻商会，倉本産業，積水樹脂 道路鋲　センター鋲　穿孔式 小型　両面　設置幅１５ｃｍ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲 1109059040 縁石鋲 小型鋲 高≦３０ｍｍ 反射面　片面（貼付式） 設置幅１００ｍｍ 吾妻商会，倉本産業，積水樹脂 道路鋲　縁石鋲　貼付式 小型　片面　設置幅１０ｃｍ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲 1109059020 縁石鋲 小型鋲 高≦３０ｍｍ 反射面　両面（貼付式） 設置幅１００ｍｍ 吾妻商会，倉本産業，積水樹脂 道路鋲　縁石鋲　貼付式 小型　両面　設置幅１０ｃｍ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050225 センター鋲 チャッターバー Ｓ－４５１７Ｓ 反射面　片面（スワレ使用） 設置幅１７０ｍｍ 吾妻商会 センター鋲 チャッターバー　Ｓ－４５１７Ｓ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050260 センター鋲 チャッターバー Ｓ－４５１７Ｗ 反射面　両面（スワレ使用） 設置幅１７０ｍｍ 吾妻商会 センター鋲 チャッターバー　Ｓ－４５１７Ｗ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050300 センター鋲 ロードスタッド ＡＫ－１５Ｗ 反射面　両面（スワレ集合体レンズ） 設置幅１５０ｍｍ 吾妻商会 センター鋲 ロードスタッド　ＡＫ－１５Ｗ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050205 センター鋲 ロードスタッド ＡＮ－１５ 反射面　両面（スワレ集合体レンズ） 設置幅１５０ｍｍ 吾妻商会 センター鋲 ロードスタッド　ＡＮ－１５ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050325 センター鋲 ロードスタッド ＡＮ－Ⅱ－１５ 反射面　両面（スワレ集合体レンズ） 設置幅１５０ｍｍ 吾妻商会 センター鋲 ロードスタッド　ＡＮ－２－１５ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050270 センター鋲 ロードスタッド ＡＫＳ－ＳＮ 反射面　片面 設置幅１５０ｍｍ 吾妻商会 センター鋲 ロードスタッド　ＡＫＳ－ＳＮ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109051805 センター鋲 セフロット ＣＣＢ 反射面　両面 設置幅１５０ｍｍ ＮＯＫ センター鋲 セフロット　ＣＣＢ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109051810 センター鋲 セフロット ＣＤＢ 反射面　両面 設置幅１７０ｍｍ ＮＯＫ センター鋲 セフロット　ＣＤＢ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109051815 センター鋲 セフロット ＣＦＢ 反射面　両面 設置幅３００ｍｍ ＮＯＫ センター鋲 セフロット　ＣＦＢ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050415 センター鋲 キャッツアイ ＫＣ－８ 反射面　両面 設置幅１５０ｍｍ 倉本産業 センター鋲 キャッツアイ　ＫＣ－８ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050420 センター鋲 キャッツアイ ＫＣ－９ 反射面　片面 設置幅１５０ｍｍ 倉本産業 センター鋲 キャッツアイ　ＫＣ－９ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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道路鋲―ブランド品― 1109050480 センター鋲 チャッターバー ２Ｂ－ＤＸ型 反射面　片面 設置幅１７０ｍｍ 倉本産業 センター鋲 チャッターバー　２Ｂ－ＤＸ型 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050485 センター鋲 チャッターバー ２Ｃ－ＤＸ型 反射面　両面 設置幅１７０ｍｍ 倉本産業 センター鋲 チャッターバー　２Ｃ－ＤＸ型 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050845 センター鋲 道路鋲１５タイプ ＪＫＴ－１５Ｗ 反射面　両面 設置幅１５０ｍｍ 積水樹脂 センター鋲 道路鋲１５タイプＪＫＴ－１５Ｗ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109051645 センター鋲 道路鋲ＴＳタイプ ＴＳ－１５０Ｗ 反射面　両面（埋込式） 設置幅１５０ｍｍ 東邦ステンレス工業 センター鋲 道路鋲ＴＳ　ＴＳ－１５０Ｗ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109051605 センター鋲 道路鋲ＴＳタイプ ＴＳ－１７０Ｗ 反射面　両面（埋込式） 設置幅１７０ｍｍ 東邦ステンレス工業 センター鋲 道路鋲ＴＳ　ＴＳ－１７０Ｗ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050348
センター鋲（自発光タイプ） マイクロＵＦＯ ＮＵＣ１４０Ｓ 反射面　片面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１４０ｍｍ
（丸） 吾妻商会

センター鋲（自発光タイプ） マイクロＵＦＯ　ＮＵＣ１４０Ｓ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050340
センター鋲（自発光タイプ） マイクロＵＦＯ ＮＵＣ１４０Ｗ－Ｊ 反射面　両面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１４０ｍ
ｍ（丸） 吾妻商会

センター鋲（自発光タイプ） マイクロＵＦＯＮＵＣ１４０ＷＪ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109051005 センター鋲（自発光タイプ） アポロパルス ＫＬＴ－１ＣＴ 反射面　両面 設置幅１５０ｍｍ キクテック センター鋲（自発光タイプ） アポロパルス　ＫＬＴ－１ＣＴ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050802
センター鋲（自発光タイプ） リニアポインタ ＮＬ５－Ｒ 反射面　両面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１５０ｍｍ 積水樹
脂

センター鋲（自発光タイプ） リニアポインタ　ＮＬ５－Ｒ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109051660
センター鋲（自発光タイプ） 道路鋲ＴＳタイプ ＴＳ－１５０ＷＧＣ 反射面　両面 設置幅１５０ｍｍ 東邦ステンレス
工業

センター鋲（自発光タイプ） 道路鋲ＴＳ　ＴＳ－１５０ＷＧＣ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109051655
センター鋲（自発光タイプ） 道路鋲ＴＳタイプ ＴＳ－１７０ＷＧＣ 反射面　両面 設置幅１７０ｍｍ 東邦ステンレス
工業

センター鋲（自発光タイプ） 道路鋲ＴＳ　ＴＳ－１７０ＷＧＣ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109054002
センター鋲（自発光タイプ） マーブディレクト ＮＭＬ－１Ｎ３２ 反射面　両面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１５０ｍ
ｍ（丸） 日本ライナー

センター鋲（自発光タイプ） マーブディレクトＮＭＬ１Ｎ３２ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050295 縁石鋲 縁石ブロック明示鋲 ＡＤ－２０ＢＷ 反射面　両面（ホールインアンカー２本付） 設置幅１６０ｍｍ 吾妻商会 縁石鋲 縁石ブロック明示鋲ＡＤ２０ＢＷ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050660 縁石鋲 スティムソナイト ９１１型 反射面　両面（貼付式） 設置幅１００ｍｍ 大塚刷毛製造 縁石鋲 スティムソナイト　９１１型 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050610 縁石鋲 セーフアイ ＳＢ型 反射面　両面（貼付式） 設置幅１００ｍｍ 大塚刷毛製造 縁石鋲 セーフアイ　ＳＢ型　両面 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050626 縁石鋲 セーフアイ ＳＢ型 反射面　片面（貼付式） 設置幅１００ｍｍ 大塚刷毛製造 縁石鋲 セーフアイ　ＳＢ型　片面 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050612 縁石鋲 セーフアイ ＳＢ型 反射面　蛍光両面（貼付式） 設置幅１００ｍｍ 大塚刷毛製造 縁石鋲 セーフアイ　ＳＢ型　蛍光両面 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050670 縁石鋲 セーフアイ Ｒ－２型 反射面　全周反射 設置幅１００ｍｍ（丸） 大塚刷毛製造 縁石鋲 セーフアイ　Ｒ－２型　全周反射 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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道路鋲―ブランド品― 1109050655 縁石鋲 セーフアイ ＮＲ４Ｆ型 反射面　片面 設置幅１００ｍｍ 大塚刷毛製造 縁石鋲 セーフアイ　ＮＲ４Ｆ型　片面 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050650 縁石鋲 セーフアイ ＮＲ４Ｆ型 反射面　両面 設置幅１００ｍｍ 大塚刷毛製造 縁石鋲 セーフアイ　ＮＲ４Ｆ型　両面 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109053210 縁石鋲 キャットアイマーカー ＤＲ－２１０ 反射面　三面 設置幅１００ｍｍ キャットアイ 縁石鋲 キャットアイマーカーＤＲ２１０ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050804 縁石鋲 ナイトリバーＥＸ ＣＲ３０Ｗ－Ｗ－ＷＹ（白） 反射面　両面（貼付式） 設置幅１００ｍｍ 積水樹脂 縁石鋲　ナイトリバーＥＸ ＣＲ３０Ｗ－Ｗ－ＷＹ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050806 縁石鋲 ナイトリバーＥＸ ＣＲ３０Ｗ－Ｌ－ＷＹ（蛍光黄緑） 反射面　両面（貼付式） 設置幅１００ｍｍ 積水樹脂 縁石鋲　ナイトリバーＥＸ ＣＲ３０Ｗ－Ｌ－ＷＹ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050347
縁石鋲（自発光タイプ） 点橙虫Ⅲ ＬＢＣ－Ｗ－Ⅲ 反射面　両面（ＬＥＤソーラー）赤・黄白 設置幅１２８ｍｍ 吾妻
商会

縁石鋲（自発光タイプ） 点橙虫３　ＬＢＣ－Ｗ－３ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050349 縁石鋲（自発光タイプ） 蛍－Ⅱ ＦＦ－Ｓ－Ⅱ－Ｒ 反射面　片面（ＬＥＤソーラー）橙 設置幅１２４ｍｍ 吾妻商会 縁石鋲（自発光タイプ） 蛍－２　ＦＦ－Ｓ－２－Ｒ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109051020 縁石鋲（自発光タイプ） アポロパルス ＫＬＴ－７７Ｓ 反射面　片面（ソーラータイプ） キクテック 縁石鋲（自発光タイプ） アポロパルス　ＫＬＴ－７７Ｓ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109053215
縁石鋲（自発光タイプ） ルミナスアイマイティ ＬＥ－２６０ 反射面　両面・片面（赤・黄発光） 設置幅１００ｍｍ
キャットアイ

縁石鋲（自発光タイプ） ルミナスアイマイティＬＥ２６０ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050502
縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト ＳＢＢ－１ 反射面　１面（ミニレフランプ商用電源） 設置幅２４０ｍ
ｍ（丸） 倉本産業

縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト　ＳＢＢ－１ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050504
縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト ＳＢＢ－２ 反射面　２面（ミニレフランプ商用電源） 設置幅２４０ｍ
ｍ（丸） 倉本産業

縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト　ＳＢＢ－２ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050506
縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト ＳＢＢ－３ 反射面　３面（ミニレフランプ商用電源） 設置幅２８０ｍ
ｍ（丸） 倉本産業

縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト　ＳＢＢ－３ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050508
縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト ＳＢＢ－１ＬＢＳ 反射面　１面（ＬＥＤソーラー） 設置幅２４０ｍｍ
（丸） 倉本産業

縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライトＳＢＢ１ＬＢ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050510
縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト ＳＢＢ－２ＬＢＳ 反射面　２面（ＬＥＤソーラー） 設置幅２４０ｍｍ
（丸） 倉本産業

縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライトＳＢＢ２ＬＢ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050512
縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト ＳＢＢ－３ＬＢＳ 反射面　３面（ＬＥＤソーラー） 設置幅２４０ｍｍ
（丸） 倉本産業

縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライトＳＢＢ３ＬＢ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050514
縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライト ＳＢＢ－４ＬＢＳ 反射面　４面（ＬＥＤソーラー） 設置幅２４０ｍｍ
（丸） 倉本産業

縁石鋲（自発光タイプ） セーフティブライトＳＢＢ４ＬＢ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050516
縁石鋲（自発光タイプ） 自発光式道路鋲 ＣＶＲＳ－Ａ 両面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１０５ｍｍ クリーンベン
チャー２１

縁石鋲（自発光タイプ） 自発光式道路鋲　ＣＶＲＳ－Ａ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050518
縁石鋲（自発光タイプ） 自発光式道路鋲（超薄型） ＣＶＲＳ－ＡＦ 両面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１００ｍｍ ク
リーンベンチャー２１

縁石鋲（自発光タイプ） 自発光道路鋲超薄ＣＶＲＳ－ＡＦ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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道路鋲―ブランド品― 1109054602
縁石鋲（自発光タイプ） フラッシュスタッド ＦＳＳＳ－１２１０－９Ｘ 片面（電池１０年タイプ） 設置幅１５０ｍ
ｍ（丸） 厚生舎

縁石鋲（自発光タイプ） フラッシュスタッド　片面 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050520
縁石鋲（自発光タイプ） 連係サインマーカー ７４１６（Ｒ／Ｙ／Ｇ／Ｂ／Ｗ） 全周反射（個別点滅） 設置幅１００
ｍｍ（丸） コックス

縁石鋲（自発光タイプ） 連係サインマーカー　７４１６ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050522
縁石鋲（自発光タイプ） 連係サインマーカー ７４４６（Ｒ／Ｙ／Ｇ／Ｂ／Ｗ）（順／交／同） 全周反射（赤外線）
設置幅１００ｍｍ（丸） コックス

縁石鋲（自発光タイプ） 連係サインマーカー　７４４６ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050524
縁石鋲（自発光タイプ） 連係サインマーカー ７５４６（Ｒ／Ｙ／Ｇ／Ｂ／Ｗ）（順／交／同） 全周反射（電波式）
設置幅１００ｍｍ（丸） コックス

縁石鋲（自発光タイプ） 連係サインマーカー　７５４６ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050860
縁石鋲（自発光タイプ） エッジポインタＴ－Ⅱ ＥＤＧＰ－Ｔ２ＲＷ／ＲＳ 反射面　両面・片面（ＬＥＤ）赤 積水樹
脂

縁石鋲（自発光タイプ） エッジポインタＴ－２ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050350
交差点鋲（自発光タイプ） アラウンドＵＦＯ ＮＵＣ－２００ 反射面　四面（ＬＥＤソーラー） 設置幅２００ｍｍ
（丸） 吾妻商会

交差点鋲（自発光タイプ） アラウンドＵＦＯ　ＮＵＣ２００ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050808
交差点鋲（自発光タイプ） クロスポインタ ＣＲＳＰ－Ｔ２Ｎ 反射面　四面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１４２ｍｍ
（丸） 積水樹脂

交差点鋲（自発光タイプ） クロスポインタＣＲＳＰ－Ｔ２Ｎ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050812
交差点鋲（自発光タイプ） ラウンドフラッシュ ＲＦ－Ｒ 反射面　全周発光（ＬＥＤソーラー） 設置幅２４６ｍｍ
（丸） 積水樹脂

交差点鋲（自発光タイプ） ラウンドフラッシュ　ＲＦ－Ｒ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109051668
交差点鋲（自発光タイプ） ＴＳ２００タイプ ＴＳ－２００ＦＧＣ 反射面　四面（ＬＥＤソーラー） 設置幅２５０ｍ
ｍ 東邦ステンレス工業

交差点鋲（自発光タイプ） ＴＳ２００　ＴＳ－２００ＦＧＣ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109051662
交差点鋲（自発光タイプ） ＴＳ３００タイプ ＴＳ－３００ＦＧＣ 反射面　四面（ＬＥＤソーラー） 設置幅３００ｍ
ｍ 東邦ステンレス工業

交差点鋲（自発光タイプ） ＴＳ３００　ＴＳ－３００ＦＧＣ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109054006
交差点鋲（自発光タイプ） マーブクロスオクト ＮＭＬ－１Ｎ１２ 反射面　八面（ＬＥＤソーラー） 設置幅２００ｍ
ｍ（丸） 日本ライナー

交差点鋲（自発光タイプ） マーブクロスオクト 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050490 停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 ストップアイ ＫＣ－３２ 反射面　片面 設置幅３２０ｍｍ 倉本産業 停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 ストップアイ　ＫＣ－３２ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050491 停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 スピードストップ 中間部 反射面　両面 設置幅５００ｍｍ 倉本産業 停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 スピードストップ　中間部 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050492 停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 スピードストップ 端部 反射面　両面 設置幅６５０ｍｍ 倉本産業 停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 スピードストップ　端部 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109054604
停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 フラッシュポイント ＦＰＷ２－９９９－６０ 両面（電池１０年タイプ） 設置幅１５
０ｍｍ 厚生舎

停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 フラッシュポイント　両面 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109050814
停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 リニアポインタ ＮＬＴ－ＷＨＳ２ 反射面　片面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１５０ｍ
ｍ 積水樹脂

停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 リニアポインタＮＬＴ－ＷＨＳ２ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109051670
停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 ＡＫ６タイプ ＡＫ－６ＧＣ 反射面　両面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１９０ｍｍ 東邦
ステンレス工業

停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 ＡＫ６タイプ　ＡＫ－６ＧＣ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路鋲―ブランド品― 1109051664
停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 ＴＳ３タイプ ＴＳ－３ＧＣ 反射面　片面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１８０ｍｍ 東邦
ステンレス工業

停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 ＴＳ３タイプ　ＴＳ－３ＧＣ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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道路鋲―ブランド品― 1109054008
停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 マーブプラップ ＮＭＬ－１Ｎ２２ 反射面　片面（ＬＥＤソーラー） 設置幅１５０ｍ
ｍ（丸） 日本ライナー

停止線鋲・横断歩道鋲・路側鋲 マーブプラップＮＭＬ－１Ｎ２２ 個 228 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071505 視線誘導標 デリネーター 土中建込形式 反射体　両面　φ１００ｍｍ以下 支柱径φ３４ｍｍ デリネーター　土中建込　両面 反射径１００以下　支柱径３４ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071510 視線誘導標 デリネーター 土中建込形式 反射体　両面　φ１００ｍｍ以下 支柱径φ６０．５ｍｍ デリネーター　土中建込　両面 反射径１００以下　支柱６０．５ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071515 視線誘導標 デリネーター 土中建込形式 反射体　両面　φ１００ｍｍ以下 支柱径φ８９ｍｍ デリネーター　土中建込　両面 反射径１００以下　支柱径８９ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071522 視線誘導標 デリネーター 土中建込形式 反射体　両面　φ３００ｍｍ 支柱径φ６０．５ｍｍ デリネーター　土中建込　両面 反射径３００　支柱径６０．５ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071525 視線誘導標 デリネーター 土中建込形式 反射体　片面　φ１００ｍｍ以下 支柱径φ３４ｍｍ デリネーター　土中建込　片面 反射径１００以下　支柱径３４ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071530 視線誘導標 デリネーター 土中建込形式 反射体　片面　φ１００ｍｍ以下 支柱径φ６０．５ｍｍ デリネーター　土中建込　片面 反射径１００以下　支柱６０．５ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071535 視線誘導標 デリネーター 土中建込形式 反射体　片面　φ１００ｍｍ以下 支柱径φ８９ｍｍ デリネーター　土中建込　片面 反射径１００以下　支柱径８９ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071542 視線誘導標 デリネーター 土中建込形式 反射体　片面　φ３００ｍｍ 支柱径φ６０．５ｍｍ デリネーター　土中建込　片面 反射径３００　支柱径６０．５ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071545 視線誘導標 デリネーター コンクリート建込形式 反射体　両面　φ１００ｍｍ以下 支柱径φ３４ｍｍ デリネーター　ＣＯ建込　両面 反射径１００以下　支柱径３４ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071550 視線誘導標 デリネーター コンクリート建込形式 反射体　両面　φ１００ｍｍ以下 支柱径φ６０．５ｍｍ デリネーター　ＣＯ建込　両面 反射径１００以下　支柱６０．５ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071555 視線誘導標 デリネーター コンクリート建込形式 反射体　両面　φ１００ｍｍ以下 支柱径φ８９ｍｍ デリネーター　ＣＯ建込　両面 反射径１００以下　支柱径８９ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071562 視線誘導標 デリネーター コンクリート建込形式 反射体　両面　φ３００ｍｍ 支柱径φ６０．５ｍｍ デリネーター　ＣＯ建込　両面 反射径３００　支柱径６０．５ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071565 視線誘導標 デリネーター コンクリート建込形式 反射体　片面　φ１００ｍｍ以下 支柱径φ３４ｍｍ デリネーター　ＣＯ建込　片面 反射径１００以下　支柱径３４ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071570 視線誘導標 デリネーター コンクリート建込形式 反射体　片面　φ１００ｍｍ以下 支柱径φ６０．５ｍｍ デリネーター　ＣＯ建込　片面 反射径１００以下　支柱６０．５ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071575 視線誘導標 デリネーター コンクリート建込形式 反射体　片面　φ１００ｍｍ以下 支柱径φ８９ｍｍ デリネーター　ＣＯ建込　片面 反射径１００以下　支柱径８９ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071582 視線誘導標 デリネーター コンクリート建込形式 反射体　片面　φ３００ｍｍ 支柱径φ６０．５ｍｍ デリネーター　ＣＯ建込　片面 反射径３００　支柱径６０．５ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071587 視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　両面　φ１００ｍｍ以下 バンド式 デリネーター　防護柵建込　両面 反射径１００以下　バンド式 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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視線誘導標 1109071590 視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　両面　φ１００ｍｍ以下 ボルト式（樹脂） デリネーター　防護柵建込　両面 反射径１００以下　ボルト式樹脂 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071592 視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　両面　φ１００ｍｍ以下 ボルト式（鋼製） デリネーター　防護柵建込　両面 反射径１００以下　ボルト式鋼製 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071595 視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　両面　φ１００ｍｍ以下 かぶせ式 デリネーター　防護柵建込　両面 反射径１００以下　かぶせ式 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071602 視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　両面　φ３００ｍｍ バンド式 デリネーター　防護柵建込　両面 反射径３００　バンド式 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071607 視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　片面　φ１００ｍｍ以下 バンド式 デリネーター　防護柵建込　片面 反射径１００以下　バンド式 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071610 視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　片面　φ１００ｍｍ以下 ボルト式 デリネーター　防護柵建込　片面 反射径１００以下　ボルト式 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071615 視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　片面　φ１００ｍｍ以下 かぶせ式 デリネーター　防護柵建込　片面 反射径１００以下　かぶせ式 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071622 視線誘導標 デリネーター 防護柵建込形式 反射体　片面　φ３００ｍｍ バンド式 デリネーター　防護柵建込　片面 反射径３００　バンド式 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071625 視線誘導標 デリネーター 構造物建込形式 反射体　両面　φ１００ｍｍ以下 側壁用 デリネーター　構造物建込　両面 反射径１００以下　側壁用 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071630 視線誘導標 デリネーター 構造物建込形式 反射体　両面　φ１００ｍｍ以下 ベースプレート式 デリネーター　構造物建込　両面 反射径１００以下　ベース 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071640 視線誘導標 デリネーター 構造物建込形式 反射体　片面　φ１００ｍｍ以下 側壁用 デリネーター　構造物建込　片面 反射径１００以下　側壁用 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071645 視線誘導標 デリネーター 構造物建込形式 反射体　片面　φ１００ｍｍ以下 ベースプレート式 デリネーター　構造物建込　片面 反射径１００以下　ベース 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109071650 視線誘導標 デリネーター 構造物建込形式 反射体　片面　φ３００ｍｍ ベースプレート式 デリネーター　構造物建込　片面 反射径３００　ベースプレート式 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109070505
視線誘導標 スノーポール併用型 土中建込形式 反射体　両面　１個　φ１００ｍｍ以下 支柱径（上部）φ６０．５ｍ
ｍ～７６．３ｍｍ　（下部）φ７６．３ｍｍ～８９ｍｍ

スノーポール　土中建込　両面 反射径１００以下　反射体数１ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109070510
視線誘導標 スノーポール併用型 土中建込形式 反射体　片面　２個　φ１００ｍｍ以下 支柱径（上部）φ６０．５ｍ
ｍ～７６．３ｍｍ　（下部）φ７６．３ｍｍ～８９ｍｍ

スノーポール　土中建込　片面 反射径１００以下　反射体数２ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109070515
視線誘導標 スノーポール併用型 土中建込形式 反射体　片面　１個　φ１００ｍｍ以下 支柱径（上部）φ６０．５ｍ
ｍ～７６．３ｍｍ　（下部）φ７６．３ｍｍ～８９ｍｍ

スノーポール　土中建込　片面 反射径１００以下　反射体数１ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109070520
視線誘導標 スノーポール併用型 コンクリート建込形式 反射体　両面　１個　φ１００ｍｍ以下 支柱径（上部）φ６
０．５ｍｍ～７６．３ｍｍ　（下部）φ７６．３ｍｍ～８９ｍｍ

スノーポール　ＣＯ建込　両面 反射径１００以下　反射体数１ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109070525
視線誘導標 スノーポール併用型 コンクリート建込形式 反射体　片面　２個　φ１００ｍｍ以下 支柱径（上部）φ６
０．５ｍｍ～７６．３ｍｍ　（下部）φ７６．３ｍｍ～８９ｍｍ

スノーポール　ＣＯ建込　片面 反射径１００以下　反射体数２ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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視線誘導標 1109070530
視線誘導標 スノーポール併用型 コンクリート建込形式 反射体　片面　１個　φ１００ｍｍ以下 支柱径（上部）φ６
０．５ｍｍ～７６．３ｍｍ　（下部）φ７６．３ｍｍ～８９ｍｍ

スノーポール　ＣＯ建込　片面 反射径１００以下　反射体数１ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109072932 視線誘導標 デリネーター防塵型のプロペラ代 反射体径φ１００ｍｍ以下の場合の加算額 デリネーター防塵型のプロペラ代 反射体径１００ｍｍ以下の加算額 枚 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標 1109072934 視線誘導標 デリネーター防塵型のプロペラ代 反射体径φ３００ｍｍの場合の加算額 デリネーター防塵型のプロペラ代 反射体径３００ｍｍの加算額 枚 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072490 視線誘導標 デリネーター ＡＤＬ－８０ＷＶ－Ｌ φ８０ｍｍ　樹脂パイプ 吾妻商会 デリネーター ＡＤＬ－８０ＷＶ－Ｌ　径８０ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072916 視線誘導標 デリネーター ＫＬＴＡＤ－３－６０Ｗ ６９０×１２０ｍｍ　蛍光ライムイエロー 吾妻商会 デリネーター ＫＬＴＡＤ－３－６０Ｗ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072940 視線誘導標 デリネーター アレッド・アイφ３００（ソーラー）ＲＡ－３０２４Ｓ 本体のみ 吾妻商会 デリネーター　アレッド・アイ 径３００ソーラーＲＡ３０２４Ｓ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072942 視線誘導標 デリネーター アレッドサニーＡＬＳ－Ｒ 本体のみ（バンド付き） 吾妻商会 デリネーター アレッドサニーＡＬＳ－Ｒ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072944 視線誘導標 デリネーター スワライトデリネーターＳＷＮ－１２５Ｗ 両面角度付 吾妻商会 デリネーター　スワライトデリ ＳＷＮ－１２５Ｗ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072946 視線誘導標 デリネーター スワライトデリネーターＳＷＮ－１６０Ｗ 両面角度付 吾妻商会 デリネーター　スワライトデリ ＳＷＮ－１６０Ｗ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072948 視線誘導標 デリネーター ボスライトＢＳＰ－８ＧＲ 本体のみ 吾妻商会 デリネーター ボスライトＢＳＰ－８ＧＲ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072918 視線誘導標 デリネーター サーモアイ　ＩＺ－ＴＥＪＪＹ－８０ φ８０　自発光式　同時点滅機能 イズム デリネーター　サーモアイ ＩＺ－ＴＥＪＪＹ－８０ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072920 視線誘導標 デリネーター サーモアイ　ＩＺ－ＴＥＪＪＹ－１００ φ１００　自発光式　同時点滅機能 イズム デリネーター　サーモアイ ＩＺ－ＴＥＪＪＹ－１００ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072888 視線誘導標 デリネーター ＲＥＰＬ１－Ｐ φ１００ｍｍ　防塵型　トンネル用着脱 カシムラ デリネーター ＲＥＰＬ１－Ｐ　径１００ 個 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072900 視線誘導標 デリネーター ダイヤデリＡ２－３ 台形ＧＲ中間取付式 カシムラ デリネーター ダイヤデリＡ２－３ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072936 視線誘導標 デリネーター ミニキングライトＭＫＬＴ－Ｈ６０．５ 頭部のみ カシムラ デリネーター　ミニキングライト ＭＫＬＴ－Ｈ６０．５ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072732 視線誘導標 デリネーター デリパルス　ＫＴ－ＳＤ３型 φ１１０ｍｍ　自発光式　赤・青点滅 キクテック デリネーター デリパルス　ＫＴ－ＳＤ３型 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072734 視線誘導標 デリネーター デリパルス　ＫＴ－ＬＤ２－Ｂ型 φ３００ｍｍ　自発光式　赤・緑・青点滅 キクテック デリネーター デリパルス　ＫＴ－ＬＤ２－Ｂ型 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072856 視線誘導標 デリネーター スーパーワイドＤＲ－３０００ φ３００ｍｍ　頭部のみ キャットアイ デリネーター スーパーワイド　ＤＲ－３０００ 個 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

406 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

視線誘導標―ブランド品― 1109072870 視線誘導標 デリネーター ワイドポストＷＰＳ１２５０Ｗ 両面反射 キャットアイ デリネーター ワイドポスト　ＷＰＳ１２５０Ｗ 個 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072872 視線誘導標 デリネーター ワイドポストＷＰＳ１６００Ｗ 両面反射 キャットアイ デリネーター ワイドポスト　ＷＰＳ１６００Ｗ 個 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072812 視線誘導標 デリネーター サンビッグＳＢ－Ｔ２－１Ａ 自発光式　ＬＥＤ１８個　赤 積水樹脂 デリネーター サンビッグ　ＳＢ－Ｔ２－１Ａ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072580 視線誘導標 デリネーター サンビッグＳＢ－Ｔ２－１Ｃ 自発光式　ＬＥＤ１８個　赤 積水樹脂 デリネーター サンビッグ　ＳＢ－Ｔ２－１Ｃ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072858 視線誘導標 デリネーター ナビポストデリニェーターＮＶＷ－２１６Ｅ－ＷＹ 積水樹脂 デリネーター ＮＶＷ－２１６Ｅ－ＷＹ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072924 視線誘導標 デリネーター ニュートラスデリニェーターＮＴＳ－４１２Ｃ 片面 積水樹脂 デリネーター ＮＴＳ－４１２Ｃ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072926 視線誘導標 デリネーター ハイドロワイドデリＮＴ２Ｓ－２１２Ｃ 片面 積水樹脂 デリネーター ＮＴ２Ｓ－２１２Ｃ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072595 視線誘導標 デリネーター フラッシュデリＦＤ－ＲＹ－２１２Ｃ 自発光式　φ６０．５×１，１３０ｍｍ 積水樹脂 デリネーター フラッシュデリＦＤＲＹ２１２Ｃ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072928 視線誘導標 デリネーター リサイクルデリニェーターＸＷＦ－２１５Ｅ 両面　白 積水樹脂 デリネーター ＸＷＦ－２１５Ｅ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072930 視線誘導標 デリネーター リサイクルデリニェーターＸＷＦ－５１５Ｅ 両面　茶色 積水樹脂 デリネーター ＸＷＦ－５１５Ｅ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072680 視線誘導標 デリネーター ＴＮＫ－８５ ブロック用　反射角調整自在 東邦ステンレス工業 デリネーター ＴＮＫ－８５　ブロック用 個 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072884 視線誘導標 デリネーター Ｍ１７ φ３００ｍｍ　ワンアンドセブン　頭部のみ 前山 デリネーター Ｍ１７径３００ワンアンドセブン 個 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109071270
視線誘導標 スノーポール フラッシュライト　ＦＬ－ＳＮＷ－８５Ｌ６－Ｓ１Ｐ－１０Ｐ 自発光式（電池１０年タイ
プ） 厚生舎

スノーポール フラッシュライト　自発光式 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109071240 視線誘導標 スノーポール ＳＳ－１８００ＳＡＰ ＡＰ管φ３８ｍｍ 積水樹脂 スノーポール ＳＳ－１８００ＳＡＰ　ＡＰ管 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109075024 視線誘導標 線形誘導標 カーブプレート ＣＰ－ＤＧ－Ｃ　コン中式広角プリズム アークノハラ 線形誘導標 カーブプレート　ＣＰ－ＤＧ－Ｃ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109075026 視線誘導標 線形誘導標 ＧＰアローＧＰ－ＲＷ／ＤＲ 吾妻商会 線形誘導標 ＧＰアローＧＰ－ＲＷ／ＤＲ 枚 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109075028 視線誘導標 線形誘導標 ウォッチ・アロー４００Ｓ－２４Ｈ 支柱別途 吾妻商会 線形誘導標 ウォッチ・アロー４００Ｓ２４Ｈ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109075030 視線誘導標 線形誘導標 スワライトＳＺＨ４－２．５ ４００×２５０　支柱別途 吾妻商会 線形誘導標 スワライトＳＺＨ４－２．５ 枚 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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視線誘導標―ブランド品― 1109075032 視線誘導標 線形誘導標 スワライトＳＺＨ４－６ ４００×６００　支柱別途 吾妻商会 線形誘導標 スワライトＳＺＨ４－６ 枚 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072470 視線誘導標 線形誘導標 スワライトＳ４－２Ｇ ガードレール用　４００×２２０ｍｍ 吾妻商会 線形誘導標 スワライトＳ４－２Ｇ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072540 視線誘導標 線形誘導標 スワライトＳ４－２ ４００×２２０ｍｍ　φ３４×１，５００ｍｍ　支柱付き 吾妻商会 線形誘導標 スワライトＳ４－２ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109075010 視線誘導標 線形誘導標 スワライト・アローＡＳ４－６ ４００×６００ｍｍ　支柱別途 吾妻商会 線形誘導標 スワライト・アローＡＳ４－６ 枚 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072530 視線誘導標 線形誘導標 ミルキーウェイＭＷ－５０Ｒ ガードレール用　３５０×５００ｍｍ　白地　赤矢印 吾妻商会 線形誘導標 ミルキーウェイＭＷ－５０Ｒ 枚 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072908 視線誘導標 線形誘導標 かもめプレート　ＫＭ－Ｒ１ ガードレール用　矢印（赤・白） カシムラ 線形誘導標 かもめプレート　ＫＭ－Ｒ１ 枚 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072938 視線誘導標 線形誘導標 ロードスターＲＳ－Ｒ１２－Ｈ６０．５ ５００×５００　標示板 カシムラ 線形誘導標 ロードスタＲＳＲ１２Ｈ６０．５ 枚 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109075006 視線誘導標 線形誘導標 アローライトＡＬ－１ 線形誘導標　８９０×４４０ｍｍ　板のみ 積水樹脂 線形誘導標 アローライトＡＬ－１ 枚 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109072590 視線誘導標 線形誘導標 サンカーブＳＣ－Ｔ２－Ｃ 線形誘導標　自発光式　ＬＥＤ１４個　赤 積水樹脂 線形誘導標 サンカーブＳＣ－Ｔ２－Ｃ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109073070 視線誘導標 車線分離標 ポストコーンＰＬ－８０－２５０－Ｒ φ１００×Ｈ８００ｍｍ ＮＯＫ 車線分離標 ポストコンＰＬ８０－２５０－Ｒ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109073074 視線誘導標 車線分離標 ＰＫ－Ⅱ φ８０×Ｈ８００ｍｍ　勾配３度 ゴコウ 車線分離標 ＰＫ－２　径８０×Ｈ８００ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109073072 視線誘導標 車線分離標 ポストフレックスＰＦＥＸ８００ Ｈ８００　ダイヤモンド反射シート４枚 保安道路企画 車線分離標 ポストフレックスＰＦＥＸ８００ 本 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109077004 視線誘導標 障害物表示灯 アレッド・ブリンカー（ソーラー）ＲＡ－２０Ｓ－２Ｂ－２４Ｈ 本体のみ 吾妻商会 障害物表示灯 アレッド・ブリンカー　ソーラー 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

視線誘導標―ブランド品― 1109077002 視線誘導標 障害物表示灯 ブリンカーフラッシュＢＦ－ＡＰＹ－Ｃ 積水樹脂 障害物表示灯 ブリンカフラッシュＢＦＡＰＹＣ 基 229 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109121010
車線分離標 ラバーポール 可変式（穿孔式）（１本脚） 外径φ８０×高４００ｍｍ　ベース径φ２５０ｍｍ 表面保護
層付

車線分離標　ラバーポール可変式 径８０×Ｈ４００ベース径２５０ 本 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109121020
車線分離標 ラバーポール 可変式（穿孔式）（１本脚） 外径φ８０×高６５０ｍｍ　ベース径φ２５０ｍｍ 表面保護
層付

車線分離標　ラバーポール可変式 径８０×Ｈ６５０ベース径２５０ 本 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109121030
車線分離標 ラバーポール 可変式（穿孔式）（１本脚） 外径φ８０×高８００ｍｍ　ベース径φ２５０ｍｍ 表面保護
層付

車線分離標　ラバーポール可変式 径８０×Ｈ８００ベース径２５０ 本 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109122010
車線分離標 ラバーポール 着脱式（穿孔式）（３本脚） 外径φ８０×高４００ｍｍ　ベース径φ２５０ｍｍ 表面保護
層付

車線分離標　ラバーポール着脱式 径８０×Ｈ４００ベース径２５０ 本 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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車線分離標 1109122020
車線分離標 ラバーポール 着脱式（穿孔式）（３本脚） 外径φ８０×高６５０ｍｍ　ベース径φ２５０ｍｍ 表面保護
層付

車線分離標　ラバーポール着脱式 径８０×Ｈ６５０ベース径２５０ 本 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109122030
車線分離標 ラバーポール 着脱式（穿孔式）（３本脚） 外径φ８０×高８００ｍｍ　ベース径φ２５０ｍｍ 表面保護
層付

車線分離標　ラバーポール着脱式 径８０×Ｈ８００ベース径２５０ 本 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109123010 車線分離標 ラバーポール 固定式（貼付式） 外径φ８０×高４００ｍｍ　ベース径φ２５０ｍｍ 表面保護層付 車線分離標　ラバーポール固定式 径８０×Ｈ４００ベース径２５０ 本 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109123020 車線分離標 ラバーポール 固定式（貼付式） 外径φ８０×高６５０ｍｍ　ベース径φ２５０ｍｍ 表面保護層付 車線分離標　ラバーポール固定式 径８０×Ｈ６５０ベース径２５０ 本 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109123030 車線分離標 ラバーポール 固定式（貼付式） 外径φ８０×高８００ｍｍ　ベース径φ２５０ｍｍ 表面保護層付 車線分離標　ラバーポール固定式 径８０×Ｈ８００ベース径２５０ 本 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109124010 車線分離標 樹脂ブロック 反射無しタイプ 幅２００×高８０×長１，０００ｍｍ ＪＩＳ外品 車線分離標　樹脂ブロック反射無 Ｗ２００×Ｈ８０ｍｍＪＩＳ外品 個 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109125010 車線分離標 樹脂ブロック 上部反射タイプ 幅２００×高８０×長１，０００ｍｍ ＪＩＳ外品 車線分離標　樹脂ブロック　上部 Ｗ２００×Ｈ８０ｍｍＪＩＳ外品 個 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109126010 車線分離標 樹脂ブロック 前後反射タイプ 幅２００×高８０×長１，０００ｍｍ ＪＩＳ外品 車線分離標　樹脂ブロック　前後 Ｗ２００×Ｈ８０ｍｍＪＩＳ外品 個 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109124020
車線分離標 樹脂ブロック 反射無しタイプ 幅２００×高８０×長１，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９４０１・グリーン購
入法特定調達品

車線分離標　樹脂ブロック反射無 Ｗ２００×Ｈ８０ｍｍ 個 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109125020
車線分離標 樹脂ブロック 上部反射タイプ 幅２００×高８０×長１，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９４０１・グリーン購
入法特定調達品

車線分離標　樹脂ブロック　上部 Ｗ２００×Ｈ８０ｍｍ 個 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109126020
車線分離標 樹脂ブロック 前後反射タイプ 幅２００×高８０×長１，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９４０１・グリーン購
入法特定調達品

車線分離標　樹脂ブロック　前後 Ｗ２００×Ｈ８０ｍｍ 個 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011005 道路標識板 標識板 案内標識板 広角プリズム型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く 案内標識板 広角　アルミ　金具別 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011010 道路標識板 標識板 案内標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く 案内標識板 カプセル　アルミ　金具別 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011030 道路標識板 標識板 案内標識板 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く 案内標識板 封入　アルミ　金具別 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011100 道路標識板 標識板 案内標識・補修板 広角プリズム型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く 案内標識・補修板 広角　アルミ　金具別 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011080 道路標識板 標識板 案内標識・補修板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く 案内標識・補修板 カプセル　アルミ　金具別 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011085 道路標識板 標識板 案内標識・補修板 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く 案内標識・補修板 封入　アルミ　金具別 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011105 道路標識板 標識板 案内標識・補修シール 広角プリズム型 案内標識・補修シール 広角 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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道路標識板 1109011110 道路標識板 標識板 案内標識・補修シール カプセルプリズム・カプセルレンズ型 案内標識・補修シール カプセル ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011162 道路標識板 標識板 案内標識・補修シール 封入プリズム・封入レンズ型 案内標識・補修シール 封入 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011164 道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　１色 広角プリズム型 案内標識・ピクト部分　１色 広角 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011040 道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　１色 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 案内標識・ピクト部分　１色 カプセル ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011166 道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　１色 封入プリズム・封入レンズ型 案内標識・ピクト部分　１色 封入 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011168 道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　２色 広角プリズム型 案内標識・ピクト部分　２色 広角 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011045 道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　２色 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 案内標識・ピクト部分　２色 カプセル ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011170 道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　２色 封入プリズム・封入レンズ型 案内標識・ピクト部分　２色 封入 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011172 道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　３色 広角プリズム型 案内標識・ピクト部分　３色 広角 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011050 道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　３色 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 案内標識・ピクト部分　３色 カプセル ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011174 道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　３色 封入プリズム・封入レンズ型 案内標識・ピクト部分　３色 封入 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011176 道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　４色 広角プリズム型 案内標識・ピクト部分　４色 広角 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011055 道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　４色 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 案内標識・ピクト部分　４色 カプセル ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011178 道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　４色 封入プリズム・封入レンズ型 案内標識・ピクト部分　４色 封入 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011180 道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　５色 広角プリズム型 案内標識・ピクト部分　５色 広角 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011060 道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　５色 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 案内標識・ピクト部分　５色 カプセル ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011182 道路標識板 標識板 案内標識・ピクト部分　５色 封入プリズム・封入レンズ型 案内標識・ピクト部分　５色 封入 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011184 道路標識板 標識板 路線番号標識板 広角プリズム型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く 路線番号標識板 広角　アルミ　金具別 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

410 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

道路標識板 1109012020 道路標識板 標識板 路線番号標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く 路線番号標識板 カプセル　アルミ　金具別 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109012010 道路標識板 標識板 路線番号標識板 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く 路線番号標識板 封入　アルミ　金具別 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109013030 道路標識板 標識板 警戒標識板 広角プリズム型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く 警戒標識板 広角　アルミ　金具別 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109013010 道路標識板 標識板 警戒標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く 警戒標識板 カプセル　アルミ　金具別 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109013020 道路標識板 標識板 警戒標識板 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く 警戒標識板 封入　アルミ　金具別 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011095
道路標識板 二重かん合パネル型標識板 案内標識板 広角プリズム型 耐食アルミ板　総厚１８ｍｍ・アルマイト塗装 取
付金具を除く

二重かん合パネル型標識板 広角　アルミ　アルマイト金具別 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011090
道路標識板 二重かん合パネル型標識板 案内標識板 カプセルプリズム・カプセルレンズ型 耐食アルミ板　総厚１８ｍ
ｍ・アルマイト塗装 取付金具を除く

二重かん合パネル型標識板 カプセルアルミアルマイト金具別 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109011192
道路標識板 二重かん合パネル型標識板 案内標識板 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板　総厚１８ｍｍ・アル
マイト塗装 取付金具を除く

二重かん合パネル型標識板 封入　アルミ　アルマイト金具別 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109020010 道路標識板 取付金具 案内標識板用 アルミＴアングル ８０×８０×８ｍｍ 標識取付金具　アルミＴアングル ８０×８０×８ｍｍ ｍ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109020080 道路標識板 取付金具 案内標識板用 アルミＴアングル ７０×１００×５－１１ｍｍ 標識取付金具　アルミＴアングル ７０×１００×５－１１ｍｍ ｍ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109020020 道路標識板 取付金具 案内標識板用 リブ取付金具（ボルト含む） ５０×２５ 標識取付金具　リブ取付金具 ５０×２５ｍｍ 組 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109020040 道路標識板 取付金具 路線番号・警戒標識板用 アルミＵ型バンド（ボルト含む） φ６０．５×３×４０ 標識取付金具　Ｕ型バンド 径６０．５×３×４０ｍｍ 組 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109020050 道路標識板 取付金具 路線番号・警戒標識板用 アルミＵ型バンド（ボルト含む） φ７６．３×３×４０ 標識取付金具　Ｕ型バンド 径７６．３×３×４０ｍｍ 組 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109020060 道路標識板 取付金具 路線番号・警戒標識板用 アルミＵ型バンド（ボルト含む） φ７６．３×５×５０ 標識取付金具　Ｕ型バンド 径７６．３×５×５０ｍｍ 組 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109020070 道路標識板 取付金具 路線番号・警戒標識板用 アルミＵ型バンド（ボルト含む） φ８９．１×５×５０ 標識取付金具　Ｕ型バンド 径８９．１×５×５０ｍｍ 組 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109017002 道路標識板 内部照明式道路標識板 非逆光対策型 表面板：繊維シート　ＬＥＤ照明 内部照明式道路標識板 非逆光対策型 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109017004 道路標識板 内部照明式道路標識板 逆光対策型 表面板：繊維シート　ＬＥＤ照明 内部照明式道路標識板 逆光対策型 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109018002 道路標識板 内部照明式道路標識板 １枚当たり５ｍ２未満の場合の加算額 内部照明式道路標識板 １枚当たり５ｍ２未満の加算額 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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道路標識板 1109018004 道路標識板 内部照明式道路標識板 標準塗装色グレー以外の塗装色　加算額 内部照明式道路標識板 標準グレー以外の塗装色　加算額 ｍ２ 230 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014640 道路標識板 規制標識板 ３０１～ φ６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む 規制標識板　３０１～ 径６００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014650 道路標識板 規制標識板 ３２６～ ３５０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む 規制標識板　３２６～ ３５０×６００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014660 道路標識板 規制標識板 ３２７～ ９００×１，２００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む 規制標識板　３２７～ ９００×１２００　カプセル１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014670 道路標識板 規制標識板 ３２７－３～ ９００×９００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む 規制標識板　３２７－３～ ９００×９００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014680 道路標識板 規制標識板 ３２９～ ▽８００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む 規制標識板　３２９～ ８００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014690 道路標識板 規制標識板 ３３１～ ６００×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む 規制標識板　３３１～ ６００×６００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109015450 道路標識板 指示標識板 ４０１～ ６００×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む 指示標識板　４０１～ ６００×６００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109015460 道路標識板 指示標識板 ４０６～ ９００×９００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む 指示標識板　４０６～ ９００×９００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109015475
道路標識板 指示標識板 ４０７－Ａ～３ ６００×６００×２００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取
付金具含む

指示標識板　４０７－Ａ～３ ６００×２００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109015230 道路標識板 指示標識板 ４０９－Ａ ９００×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む 指示標識板　４０９－Ａ ９００×６００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016538
道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ １８０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含
む

補助標識板　５０１～５１２ １８０×６００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016540
道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ２２０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含
む

補助標識板　５０１～５１２ ２２０×６００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016542
道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ３１０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含
む

補助標識板　５０１～５１２ ３１０×６００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016544
道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ４２０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含
む

補助標識板　５０１～５１２ ４２０×６００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016546
道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ４８０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含
む

補助標識板　５０１～５１２ ４８０×６００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016548
道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ５９０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含
む

補助標識板　５０１～５１２ ５９０×６００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016550
道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ６８０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含
む

補助標識板　５０１～５１２ ６８０×６００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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道路標識板 1109016552
道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ７４０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含
む

補助標識板　５０１～５１２ ７４０×６００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016554 道路標識板 補助標識板 ５０７－Ｃ φ４００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．０倍 取付金具含む 補助標識板　５０７－Ｃ 径４００　カプセル　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014700 道路標識板 規制標識板 ３０１～ φ６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む 規制標識板　３０１～ 径６００　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014710 道路標識板 規制標識板 ３２６～ ３５０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む 規制標識板　３２６～ ３５０　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014720 道路標識板 規制標識板 ３２７～ ９００×１，２００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む 規制標識板　３２７～ ９００　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014730 道路標識板 規制標識板 ３２７－３～ ９００×９００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む 規制標識板　３２７－３～ ９００　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014740 道路標識板 規制標識板 ３２９～ ▽８００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む 規制標識板　３２９～ ８００　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014750 道路標識板 規制標識板 ３３１～ ６００×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む 規制標識板　３３１～ ６００　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109015480 道路標識板 指示標識板 ４０１～ ６００×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む 指示標識板　４０１～ ６００　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109015490 道路標識板 指示標識板 ４０６～ ９００×９００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む 指示標識板　４０６～ ９００　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109015505
道路標識板 指示標識板 ４０７－Ａ～３ ６００×６００×２００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取
付金具含む

指示標識板　４０７－Ａ～３ ６００　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109015290 道路標識板 指示標識板 ４０９－Ａ ９００×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む 指示標識板　４０９－Ａ ９００　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016556
道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ １８０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含
む

補助標識板　５０１～５１２ １８０　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016558
道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ２２０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含
む

補助標識板　５０１～５１２ ２２０　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016560
道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ３１０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含
む

補助標識板　５０１～５１２ ３１０　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016562
道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ４２０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含
む

補助標識板　５０１～５１２ ４２０　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016564
道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ４８０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含
む

補助標識板　５０１～５１２ ４８０　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016566
道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ５９０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含
む

補助標識板　５０１～５１２ ５９０　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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道路標識板 1109016568
道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ６８０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含
む

補助標識板　５０１～５１２ ６８０　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016570
道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ７４０×６００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含
む

補助標識板　５０１～５１２ ７４０　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016572 道路標識板 補助標識板 ５０７－Ｃ φ４００ カプセルプリズム・カプセルレンズ型 １．５倍 取付金具含む 補助標識板　５０７－Ｃ 径４００　カプセル　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014520 道路標識板 規制標識板 ３０１～ φ６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 規制標識板　３０１～ 径６００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014530 道路標識板 規制標識板 ３２６～ ３５０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 規制標識板　３２６～ ３５０×６００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014540 道路標識板 規制標識板 ３２７～ ９００×１，２００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 規制標識板　３２７～ ９００×１２００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014550 道路標識板 規制標識板 ３２７－３～ ９００×９００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 規制標識板　３２７－３～ ９００×９００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014560 道路標識板 規制標識板 ３２９～ ▽８００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 規制標識板　３２９～ ８００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014570 道路標識板 規制標識板 ３３１～ ６００×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 規制標識板　３３１～ ６００×６００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109015390 道路標識板 指示標識板 ４０１～ ６００×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 指示標識板　４０１～ ６００×６００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109015400 道路標識板 指示標識板 ４０６～ ９００×９００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 指示標識板　４０６～ ９００×９００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109015415
道路標識板 指示標識板 ４０７－Ａ～３ ６００×６００×２００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含
む

指示標識板　４０７－Ａ～３ ６００×２００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109015110 道路標識板 指示標識板 ４０９－Ａ ９００×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 指示標識板　４０９－Ａ ９００×６００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016502 道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ １８０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 補助標識板　５０１～５１２ １８０×６００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016504 道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ２２０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 補助標識板　５０１～５１２ ２２０×６００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016506 道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ３１０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 補助標識板　５０１～５１２ ３１０×６００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016508 道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ４２０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 補助標識板　５０１～５１２ ４２０×６００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016510 道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ４８０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 補助標識板　５０１～５１２ ４８０×６００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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道路標識板 1109016512 道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ５９０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 補助標識板　５０１～５１２ ５９０×６００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016514 道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ６８０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 補助標識板　５０１～５１２ ６８０×６００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016516 道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ７４０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 補助標識板　５０１～５１２ ７４０×６００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016518 道路標識板 補助標識板 ５０７－Ｃ φ４００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．０倍 取付金具含む 補助標識板　５０７－Ｃ 径４００　封入　１倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014580 道路標識板 規制標識板 ３０１～ φ６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 規制標識板　３０１～ 径６００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014590 道路標識板 規制標識板 ３２６～ ３５０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 規制標識板　３２６～ ３５０×６００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014600 道路標識板 規制標識板 ３２７～ ９００×１，２００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 規制標識板　３２７～ ９００×１２００　封入１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014610 道路標識板 規制標識板 ３２７－３～ ９００×９００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 規制標識板　３２７－３～ ９００×９００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014620 道路標識板 規制標識板 ３２９～ ▽８００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 規制標識板　３２９～ ８００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109014630 道路標識板 規制標識板 ３３１～ ６００×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 規制標識板　３３１～ ６００×６００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109015420 道路標識板 指示標識板 ４０１～ ６００×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 指示標識板　４０１～ ６００×６００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109015430 道路標識板 指示標識板 ４０６～ ９００×９００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 指示標識板　４０６～ ９００×９００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109015445
道路標識板 指示標識板 ４０７－Ａ～３ ６００×６００×２００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含
む

指示標識板　４０７－Ａ～３ ６００×２００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109015170 道路標識板 指示標識板 ４０９－Ａ ９００×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 指示標識板　４０９－Ａ ９００×６００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016520 道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ １８０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 補助標識板　５０１～５１２ １８０×６００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016522 道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ２２０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 補助標識板　５０１～５１２ ２２０×６００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016524 道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ３１０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 補助標識板　５０１～５１２ ３１０×６００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016526 道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ４２０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 補助標識板　５０１～５１２ ４２０×６００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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道路標識板 1109016528 道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ４８０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 補助標識板　５０１～５１２ ４８０×６００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016530 道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ５９０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 補助標識板　５０１～５１２ ５９０×６００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016532 道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ６８０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 補助標識板　５０１～５１２ ６８０×６００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016534 道路標識板 補助標識板 ５０１～５１２ ７４０×６００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 補助標識板　５０１～５１２ ７４０×６００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板 1109016536 道路標識板 補助標識板 ５０７－Ｃ φ４００ 封入プリズム・封入レンズ型 １．５倍 取付金具含む 補助標識板　５０７－Ｃ 径４００　封入　１．５倍 枚 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板―ブランド品― 1109011002
道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（スリット式） 広角プリズム型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く
アークノハラ

逆光対策標識板　スリット式 広角　アルミ　金具別 ｍ２ 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板―ブランド品― 1109011004
道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（スリット式） カプセルプリズム型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く
アークノハラ

逆光対策標識板　スリット式 カプセル　アルミ　金具別 ｍ２ 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板―ブランド品― 1109011188
道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（スリット式） 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金
具を除く アークノハラ

逆光対策標識板　スリット式 封入　アルミ　金具別 ｍ２ 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板―ブランド品― 1109011150
道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（切文字透過式） 広角プリズム型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除く
光和産業

逆光対策標識板　切文字透過式 広角　アルミ　金具別 ｍ２ 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板―ブランド品― 1109011160
道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（切文字透過式） カプセルプリズム型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付金具を除
く 光和産業

逆光対策標識板　切文字透過式 カプセル　アルミ　金具別 ｍ２ 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板―ブランド品― 1109011186
道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（切文字透過式） 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板　２ｍｍ厚 取付
金具を除く 光和産業

逆光対策標識板　切文字透過式 封入　アルミ　金具別 ｍ２ 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板―ブランド品― 1109011120
道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（パンチング式） 広角プリズム型 耐食アルミ板　３ｍｍ厚 取付金具を除く
日本リーテック

逆光対策標識板　パンチング式 広角　アルミ　金具別 ｍ２ 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板―ブランド品― 1109011130
道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（パンチング式） カプセルプリズム型 耐食アルミ板　３ｍｍ厚 取付金具を除
く 日本リーテック

逆光対策標識板　パンチング式 カプセル　アルミ　金具別 ｍ２ 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識板―ブランド品― 1109011190
道路標識板 逆光対策標識板 案内標識板（パンチング式） 封入プリズム・封入レンズ型 耐食アルミ板　３ｍｍ厚 取付
金具を除く 日本リーテック

逆光対策標識板　パンチング式 封入　アルミ　金具別 ｍ２ 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032202
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長３．０ｍ 静電粉体塗装（白） 三陽商会，積水樹
脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱　静電 ６０．５×２．３ｍｍ×３ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032204
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長３．３ｍ 静電粉体塗装（白） 三陽商会，積水樹
脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱　静電 ６０．５×２．３ｍｍ×３．３ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032206
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長３．５ｍ 静電粉体塗装（白） 三陽商会，積水樹
脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱　静電 ６０．５×２．３ｍｍ×３．５ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032208
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長４．０ｍ 静電粉体塗装（白） 三陽商会，積水樹
脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱　静電 ６０．５×２．３ｍｍ×４ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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道路標識柱 1109032210
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長４．２ｍ 静電粉体塗装（白） 三陽商会，積水樹
脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱　静電 ６０．５×２．３ｍｍ×４．２ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032212
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ×長４．２ｍ 静電粉体塗装（白） 三陽商会，積水樹
脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱　静電 ６０．５×２．８ｍｍ×４．２ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032214
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長４．２ｍ 静電粉体塗装（白） 三陽商会，積水樹
脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱　静電 ６０．５×３．２ｍｍ×４．２ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032216
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長４．５ｍ 静電粉体塗装（白） 三陽商会，積水樹
脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱　静電 ６０．５×３．２ｍｍ×４．５ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032220
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ×長３．５ｍ 静電粉体塗装（白） 三陽商会，積水樹
脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱　静電 ７６．３×２．８ｍｍ×３．５ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032222
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ×長４．０ｍ 静電粉体塗装（白） 三陽商会，積水樹
脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱　静電 ７６．３×２．８ｍｍ×４ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032224
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長３．５ｍ 静電粉体塗装（白） 三陽商会，積水樹
脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱　静電 ７６．３×３．２ｍｍ×３．５ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032226
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長４．０ｍ 静電粉体塗装（白） 三陽商会，積水樹
脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱　静電 ７６．３×３．２ｍｍ×４ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032228
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長４．５ｍ 静電粉体塗装（白） 三陽商会，積水樹
脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱　静電 ７６．３×３．２ｍｍ×４．５ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032230
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長３．０ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白） 三
陽商会，積水樹脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱めっき ６０．５×２．３ｍｍ×３ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032232
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長３．３ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白） 三
陽商会，積水樹脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱めっき ６０．５×２．３ｍｍ×３．３ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032234
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長３．５ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白） 三
陽商会，積水樹脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱めっき ６０．５×２．３ｍｍ×３．５ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032236
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長４．０ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白） 三
陽商会，積水樹脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱めっき ６０．５×２．３ｍｍ×４ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032238
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ×長４．２ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白） 三
陽商会，積水樹脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱めっき ６０．５×２．３ｍｍ×４．２ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032240
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ×長４．２ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白） 三
陽商会，積水樹脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱めっき ６０．５×２．８ｍｍ×４．２ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032242
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長４．２ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白） 三
陽商会，積水樹脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱めっき ６０．５×３．２ｍｍ×４．２ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032244
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ６０．５ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長４．５ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白） 三
陽商会，積水樹脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱めっき ６０．５×３．２ｍｍ×４．５ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032248
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ×長３．５ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白） 三
陽商会，積水樹脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱めっき ７６．３×２．８ｍｍ×３．５ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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道路標識柱 1109032250
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚２．８ｍｍ×長４．０ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白） 三
陽商会，積水樹脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱めっき ７６．３×２．８ｍｍ×４ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032252
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長３．５ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白） 三
陽商会，積水樹脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱めっき ７６．３×３．２ｍｍ×３．５ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032254
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長４．０ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白） 三
陽商会，積水樹脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱めっき ７６．３×３．２ｍｍ×４ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109032256
道路標識柱 路側式鋼管柱 外径φ７６．３ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ×長４．５ｍ 下地亜鉛めっき静電粉体塗装（白） 三
陽商会，積水樹脂，トーグ安全工業，ニッシン，日鉄防食，ヨシモトポール

道路標識柱　路側式鋼管柱めっき ７６．３×３．２ｍｍ×４．５ｍ 本 231 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030004 道路標識柱 単柱 直管タイプ ベースプレートなし φ７６．３以上 亜鉛めっき 道路標識柱　単柱 径７６．３以上　亜鉛めっき直管 ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030008 道路標識柱 片持式（オーバーハング式） 直管タイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 亜鉛めっき 道路標識柱　オーバーハング式 Ｆ・逆Ｌ・Ｔ　亜鉛めっき　直管 ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030014 道路標識柱 片持式（オーバーハング式） 直管タイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 静電粉体塗装 道路標識柱　オーバーハング式 Ｆ・逆Ｌ・Ｔ　静電粉体　直管 ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030016 道路標識柱 片持式（オーバーハング式） 直管タイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 ポリウレタン樹脂塗装 道路標識柱　オーバーハング式 Ｆ・逆Ｌ・Ｔポリウレタン　直管 ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030018 道路標識柱 片持式（オーバーハング式） 直管タイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 ステンフレーク塗装 道路標識柱　オーバーハング式 Ｆ・逆Ｌ・Ｔステンフレーク直管 ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030020 道路標識柱 片持式（オーバーハング式） 直管タイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 フッ素樹脂塗装 道路標識柱　オーバーハング式 Ｆ・逆Ｌ・Ｔ　フッ素樹脂　直管 ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030012 道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） 直管タイプ ベースプレート式 トラス型 亜鉛めっき 道路標識柱　オーバーヘッド式 トラス型　亜鉛めっき　直管 ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030024 道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） 直管タイプ ベースプレート式 トラス型 静電粉体塗装 道路標識柱　オーバーヘッド式 トラス型　静電粉体　直管 ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030026 道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） 直管タイプ ベースプレート式 トラス型 ポリウレタン樹脂塗装 道路標識柱　オーバーヘッド式 トラス型　ポリウレタン　直管 ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030028 道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） 直管タイプ ベースプレート式 トラス型 ステンフレーク塗装 道路標識柱　オーバーヘッド式 トラス型　ステンフレーク　直管 ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030030 道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） 直管タイプ ベースプレート式 トラス型 フッ素樹脂塗装 道路標識柱　オーバーヘッド式 トラス型　フッ素樹脂　直管 ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030032 道路標識柱 片持式（オーバーハング式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 亜鉛めっき 道路標識柱　オーバーハング式 Ｆ・逆Ｌ・Ｔ　めっき　テーパー ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030036 道路標識柱 片持式（オーバーハング式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 静電粉体塗装 道路標識柱　オーバーハング式 Ｆ逆ＬＴ　静電粉体　テーパー ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030038
道路標識柱 片持式（オーバーハング式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 ポリウレタン
樹脂塗装

道路標識柱　オーバーハング式 Ｆ逆ＬＴポリウレタン　テーパー ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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道路標識柱 1109030040
道路標識柱 片持式（オーバーハング式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 ステンフレー
ク塗装

道路標識柱　オーバーハング式 Ｆ逆ＬＴステンフレークテーパー ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030042
道路標識柱 片持式（オーバーハング式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 Ｆ型・逆Ｌ型・Ｔ型 フッ素樹脂塗
装

道路標識柱　オーバーハング式 Ｆ逆ＬＴ　フッ素樹脂　テーパー ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030034 道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 トラス型 亜鉛めっき 道路標識柱　オーバーヘッド式 トラス型　亜鉛めっき　テーパー ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030046 道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 トラス型 静電粉体塗装 道路標識柱　オーバーヘッド式 トラス型　静電粉体　テーパー ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030048 道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 トラス型 ポリウレタン樹脂塗装 道路標識柱　オーバーヘッド式 トラス型ポリウレタン　テーパー ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030050 道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 トラス型 ステンフレーク塗装 道路標識柱　オーバーヘッド式 トラス型ステンフレークテーパー ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路標識柱 1109030052 道路標識柱 門型式（オーバーヘッド式） テーパーポールタイプ ベースプレート式 トラス型 フッ素樹脂塗装 道路標識柱　オーバーヘッド式 トラス型　フッ素樹脂　テーパー ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路情報表示板支柱 1109033002 道路情報表示板支柱 片持式 ベースプレート式 Ｆ型 亜鉛めっき 質量１ｔ／本以上 道路情報表示板支柱　片持式 Ｆ型　亜鉛めっき ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路情報表示板支柱 1109033004 道路情報表示板支柱 片持式 ベースプレート式 Ｆ型 ポリウレタン樹脂塗装 質量１ｔ／本以上 道路情報表示板支柱　片持式 Ｆ型　ポリウレタン樹脂塗装 ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路情報表示板支柱 1109033006 道路情報表示板支柱 門型式 ベースプレート式 トラス型 亜鉛めっき 質量１ｔ／本以上 道路情報表示板支柱　門型式 トラス型　亜鉛めっき ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路情報表示板支柱 1109033008 道路情報表示板支柱 門型式 ベースプレート式 トラス型 ポリウレタン樹脂塗装 質量１ｔ／本以上 道路情報表示板支柱　門型式 トラス型　ポリウレタン樹脂塗装 ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

ＣＣＴＶ支柱 1109034002 ＣＣＴＶ支柱 単柱 ベースプレート式 単独柱 亜鉛めっき 質量０．５ｔ／本以上 ＣＣＴＶ支柱　単柱 ベースプレート式　亜鉛めっき ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

ＣＣＴＶ支柱 1109034004 ＣＣＴＶ支柱 単柱 ベースプレート式 単独柱 ポリウレタン樹脂塗装 質量０．５ｔ／本以上 ＣＣＴＶ支柱　単柱 ベースプレート式　ポリウレタン ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

抵抗板付鋼製杭基礎―ブランド品― 1109040110 抵抗板付鋼製杭基礎 ポールアンカー１００型－Ｖ Ｈ１５０～４００　標識・照明・多目的柱等用 ★ 日本地工 抵抗板付鋼製杭基礎ポールアンカ １００型－Ｖ　Ｈ１５０～４００ ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

抵抗板付鋼製杭基礎―ブランド品― 1109040120 抵抗板付鋼製杭基礎 ポールアンカー１００型－Ｖ □３５０～５００　標識・照明・多目的柱等用 ★ 日本地工 抵抗板付鋼製杭基礎ポールアンカ １００型－Ｖ　□３５０～５００ ｔ 232 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081110 道路反射鏡 鏡体 メタクリル 丸φ６００×３ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 メタクリル　丸型　径６００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081120 道路反射鏡 鏡体 メタクリル 丸φ８００×３ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 メタクリル　丸型　径８００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081130 道路反射鏡 鏡体 メタクリル 丸φ１，０００×３ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 メタクリル　丸型　径１０００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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道路反射鏡 1109081140 道路反射鏡 鏡体 メタクリル 角４５０×６００×３ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 メタクリル　角型４５０×６００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081160 道路反射鏡 鏡体 メタクリル 角６００×８００×３ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 メタクリル　角型６００×８００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081210 道路反射鏡 鏡体 ステンレス 丸φ６００×０．８ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 ステンレス　丸型　径６００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081220 道路反射鏡 鏡体 ステンレス 丸φ８００×０．９ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 ステンレス　丸型　径８００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081230 道路反射鏡 鏡体 ステンレス 丸φ１，０００×１ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 ステンレス　丸型　径１０００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081240 道路反射鏡 鏡体 ステンレス 角４５０×６００×０．８ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 ステンレス　角型４５０×６００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081260 道路反射鏡 鏡体 ステンレス 角６００×８００×０．９ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 ステンレス　角型６００×８００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081310 道路反射鏡 鏡体 強化硝子 丸φ６００×５ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 強化硝子　丸型　径６００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081320 道路反射鏡 鏡体 強化硝子 丸φ８００×５ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 強化硝子　丸型　径８００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081330 道路反射鏡 鏡体 強化硝子 角４５０×６００×５ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 強化硝子　角型　４５０×６００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081340 道路反射鏡 鏡体 強化硝子 角６００×８００×５ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 強化硝子　角型　６００×８００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081410 道路反射鏡 鏡体 ポリカーボネート φ６００×２ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 ポリカーボネート　径６００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081420 道路反射鏡 鏡体 ポリカーボネート φ８００×２ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 ポリカーボネート　径８００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081430 道路反射鏡 鏡体 ポリカーボネート φ１，０００×２ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 ポリカーボネート　径１０００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109081450 道路反射鏡 鏡体 ポリカーボネート 角６００×８００×２ 鏡面・裏板・リングフード・取付金具付き ★ 道路反射鏡 ポリカーボネート　角型　６００ 面 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109082010 道路反射鏡 補助金具 ２面取付用 左右２本分１組 ★ 道路反射鏡　鏡体取付用補助金具 ２面取付用 組 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109083110 道路反射鏡 注意板 アルミ板 ６００×１８０×２ 全面反射取付バンド２個付き 道路反射鏡　注意板 アルミ板　６００×１８０×２ 組 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109083120 道路反射鏡 注意板 アルミ板 ６００×１８０×１ 全面反射取付バンド２個付き 道路反射鏡　注意板 アルミ板　６００×１８０×１ 組 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材
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道路反射鏡 1109083210 道路反射鏡 注意板 防錆処理鋼板 ６００×１８０×１．２ 全面反射取付バンド２個付き 道路反射鏡　注意板 防錆鋼板６００×１８０×１．２ 組 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109083310 道路反射鏡 注意板 樹脂板 ６００×１８０×２ 全面反射取付バンド２個付き 道路反射鏡　注意板 樹脂板　６００×１８０×２ 組 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109084010
道路反射鏡 支柱 鋼管（ＳＴＫ　４００） φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ　φ６００・１（面用） 静電粉体塗
装 ★

道路反射鏡　支柱　静電粉体 径７６．３　径６００・１面用 本 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109084020
道路反射鏡 支柱 鋼管（ＳＴＫ　４００） φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ　φ８００・１（面用） 静電粉体塗
装 ★

道路反射鏡　支柱　静電粉体 径７６．３　径８００・１面用 本 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109084025
道路反射鏡 支柱 鋼管（ＳＴＫ　４００） φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ　φ６００・２（面用） 静電粉体塗
装 ★

道路反射鏡　支柱　静電粉体 径７６．３　径６００・２面用 本 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109084030
道路反射鏡 支柱 鋼管（ＳＴＫ　４００） φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ　φ１，０００・１（面用） 静電粉
体塗装 ★

道路反射鏡　支柱　静電粉体 径８９．１　径１０００・１面用 本 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109084035
道路反射鏡 支柱 鋼管（ＳＴＫ　４００） φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ　φ８００・２（面用） 静電粉体塗
装 ★

道路反射鏡　支柱　静電粉体 径８９．１　径８００・２面用 本 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109084040
道路反射鏡 支柱 鋼管（ＳＴＫ　４００） φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ　φ１，０００・２（面用） 静電
粉体塗装 ★

道路反射鏡　支柱　静電粉体 径１０１．６　径１０００・２面 本 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109084050
道路反射鏡 支柱 鋼管（ＳＴＫ　４００） φ７６．３×３．２×３，６００ｍｍ　φ６００・１（面用） 下地亜鉛
めっき・静電粉体塗装 ★

道路反射鏡　支柱めっき静電粉体 径７６．３　径６００・１面用 本 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109084060
道路反射鏡 支柱 鋼管（ＳＴＫ　４００） φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ　φ８００・１（面用） 下地亜鉛
めっき・静電粉体塗装 ★

道路反射鏡　支柱めっき静電粉体 径７６．３　径８００・１面用 本 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109084065
道路反射鏡 支柱 鋼管（ＳＴＫ　４００） φ７６．３×３．２×４，０００ｍｍ　φ６００・２（面用） 下地亜鉛
めっき・静電粉体塗装 ★

道路反射鏡　支柱めっき静電粉体 径７６．３　径６００・２面用 本 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109084070
道路反射鏡 支柱 鋼管（ＳＴＫ　４００） φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ　φ１，０００・１（面用） 下地亜
鉛めっき・静電粉体塗装 ★

道路反射鏡　支柱めっき静電粉体 径８９．１　径１０００・１面用 本 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109084075
道路反射鏡 支柱 鋼管（ＳＴＫ　４００） φ８９．１×３．２×４，４００ｍｍ　φ８００・２（面用） 下地亜鉛
めっき・静電粉体塗装 ★

道路反射鏡　支柱めっき静電粉体 径８９．１　径８００・２面用 本 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109084080
道路反射鏡 支柱 鋼管（ＳＴＫ　４００） φ１０１．６×４．２×４，８００ｍｍ　φ１，０００・２（面用） 下地
亜鉛めっき・静電粉体塗装 ★

道路反射鏡　支柱めっき静電粉体 径１０１．６　径１０００・２面 本 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109910002 道路反射鏡 支柱 支柱の曲げ加工費 φ７６．３ ★ 道路反射鏡　支柱　曲げ加工費 径７６．３ｍｍ 本 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1109910004 道路反射鏡 支柱 支柱の曲げ加工費 φ８９．１ ★ 道路反射鏡　支柱　曲げ加工費 径８９．１ｍｍ 本 233 ○ ○ 1109 道路標識・標示材

保安用品―ブランド品― 1121048520 保安用品 安全表示板 アレッドボード（ソーラー） ＡＭＫ－４ＤＳ　二段式支柱・リモコン付き 吾妻商会 アレッドボード（ソーラー） ＡＭＫ－４ＤＳ　吾妻商会 基 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121048510 保安用品 安全表示板 アレッドボード（ソーラー） ＡＭＫ－４Ｓ　二段式支柱・リモコン付き 吾妻商会 アレッドボード（ソーラー） ＡＭＫ－４Ｓ　吾妻商会 基 233 ○ ○ 1121 保安用品
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保安用品―ブランド品― 1121048530 保安用品 安全表示板 アレッドボード（ソーラー） ＡＭＫ－ＴＳ　二段式支柱・バッテリーＢＯＸ付き 吾妻商会 アレッドボード（ソーラー） ＡＭＫ－ＴＳ　吾妻商会 基 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121043610 保安用品 安全表示板 ガイドライト ＴＧＬ４５Ｗ－Ｓ エクス ガイドライト ＴＧＬ４５Ｗ－Ｓ　エクス 台 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121043514 保安用品 安全表示板 セーフティーフラッシャー ＥＳ３３－４ＶＴ（気象庁検定） エクス セーフティーフラッシャー ＥＳ３３－４ＶＴ　エクス 台 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121043600 保安用品 安全表示板 セーフティーフラッシャー ＢＳ３３－４ＶＴ（気象庁検定） エクス セーフティーフラッシャー ＢＳ３３－４ＶＴ　エクス 台 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121043516 保安用品 安全表示板 セーフティーフラッシャー 温度表示機単体ＥＴＭ（気象庁検定） エクス セーフティーフラッシャー 温度表示機単体ＥＴＭ　エクス 台 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121048030 保安用品 安全表示板 オプトマーカーⅤ ＯＭ５Ｓ 積水樹脂 オプトマーカー５ ＯＭ５Ｓ　積水樹脂 基 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121048040 保安用品 安全表示板 オプトマーカーⅤ ＯＭ５ＳＴ（検定センサー） 積水樹脂 オプトマーカー５ ＯＭ５ＳＴ　積水樹脂 基 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121063005 保安用品 視線誘導　テープ ポストウィング ＰＷ－ＯＷ／ＧＷ／ＢＷ 吾妻商会 ポストウィング ＰＷ－ＯＷ／ＧＷ／ＢＷ吾妻商会 枚 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121063010
保安用品 視線誘導　テープ 景観色反射シート ＡＰ１０００ＤＬ　φ１１４．３用　Ｗ１００×Ｄ３７５ｍｍ　（ダー
クブラウン・グレーベージュ・ダークグレー） 大塚刷毛製造

景観色反射シート ＡＰ１０００ＤＬ　径１１４．３ 枚 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121063020
保安用品 視線誘導　テープ 景観色反射シート ＡＰ１０００ＤＬ　φ１３９．８用　Ｗ１００×Ｄ４５０ｍｍ　（ダー
クブラウン・グレーベージュ・ダークグレー） 大塚刷毛製造

景観色反射シート ＡＰ１０００ＤＬ　径１３９．８ 枚 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121062510 保安用品 視線誘導　テープ レフテープ ＲＲ－１　幅５ｃｍ×長２．５ｍ　（白，黄，赤，緑，青） キャットアイ レフテープ ＲＲ－１　キャットアイ 巻 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121061040
保安用品 視線誘導　テープ トラテープ 幅４．５ｃｍ×長１０ｍ（黄・黒・赤・白）　ＷＴＴ－Ａ４５ トーグ安全工
業

トラテープ ＷＴＴ－Ａ４５　トーグ 巻 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121061052 保安用品 視線誘導　テープ トラテープ 幅４．５ｃｍ×長１０ｍ（反射タイプ）　ＴＲ－Ｂ４５ トーグ安全工業 トラテープ ＴＲ－Ｂ４５　反射　トーグ 巻 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121061054 保安用品 視線誘導　テープ トラテープ 幅９ｃｍ×長１０ｍ（反射タイプ）　ＴＲ－Ｂ９０ トーグ安全工業 トラテープ ＴＲ－Ｂ９０　反射　トーグ 巻 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121093507
保安用品 保安用緩衝材 衝撃緩衝装置 クオッドガードⅡ型５Ｂａｙ　（１００ｋｍ／ｈ側面対応） エナジーアブソー
プションシステムズ

衝撃緩衝装置 クオッドガード２型５Ｂａｙ 基 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121090550 保安用品 保安用緩衝材 サンドクッション ＳＤ－１　３５０×４３０×２００ｍｍ　黒（右） ＮＯＫ サンドクッション ＳＤ１　３５０×４３０×２００ 個 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121090560 保安用品 保安用緩衝材 サンドクッション ＳＤ－３　３５０×４３０×２００ｍｍ　橙（右） ＮＯＫ サンドクッション ＳＤ３　３５０×４３０×２００ 個 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121090570 保安用品 保安用緩衝材 ノックスクッション ＮＦ前衛体 ＮＯＫ ノックスクッション ＮＦ前衛体　ＮＯＫ 個 233 ○ ○ 1121 保安用品
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保安用品―ブランド品― 1121093006 保安用品 保安用緩衝材 システムカディ ポリエチレン製　Ｌ２，０００×Ｈ８００ エヌディーリース・システム システムカディ ポリエチレン製エヌディーリース 基 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121093004
保安用品 保安用緩衝材 システムカディ・ウォーター ポリエチレン製緩衝バリア　Ｌ１，５００×Ｈ８００×Ｗ５６０
ｍｍ エヌディーリース・システム

システムカディウォーター 緩衝バリア　エヌディーリース 個 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121092510 保安用品 保安用緩衝材 衝撃緩衝体 クラッシュアブソーバーＵ７０　Ｐ型 川口産業 クラッシュアブソーバーＵ７０ Ｐ型　川口産業 基 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121092520 保安用品 保安用緩衝材 衝撃緩衝体 クラッシュアブソーバーＵ７０　Ａ型 川口産業 クラッシュアブソーバーＵ７０ Ａ型　川口産業 基 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121091522 保安用品 保安用緩衝材 丸型クッションドラム φ５８０×８２０ｍｍ（市松・ゼブラ） 秩父産業 丸型クッションドラム 径５８０×８２０ｍｍ　秩父産業 個 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121091524 保安用品 保安用緩衝材 角型クッションドラムＡ ９００×９００×９００ｍｍ（市松・ゼブラ） 秩父産業 角型クッションドラムＡ ９００×９００×９００　秩父 個 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121091526 保安用品 保安用緩衝材 角型クッションドラムＢ（Ｃ） ４５０×９００×９００ｍｍ（市松・ゼブラ） 秩父産業 角型クッションドラムＢ（Ｃ） ４５０×９００×９００　秩父 個 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121091528 保安用品 保安用緩衝材 クッションドラム固定ベルト 丸型３個・角型Ａ＋Ｂ　２本／組 秩父産業 クッションドラム固定ベルト 丸型３個・角型Ａ＋Ｂ　２本／組 組 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121091530 保安用品 保安用緩衝材 クッションドラム固定ベルト 丸型４個・角型Ａ＋Ｂ＋Ｂ（Ｃ）　２本／組 秩父産業 クッションドラム固定ベルト 丸型４個・角型Ａ＋Ｂ＋Ｂ（Ｃ） 組 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121091532 保安用品 保安用緩衝材 クッションドラム固定ベルト 丸型６個　２本／組 秩父産業 クッションドラム固定ベルト 丸型６個　２本／組 組 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121094002 保安用品 保安用緩衝材 セーフガードカバー ガードケーブルＡ種用　３８０×１，１５０×１，１００ｍｍ 道路資材 セーフガードカバー ガードケーブルＡ種用 個 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121094004 保安用品 保安用緩衝材 セーフガードカバー ガードケーブルＢ種用　３４０×１，０００×９００ｍｍ 道路資材 セーフガードカバー ガードケーブルＢ種用 個 233 ○ ○ 1121 保安用品

保安用品―ブランド品― 1121094006 保安用品 保安用緩衝材 セーフガードカバー ガードレールＢ種用　４３０×８００×９００ｍｍ 道路資材 セーフガードカバー ガードレールＢ種用 個 233 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121047010
労働保安用品 安全標識 工事標示板 １，１００×１，６００ｍｍ　枠付　カプセルプリズム型高輝度（橙） 産業資材
センター

工事標示板 １１００×１６００ 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121047020
労働保安用品 安全標識 工事標示板 ５５０×１，６００ｍｍ　枠付　カプセルプリズム型高輝度（橙） 産業資材セン
ター

工事標示板 ５５０×１６００ 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121041520 労働保安用品 安全標識 工事標示板 ＫＢ－１　１，１００×１，４００ｍｍ　枠付き セフテック 工事標示板 ＫＢ－１　１１００×１４００ 枚 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121047040
労働保安用品 安全標識 高輝度工事中看板 １，１００×１，６００ｍｍ　枠付　カプセルプリズム型高輝度（白） 産
業資材センター

高輝度工事中看板 １１００×１６００ 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121047050
労働保安用品 安全標識 高輝度工事情報看板 ５５０×１，６００ｍｍ　枠付　カプセルプリズム型高輝度（白） 産業
資材センター

高輝度工事情報看板 ５５０×１６００ 台 234 ○ ○ 1121 保安用品
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労働保安用品―ブランド品― 1121047060
労働保安用品 安全標識 高輝度工事説明看板 ５５０×１，６００ｍｍ　枠付　カプセルプリズム型高輝度（白） 産業
資材センター

高輝度工事説明看板 ５５０×１６００ 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121040530 労働保安用品 安全標識 安全標識板 電光表示板　ＳＤＸ－Ａ１８０　１８０×２００ｃｍ トーグ安全工業 安全標識板 ＳＤＸ－Ａ１８０ 基 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121040540 労働保安用品 安全標識 安全標識板 電光表示板　ＳＤＸ－Ｃ１２０　１２０×１６０ｃｍ トーグ安全工業 安全標識板 ＳＤＸ－Ｃ１２０ 基 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121044560 労働保安用品 安全標識 全面反射看板 シート式　枠付き 川口産業 全面反射看板 シート式 枚 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121044510 労働保安用品 安全標識 工事予告板 ５５０×１，５００ｍｍ 川口産業 工事予告板 ５５０×１５００ 枚 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121044520 労働保安用品 安全標識 工事予告板 ８００×１，４００ｍｍ 川口産業 工事予告板 ８００×１４００ 枚 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121044550 労働保安用品 安全標識 マンガ看板 ６００×１，３３０（１，３５０）ｍｍ　枠付き 川口産業 マンガ看板 ６００×１３３０（１３５０） 枚 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121047030
労働保安用品 安全標識 矢印板 ５５０×９００ｍｍ　山形固定式　カプセルプリズム型高輝度（橙／黒） 産業資材セ
ンター

矢印板 ５５０×９００ 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121041530 労働保安用品 安全標識 迂回板 ＫＢ－６７　１，１００×１，４００ｍｍ　枠付き セフテック 迂回板 ＫＢ－６７　１１００×１４００ 枚 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121040502 労働保安用品 安全標識 ガードマンロボット ＳＤＧ－Ｓ２１０ トーグ安全工業 ガードマンロボット ＳＤＧ－Ｓ２１０ 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121040504 労働保安用品 安全標識 ガードマンロボット ＳＤＧ－Ｅ２１０　内光型 トーグ安全工業 ガードマンロボット ＳＤＧ－Ｅ２１０ 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121012210 労働保安用品 保安灯具：工事用 回転灯 Ｍ型　１００Ｖ 川口産業 回転灯 Ｍ型　１００Ｖ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121012220 労働保安用品 保安灯具：工事用 回転灯 ＲＧ型　１００Ｖ 川口産業 回転灯 ＲＧ型　１００Ｖ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121012610 労働保安用品 保安灯具：工事用 回転灯 ＰＴＳ１００Ｗ　ＡＣ１００Ｖ（赤・橙・黄・緑） トーグ安全工業 回転灯 ＰＴＳ１００Ｗ　ＡＣ１００Ｖ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121012235 労働保安用品 保安灯具：工事用 回転警告灯 ポイントフラッシャー　三脚付き 川口産業 回転警告灯 ポイントフラッシャー 組 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121011280 労働保安用品 保安灯具：工事用 回転警告灯 大型回転灯　ビックラブ　ＬＡＶ－０８ ダンレックス 回転警告灯 ビックラブ　ＬＡＶ－０８ 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121012620 労働保安用品 保安灯具：工事用 回転警告灯 ジャンボライト　ＫＪＬ－６３０Ａ トーグ安全工業 回転警告灯 ジャンボライトＫＪＬ－６３０Ａ 組 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121013216 労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 セイフティボール　ＳＢ－１０２　電池式 和泉オプトパーツ 工事灯 セイフティボール　ＳＢ－１０２ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品
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労働保安用品―ブランド品― 1121013208 労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 セイフティボール　ＳＢ－６００　直結式 和泉オプトパーツ 工事灯 セイフティボール　ＳＢ－６００ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121013212
労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 セイフティボール　ＳＢ－Ｔ９０２　太陽電池式　同時点滅 和泉オプトパー
ツ

工事灯 セイフティボールＳＢ－Ｔ９０２ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121013214
労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 セイフティボール　ＳＢ－Ｔ９０７　太陽電池式　交互点滅 和泉オプトパー
ツ

工事灯 セイフティボールＳＢ－Ｔ９０７ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121010210 労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 電池式　高１．０ｍ　Ｇ－１，Ｇ－２ 川口産業 工事灯 Ｈ１ｍ　Ｇ－１・Ｇ－２ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121010220 労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 電源式　高１．０ｍ　Ｇ－３　ＡＣ１００Ｖ 川口産業 工事灯 Ｈ１ｍ　Ｇ－３　ＡＣ１００Ｖ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121011050 労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 セフティチューブ（コントローラー内蔵型） セフテック 工事灯 セフティチューブ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121011290 労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 工事灯　ソーラーキング２１　ＳＫ－２１ ダンレックス 工事灯 ソーラーキング２１ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121011300 労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 工事灯　アイ２１　Ｈ３－１２０ ダンレックス 工事灯 アイ２１ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121011310 労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 工事灯　チューブライト　ＬピコⅤ　ＴＩＬ－４０ ダンレックス 工事灯 チューブライト 本 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121011320 労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 矢印灯　マルチアロー　ＬＤＹ－２６ ダンレックス 工事灯 矢印灯　マルチアロー 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121012630 労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 マーカーライト　ＫＷＰ－ＥＩＹＡ　電池式 トーグ安全工業 工事灯 マーカーライト 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121011410 労働保安用品 保安灯具：工事用 工事灯 電池式　高１．０ｍ 日本点灯社 工事灯 Ｈ１ｍ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121012450 労働保安用品 保安灯具：工事用 投光器 ３００Ｗ　５ｍコード付き 川口産業 投光器 ３００Ｗ　５ｍコード付 式 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121012460 労働保安用品 保安灯具：工事用 投光器 ３００Ｗ　１０ｍコード付き 川口産業 投光器 ３００Ｗ　１０ｍコード付 式 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121011080 労働保安用品 保安灯具：工事用 投光器 ３００Ｗ　５ｍコード・バイス付き セフテック 投光器 ３００Ｗ　５ｍコード・バイス付 式 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121012402 労働保安用品 保安灯具：工事用 工事用信号機 ＡＣ１００Ｖ　赤・青２灯式 川口産業 工事用信号機 ＡＣ１００Ｖ　赤青２灯式 組 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121012602 労働保安用品 保安灯具：工事用 工事用信号機 ＫＳＤ－２ＢＢ２　赤・青２灯式 トーグ安全工業 工事用信号機 ＫＳＤ－２ＢＢ２　赤青２灯式 組 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121012604 労働保安用品 保安灯具：工事用 工事用信号機 ＫＳＤ－３ＡＡ２　赤・青・黄３灯式 トーグ安全工業 工事用信号機 ＫＳＤ－３ＡＡ２　赤青黄３灯式 組 234 ○ ○ 1121 保安用品

425 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

労働保安用品―ブランド品― 1121070510 労働保安用品 工事用防護材 バリケード Ａ型　長１．２×高０．８ｍ 川口産業 バリケード Ａ型　川口産業 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121070520 労働保安用品 工事用防護材 バリケード Ｋ型　長１．２×高０．８ｍ 川口産業 バリケード Ｋ型 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121072030 労働保安用品 工事用防護材 バリケード Ａ型　長１．２×高０．８ｍ セフテック バリケード Ａ型　セフテック 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121072520 労働保安用品 工事用防護材 バリケード Ｂ－５Ａ型　長１．２×高０．８ｍ 仙台銘板 バリケード Ｂ－５Ａ型 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121071540 労働保安用品 工事用防護材 バリケード ＡＢ－１Ｃ　長１．２×高０．８ｍ トーグ安全工業 バリケード ＡＢ－１Ｃ 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121071545 労働保安用品 工事用防護材 バリケード ＡＢ－１Ｃ　長１．２×高０．８ｍ　３４－６板付き トーグ安全工業 バリケード ＡＢ－１Ｃ　３４－６板付 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121071550 労働保安用品 工事用防護材 バリケード ＢＢ－Ｉ　長１．２×高０．８ｍ トーグ安全工業 バリケード ＢＢ－１ 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121070502 労働保安用品 工事用防護材 ガードフェンス １．８×１．８ｍ　パイプ式 川口産業 ガードフェンス １．８×１．８　パイプ式 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121070504 労働保安用品 工事用防護材 ガードフェンス パネルバリケード　０．９×１．４５ｍ 川口産業 ガードフェンス パネルバリケード 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121070506 労働保安用品 工事用防護材 ガードフェンス グラフィックフェンス・チェリー 川口産業 ガードフェンス グラフィックフェンス・チェリー 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121070508 労働保安用品 工事用防護材 ガードフェンス ワインスコット・フリージア 川口産業 ガードフェンス ワインスコット・フリージア 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121072002 労働保安用品 工事用防護材 ガードフェンス １．８×１．８ｍ　１８００型 セフテック ガードフェンス １．８×１．８　１８００型 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121072004 労働保安用品 工事用防護材 ガードフェンス ミニガードフェンス　１．８×１．２ｍ セフテック ガードフェンス ミニガードフェンス 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121075002 労働保安用品 工事用防護材 ガードフェンス ディックＳＰフェンス　１．５×１．２ｍ ＤＩＣプラスチック ガードフェンス ディックＳＰフェンス 基 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121070512 労働保安用品 工事用防護材 マンホール衝立 ０．８×０．８ｍ　４面 川口産業 マンホール衝立 ０．８×０．８ 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121071502 労働保安用品 工事用防護材 マンホール衝立 １．０×０．８ｍ　４面　ＧＫＷ－Ａ４ トーグ安全工業 マンホール衝立 １×０．８　ＧＫＷ－Ａ４ 台 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121070514 労働保安用品 工事用防護材 トラ土のう ４００×６２０ｍｍ 川口産業 トラ土のう ４００×６２０ 枚 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121070516 労働保安用品 工事用防護材 ラバーコーン ７０ｃｍ　並（黄・黒） 川口産業 ラバーコーン Ｈ７０ｃｍ　並（黄・黒） 個 234 ○ ○ 1121 保安用品
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労働保安用品―ブランド品― 1121070518 労働保安用品 工事用防護材 ラバーコーン ７０ｃｍ　反射（黄・黒） 川口産業 ラバーコーン Ｈ７０ｃｍ　反射（黄・黒） 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121070522 労働保安用品 工事用防護材 ラバーコーン ４５ｃｍ　並（黄・黒） 川口産業 ラバーコーン Ｈ４５ｃｍ　並（黄・黒） 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121070524 労働保安用品 工事用防護材 ラバーコーン ４５ｃｍ　反射（黄・黒） 川口産業 ラバーコーン Ｈ４５ｃｍ　反射（黄・黒） 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121075510
労働保安用品 工事用防護材 ラバーコーン ７０ｃｍ　反射（赤・白）　ネーム無し 西日本高速道路エンジニアリング
中国

ラバーコーン Ｈ７０ｃｍ　反射（赤・白） 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121070526 労働保安用品 工事用防護材 カラーコーン ７０ｃｍ 川口産業 カラーコーン Ｈ７０ｃｍ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121070528 労働保安用品 工事用防護材 カラーコーン ９０ｃｍ 川口産業 カラーコーン Ｈ９０ｃｍ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121070532 労働保安用品 工事用防護材 カラーコーン １８０ｃｍ　内部照明付き 川口産業 カラーコーン Ｈ１８０ｃｍ　内部照明付 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121070534 労働保安用品 工事用防護材 カラーコーン ７０ｃｍ　３段反射 川口産業 カラーコーン Ｈ７０ｃｍ　３段反射 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121070536 労働保安用品 工事用防護材 カラーコーン ９０ｃｍ　反射付き 川口産業 カラーコーン Ｈ９０ｃｍ　反射付 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121071504 労働保安用品 工事用防護材 カラーコーン ７０ｃｍ　内部照明付き　ＧＳＵ－Ｎ７０ トーグ安全工業 カラーコーン Ｈ７０ｃｍ　ＧＳＵ－Ｎ７０ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121071506 労働保安用品 工事用防護材 カラーコーン ９１ｃｍ　内部照明付き　ＧＳＵ－９１ トーグ安全工業 カラーコーン Ｈ９１ｃｍ　ＧＳＵ－９１ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121251502 労働保安用品 保安器具 貼紙防止用シート 接着剤別売　無地（幅９００ｍｍ・１，２００ｍｍ） ニッソク 貼紙防止用シート 接着剤別売無地９００・１２００ ｍ２ 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121250504 労働保安用品 保安器具 キャップタイヤプロテクター φ２０　１０ｍ セフティークリエイト・キタイチ キャップタイヤプロテクター 径２０　１０ｍ 本 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121252502 労働保安用品 保安器具 ＣＧパンドラーボックス 大型（Ｌ型） 東商セントラル ＣＧパンドラーボックス 大型（Ｌ型） 基 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121252504 労働保安用品 保安器具 ＣＧパンドラーボックス 小型（Ｓ型） 東商セントラル ＣＧパンドラーボックス 小型（Ｓ型） 基 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121252506 労働保安用品 保安器具 ＣＧパンドラーボックス ポストⅠ型 東商セントラル ＣＧパンドラーボックス ポスト１型 基 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121260512 労働保安用品 労働安全保安用品 保護帽 ＳＴ＃１０９－ＪＰＺ（ＥＰＡ）　前ひさし型　飛来・墜落 谷沢製作所 保護帽 ＳＴ＃１０９－ＪＰＺ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121260514 労働保安用品 労働安全保安用品 保護帽 ＳＴ＃１６９－ＪＺ（ＥＰＡ）　前ひさし型　飛来・墜落・耐電 谷沢製作所 保護帽 ＳＴ＃１６９－ＪＺ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品
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労働保安用品―ブランド品― 1121260506 労働保安用品 労働安全保安用品 保護帽 ＳＴ＃１８１－ＦＺ（ＥＰＡ）　前ひさし型　飛来・墜落・耐電 谷沢製作所 保護帽 ＳＴ＃１８１－ＦＺ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121260516 労働保安用品 労働安全保安用品 保護帽 ＳＴ＃１０８－ＪＰＺ（ＥＰＡ）　ＭＰ型　飛来・墜落 谷沢製作所 保護帽 ＳＴ＃１０８－ＪＰＺ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121260518 労働保安用品 労働安全保安用品 保護帽 ＳＴ＃１４７－ＪＺ（ＥＰＡ）　ＭＰ型　飛来・墜落・耐電 谷沢製作所 保護帽 ＳＴ＃１４７－ＪＺ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121263002 労働保安用品 労働安全保安用品 保護帽 ＳＹＡ－Ｘ　アメリカンタイプ　飛来・墜落・耐電 ＤＩＣプラスチック 保護帽 ＳＹＡ－Ｘ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121261002 労働保安用品 労働安全保安用品 保護帽 ＦＫＳ－ＢＡ　ＭＰ型　飛来・墜落 トーグ安全工業 保護帽 ＦＫＳ－ＢＡ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121261004 労働保安用品 労働安全保安用品 保護帽 ＦＫＳ－ＢＣＩ　野球帽型　飛来・墜落 トーグ安全工業 保護帽 ＦＫＳ－ＢＣＩ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121260530
労働保安用品 労働安全保安用品 墜落制止用器具（安全帯） 胴ベルト型　１本吊り用　ＳＴ＃５６５Ⅱ－Ｓ－５０ＡⅡ
フック１個含む 谷沢製作所

墜落制止用器具　胴ベルト型 ＳＴ＃５６５２－Ｓ－５０Ａ２ 組 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121263502
労働保安用品 労働安全保安用品 墜落制止用器具（安全帯） 胴ベルト型　１本吊り用　ＴＢ－ＲＮ－５９０－Ｍ　フッ
ク１個含む 藤井電工

墜落制止用器具　胴ベルト型 ＴＢ－ＲＮ－５９０－Ｍ 組 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121260532
労働保安用品 労働安全保安用品 墜落制止用器具（安全帯） フルハーネス型　ＳＴ＃５７１Ａ－ＳＫ　帯ロープ式ラン
ヤード１本・フック１個含む 谷沢製作所

墜落制止用器具　フルハーネス型 ＳＴ＃５７１Ａ－ＳＫ 組 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121263504
労働保安用品 労働安全保安用品 墜落制止用器具（安全帯） フルハーネス型　ＴＨ－５１０－ＮＶ９３ＳＶ－ＯＴ－Ｍ
伸縮式ランヤード１本・フック１個含む 藤井電工

墜落制止用器具　フルハーネス型 ＴＨ－５１０ＮＶ９３ＳＶＯＴＭ 組 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121264002
労働保安用品 労働安全保安用品 ファン付きウェア 空調服　ＫＵ９０５５０　綿薄手ワーク　スターターキット（ファ
ン等）付き 空調服

ファン付きウェア　空調服 ＫＵ９０５５０ 組 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121264004
労働保安用品 労働安全保安用品 ファン付きウェア 空調服　ＫＵ９２１００　綿・ポリ混紡フルハーネス仕様　スター
ターキット（ファン等）付き 空調服

ファン付きウェア　空調服 ＫＵ９２１００ 組 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121264006
労働保安用品 労働安全保安用品 ファン付きウェア 空調服　ＫＵ９１８３０　ポリエステル製ベスト　スターターキッ
ト（ファン等）付き 空調服

ファン付きウェア　空調服 ＫＵ９１８３０ 組 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121261502 労働保安用品 労働安全保安用品 安全作業衣（チョッキ） 反射付　（紺・黄） 川口産業 安全作業衣（チョッキ） 反射付　紺・黄 枚 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121261504 労働保安用品 労働安全保安用品 安全作業衣（チョッキ） 蛍光チョッキ 川口産業 安全作業衣（チョッキ） 蛍光チョッキ 枚 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121261506
労働保安用品 労働安全保安用品 安全作業衣（チョッキ） ハイウェイ型　Ⅰ型～Ⅳ型　反射材プリズムシート 川口産
業

安全作業衣（チョッキ） ハイウェイ型 枚 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121262002
労働保安用品 労働安全保安用品 安全作業衣（チョッキ） ５０型ベスト　黄メッシュ・ライムイエロー反射 セフテッ
ク

安全作業衣（チョッキ） ５０型ベスト 枚 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121262004
労働保安用品 労働安全保安用品 安全作業衣（チョッキ） ポリス型ベスト　黄メッシュ・ライムイエロー反射 セフ
テック

安全作業衣（チョッキ） ポリス型ベスト 枚 234 ○ ○ 1121 保安用品
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労働保安用品―ブランド品― 1121261006 労働保安用品 労働安全保安用品 安全作業衣（チョッキ） ＦＳＤ－９０　反射　（紺・黄・橙） トーグ安全工業 安全作業衣（チョッキ） ＦＳＤ－９０ 枚 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121261008
労働保安用品 労働安全保安用品 安全作業衣（チョッキ） ＦＳＤ－６０　ハイウェイ型　メッシュ　（紺・黄） トー
グ安全工業

安全作業衣（チョッキ） ＦＳＤ－６０ 枚 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121261508 労働保安用品 労働安全保安用品 安全コート 黄色 川口産業 安全コート 黄色 着 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121261510 労働保安用品 労働安全保安用品 夜光コート 反射タイプ 川口産業 夜光コート 反射タイプ 着 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121261512 労働保安用品 労働安全保安用品 腕章 工場現場用 川口産業 腕章 工場現場用 枚 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121261514 労働保安用品 労働安全保安用品 腕章 交通安全用 川口産業 腕章 交通安全用 枚 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121261516 労働保安用品 労働安全保安用品 防塵めがね 工事現場用 川口産業 防塵めがね 工事現場用 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121261518 労働保安用品 労働安全保安用品 防塵マスク 工事現場用 川口産業 防塵マスク 工事現場用 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121261520 労働保安用品 労働安全保安用品 手旗 赤・白・緑 川口産業 手旗 赤・白・緑 本 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121261522 労働保安用品 労働安全保安用品 合図灯 フラッシュ合図灯Ⅰ型 川口産業 合図灯 フラッシュ合図灯１型 本 234 ○ ○ 1121 保安用品

労働保安用品―ブランド品― 1121250002 労働保安用品 音声ガイドシステム メットフォンⅢスリム ＭＰ３ＲＸ－ｓｌｉｍ ＪＲ東日本コンサルタンツ メットフォン３スリム ＭＰ３ＲＸ－ｓｌｉｍ 個 234 ○ ○ 1121 保安用品

標準型ガードレール 1111021140 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ 塗装 ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021142 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ 塗装 ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021144 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ 塗装 ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021146 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ 塗装 ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021105 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装 ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021110 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ 塗装 ガードレール　路側・土中用 旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021115 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装 ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール 1111021120 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ 塗装 ガードレール　路側・土中用 旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021125 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装 ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021130 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ 塗装 ガードレール　路側・土中用 旧Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022140 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022142 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022144 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022146 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022148 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022150 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022152 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022154 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022105 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022110 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025120 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025105 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025115 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025110 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022115 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール 1111022120 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025155 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025125 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025130 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025145 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025150 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025135 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025140 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022125 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022130 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃ－２ＢＳ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｃ－２ＢＳ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025190 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｂ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－２　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025160 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－３ 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｐ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－３　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025165 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＬ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＬ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025180 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－４ 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｈ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－４　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025185 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２ＨＬ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＨＬ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025170 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－５ 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－５　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025175 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨＬ 塗装 ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨＬ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021240 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ めっき ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール 1111021242 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ めっき ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021244 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ めっき ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021246 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ めっき ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021205 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ａ－４Ｅ めっき ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021210 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ めっき ガードレール　路側・土中用 旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021215 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ めっき ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021220 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ めっき ガードレール　路側・土中用 旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022240 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022242 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022244 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022246 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＡ１．５Ｂ－２めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022248 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022250 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022252 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022254 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022205 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022210 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025220 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール 1111025205 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025215 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025210 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022215 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022220 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025255 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025225 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025230 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025245 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025250 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025235 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025240 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ めっき ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026122 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ 塗装 ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026124 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ 塗装 ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026126 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ 塗装 ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026128 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ 塗装 ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026105 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 塗装 ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026110 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭） 塗装 ガードレール　分離帯・土中用 旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール 1111026115 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ 塗装 ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026120 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭） 塗装 ガードレール　分離帯・土中用 旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026130 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ 塗装 ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026140 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ（狭） 塗装 ガードレール　分離帯・土中用 旧Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ（狭）　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027122 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027124 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２ 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027126 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027128 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２ 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027130 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027132 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２ 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027134 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027136 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２ 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027105 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027110 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭） 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭）　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027138 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２ 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027146 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２（狭） 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２狭　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027115 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027120 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭） 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭）　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール 1111027140 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２ 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027148 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２（狭） 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２狭　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027142 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027150 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ（狭） 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ（狭）　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027144 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２ 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027152 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２（狭） 塗装 ガードレール　分離帯・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２狭　塗装 ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026222 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ めっき ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026224 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ めっき ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026226 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ めっき ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026228 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ めっき ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026205 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ めっき ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026210 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭） めっき ガードレール　分離帯・土中用 旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026215 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ めっき ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026220 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭） めっき ガードレール　分離帯・土中用 旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027222 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ めっき ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027224 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２ めっき ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027226 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ めっき ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027228 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２ めっき ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

435 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

標準型ガードレール 1111027230 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ めっき ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027232 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２ めっき ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027234 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ めっき ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027236 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２ めっき ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027205 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ めっき ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027210 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭） めっき ガードレール　分離帯・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭）めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027238 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２ めっき ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027246 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２（狭） めっき ガードレール　分離帯・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２狭めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027215 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ めっき ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027220 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭） めっき ガードレール　分離帯・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭）めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027240 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２ めっき ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２　めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027248 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２（狭） めっき ガードレール　分離帯・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２狭めっき ｍ 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111910202 標準型ガードレール ガードレールエキストラ 標準支柱より長い支柱　径１３９．８ｍｍ　１２０ｍｍ増毎　加算額 ガードレール　加算額 径１３９．８ｍｍ 本 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111910204 標準型ガードレール ガードレールエキストラ 標準支柱より長い支柱　径１１４．３ｍｍ　１２０ｍｍ増毎　加算額 ガードレール　加算額 径１１４．３ｍｍ 本 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111910206 標準型ガードレール ガードレールエキストラ 支柱曲げ加工　径１３９．８ｍｍ　加算額 ガードレール　加算額 支柱曲げ加工　径１３９．８ｍｍ 本 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111910208 標準型ガードレール ガードレールエキストラ 支柱曲げ加工　径１１４．３ｍｍ　加算額 ガードレール　加算額 支柱曲げ加工　径１１４．３ｍｍ 本 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111910216 標準型ガードレール ガードレールエキストラ ビーム曲げ加工　Ｔ４ｍｍ　３山　加算額 ガードレール　加算額 ビーム曲加工　Ｔ４ｍｍ　３山 枚 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111910210 標準型ガードレール ガードレールエキストラ ビーム曲げ加工　Ｔ４ｍｍ　２山　加算額 ガードレール　加算額 ビーム曲加工　Ｔ４ｍｍ　２山 枚 235 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール 1111910212 標準型ガードレール ガードレールエキストラ ビーム曲げ加工　Ｔ３．２ｍｍ　２山　加算額 ガードレール　加算額 ビーム曲加工Ｔ３．２ｍｍ　２山 枚 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111910214 標準型ガードレール ガードレールエキストラ ビーム曲げ加工　Ｔ２．３ｍｍ　２山　加算額 ガードレール　加算額 ビーム曲加工Ｔ２．３ｍｍ　２山 枚 235 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030200 標準型ガードレール部材 路側用直ビーム Ｓ種（３山） 板厚４．０×幅５００×長４，３２０ｍｍ 塗装 ガードレール路側用直ビームＳ種 ４×５００×４３２０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030201 標準型ガードレール部材 路側用直ビーム Ｓ種（３山） 板厚４．０×幅５００×長３，３２０ｍｍ 塗装 ガードレール路側用直ビームＳ種 ４×５００×３３２０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030202 標準型ガードレール部材 路側用直ビーム Ｓ種（３山） 板厚４．０×幅５００×長２，３２０ｍｍ 塗装 ガードレール路側用直ビームＳ種 ４×５００×２３２０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030205 標準型ガードレール部材 直ビーム Ａ種（２山） 板厚４．０×幅３５０×長４，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ａ種 ４×３５０×４３３０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030206 標準型ガードレール部材 直ビーム Ａ種（２山） 板厚４．０×幅３５０×長３，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ａ種 ４×３５０×３３３０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030210 標準型ガードレール部材 直ビーム Ａ種（２山） 板厚４．０×幅３５０×長２，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ａ種 ４×３５０×２３３０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030215 標準型ガードレール部材 直ビーム Ａ種（２山） 板厚４．０×幅３５０×長２，３６０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ａ種 ４×３５０×２３６０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030220 標準型ガードレール部材 直ビーム Ｂ種（２山） 板厚３．２×幅３５０×長４，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ｂ種 ３．２×３５０×４３３０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030221 標準型ガードレール部材 直ビーム Ｂ種（２山） 板厚３．２×幅３５０×長３，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ｂ種 ３．２×３５０×３３３０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030225 標準型ガードレール部材 直ビーム Ｂ種（２山） 板厚３．２×幅３５０×長２，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ｂ種 ３．２×３５０×２３３０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030230 標準型ガードレール部材 直ビーム Ｂ種（２山） 板厚３．２×幅３５０×長２，３６０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ｂ種 ３．２×３５０×２３６０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030235 標準型ガードレール部材 直ビーム Ｃ種（２山） 板厚２．３×幅３５０×長４，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ｃ種 ２．３×３５０×４３３０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030236 標準型ガードレール部材 直ビーム Ｃ種（２山） 板厚２．３×幅３５０×長３，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ｃ種 ２．３×３５０×３３３０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030240 標準型ガードレール部材 直ビーム Ｃ種（２山） 板厚２．３×幅３５０×長２，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ｃ種 ２．３×３５０×２３３０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030245 標準型ガードレール部材 直ビーム Ｃ種（２山） 板厚２．３×幅３５０×長２，３６０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ｃ種 ２．３×３５０×２３６０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033805 標準型ガードレール部材 路側用上段ビーム ＳＳ 外径φ８９．１×肉厚５．５×長３，９９４ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用上段ビーム ＳＳ　径８９．１×５．５　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール部材 1111033810 標準型ガードレール部材 路側用上段ビーム ＳＡ 外径φ８９．１×肉厚５．５×長２，９９４ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用上段ビーム ＳＡ　径８９．１×５．５　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030600 標準型ガードレール部材 路側用袖ビーム Ｓ種 板厚３．２×幅５０７×長６６０ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用袖ビームＳ ３．２×５０７×６６０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030605 標準型ガードレール部材 路側用袖ビーム Ａ種 板厚３．２×幅３５６×長６６０ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用袖ビームＡ ３．２×３５６×６６０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030610 標準型ガードレール部材 路側用袖ビーム Ｂ・Ｃ種 板厚２．３×幅３５６×長６６０ｍｍ 塗装 ガードレール路側用袖ビームＢＣ ２．３×３５６×６６０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030615 標準型ガードレール部材 路側用袖ビーム Ｂ種 板厚３．２×幅３５６×長６６０ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用袖ビームＢ ３．２×３５６×６６０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030640 標準型ガードレール部材 路側用上段袖ビーム ＳＳ・ＳＡ 外径φ８９．１×肉厚５．５×長４９７ｍｍ 塗装 ガードレール路側用上段袖ビーム ＳＳ・ＳＡ　径８９．１　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030618 標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＳｍ 板厚３．２×幅５９０×長１，１６０ｍｍ 塗装 ガードレール　袖ビーム　ＳＳｍ ３．２×５９０×１１６０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030619 標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＡｍ・ＳＢｍ 板厚４．０×幅３９７×長１，１６０ｍｍ 塗装 ガードレール袖ビームＳＡ・Ｂｍ ４×３９７×１１６０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030620 標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＣｍ・Ａｍ 板厚３．２×幅３９７×長９１０ｍｍ 塗装 ガードレール袖ビームＳＣｍＡｍ ３．２×３９７×９１０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030630 標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム Ｂｍ 板厚３．２×幅３８２×長９１０ｍｍ 塗装 ガードレール　袖ビーム　Ｂｍ ３．２×３８２×９１０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030631 標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム Ｃｍ 板厚２．３×幅３８２×長６６０ｍｍ 塗装 ガードレール　袖ビーム　Ｃｍ ２．３×３８２×６６０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031007 標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＳ－２Ｅ・ＳＡ－３Ｅ 外径□１２５×肉厚６．０×長２，５０５ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用支柱 ＳＳ－２Ｅ　ＳＡ－３Ｅ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031008 標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＢ－２Ｅ 外径□１２５×肉厚６．０×長２，４９０ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用支柱 ＳＢ－２Ｅ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031009 標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＣ－４Ｅ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，５００ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用支柱 ＳＣ－４Ｅ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031010 標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－４Ｅ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，３５０ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用支柱 Ａ－４Ｅ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031015 標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－４Ｅ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，２００ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用支柱 Ｂ－４Ｅ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031020 標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｃ－４Ｅ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，１００ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用支柱 Ｃ－４Ｅ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031024
標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＳ－１Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，２５５ｍｍ 塗
装

ガードレール　路側用支柱 ＳＳ－１Ｂ　ＳＡ－１．５Ｂ塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール部材 1111031026
標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＳ－１Ｂ－２・ＳＡ－１．５Ｂ－２ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，１０５
ｍｍ 塗装

ガードレール　路側用支柱 ＳＳ１Ｂ２　ＳＡ１．５Ｂ２塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031027 標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＢ－１Ｂ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，２４０ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用支柱 ＳＢ－１Ｂ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031028 標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＢ－１Ｂ－２ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，０９０ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用支柱 ＳＢ－１Ｂ－２　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031029 標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＣ－２Ｂ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，２５０ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用支柱 ＳＣ－２Ｂ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031030
標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＣ－２Ｂ－２・Ａ－２Ｂ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１００ｍｍ
塗装

ガードレール　路側用支柱 ＳＣ－２Ｂ－２　Ａ－２Ｂ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031031 標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－２Ｂ－２ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長９５０ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用支柱 Ａ－２Ｂ－２　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031032 標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－２Ｂ－３ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長８９０ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用支柱 Ａ－２Ｂ－３　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031033 標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－２Ｂ－４ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１５０ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用支柱 Ａ－２Ｂ－４　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031034 標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－２Ｂ－５ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，０９０ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用支柱 Ａ－２Ｂ－５　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031035 標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ・Ｃ－２Ｂ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１００ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用支柱 Ｂ－２Ｂ　Ｃ－２Ｂ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031040
標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－２・Ｃ－２Ｂ－２ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長９５０ｍｍ 塗
装

ガードレール　路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－２　Ｃ－２Ｂ－２塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031045
標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－３・Ｃ－２Ｂ－３ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長８９０ｍｍ 塗
装

ガードレール　路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－３　Ｃ－２Ｂ－３塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031046
標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－３Ｌ・Ｃ－２Ｂ－３Ｌ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長８９０ｍｍ
塗装

ガードレール　路側用支柱 Ｂ・Ｃ－２Ｂ－３Ｌ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031050
標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－４・Ｃ－２Ｂ－４ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１５０ｍｍ
塗装

ガードレール　路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－４　Ｃ－２Ｂ－４塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031051
標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－４Ｌ・Ｃ－２Ｂ－４Ｌ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１５０
ｍｍ 塗装

ガードレール　路側用支柱 Ｂ・Ｃ－２Ｂ－４Ｌ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031055
標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－５・Ｃ－２Ｂ－５ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，０９０ｍｍ
塗装

ガードレール　路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－５　Ｃ－２Ｂ－５塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031056
標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－５Ｌ・Ｃ－２Ｂ－５Ｌ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，０９０
ｍｍ 塗装

ガードレール　路側用支柱 Ｂ・Ｃ－２Ｂ－５Ｌ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031058 標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＳｍ－２Ｅ 外径□１２５×肉厚６．０×長２，４９０ｍｍ 塗装 ガードレール　分離帯用支柱 ＳＳｍ－２Ｅ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

439 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

標準型ガードレール部材 1111031059 標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＡｍ－２Ｅ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，４００ｍｍ 塗装 ガードレール　分離帯用支柱 ＳＡｍ－２Ｅ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031060
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－２Ｅ・ＳＣｍ－２Ｅ・Ａｍ－４Ｅ・Ｂｍ－４Ｅ・Ｃｍ－４Ｅ 外径φ１
１４．３×肉厚４．５×長２，２５０ｍｍ 塗装

ガードレール　分離帯用支柱 ＳＢｍ－２Ｅ・Ａｍ－４Ｅ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031061 標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＳｍ－１Ｂ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，２４０ｍｍ 塗装 ガードレール　分離帯用支柱 ＳＳｍ－１Ｂ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031062 標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＳｍ－１Ｂ－２ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，０９０ｍｍ 塗装 ガードレール　分離帯用支柱 ＳＳｍ－１Ｂ－２　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031063 標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＡｍ－１Ｂ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１５０ｍｍ 塗装 ガードレール　分離帯用支柱 ＳＡｍ－１Ｂ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031064 標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＡｍ－１Ｂ－２ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，０００ｍｍ 塗装 ガードレール　分離帯用支柱 ＳＡｍ－１Ｂ－２　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031070
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ・ＳＣｍ－１Ｂ・Ａｍ－２Ｂ・Ｂｍ－２Ｂ・Ｃｍ－２Ｂ 外径φ１
１４．３×肉厚４．５×長１，１５０ｍｍ 塗装

ガードレール　分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ・Ａｍ－２Ｂ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031071
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ－２・ＳＣｍ－１Ｂ－２・Ａｍ－２Ｂ－２・Ｂｍ－２Ｂ－２・Ｃ
ｍ－２Ｂ－２ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，０００ｍｍ 塗装

ガードレール　分離帯用支柱 ＳＢＣｍ－２・Ａ～Ｃｍ－２塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031405 標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ａ－４Ｅ－Ｓ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，３５０ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用曲支柱 Ａ－４Ｅ－Ｓ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031410 標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ｂ－４Ｅ－Ｓ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，２００ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用曲支柱 Ｂ－４Ｅ－Ｓ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031415 標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ｃ－４Ｅ－Ｓ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，１００ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用曲支柱 Ｃ－４Ｅ－Ｓ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031420 標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ａ－２Ｂ－Ｓ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１００ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用曲支柱 Ａ－２Ｂ－Ｓ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031425
標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ｂ－２Ｂ－Ｓ・Ｃ－２Ｂ－Ｓ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１００ｍ
ｍ 塗装

ガードレール　路側用曲支柱 Ｂ－２Ｂ－Ｓ　Ｃ－２Ｂ－Ｓ塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033815 標準型ガードレール部材 路側用上段支柱 ＳＳ 外径φ１０１．６×肉厚４．２×長３１８ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用上段支柱 ＳＳ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033820 標準型ガードレール部材 路側用上段支柱 ＳＡ 外径φ１０１．６×肉厚４．２×長２１８ｍｍ 塗装 ガードレール　路側用上段支柱 ＳＡ　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031803 標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＳｍ 板厚４．５×幅３１５×２９０×長９７４ｍｍ 塗装 ガードレール　間隔材 ＳＳｍ　４．５×３１５　塗装 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031804 標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＡｍ・ＳＢｍ 板厚５．０×幅２００×５０×長９８０ｍｍ 塗装 ガードレール　間隔材 ＳＡｍ・ＳＢｍ　５×２００塗装 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031805 標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＣｍ・Ａｍ 板厚４．５×幅２００×５０×長７３０ｍｍ 塗装 ガードレール　間隔材 ＳＣｍ・Ａｍ４．５×２００塗装 個 236 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール部材 1111031815 標準型ガードレール部材 間隔材 Ｂｍ 板厚４．５×幅１６０×５０×長７２０ｍｍ 塗装 ガードレール　間隔材 Ｂｍ　４．５×１６０　塗装 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031816 標準型ガードレール部材 間隔材 Ｃｍ 板厚４．５×幅１６０×５０×長４７０ｍｍ 塗装 ガードレール　間隔材 Ｃｍ　４．５×１６０　塗装 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031817 標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＡｍ・ＳＢｍ（中間部用） 板厚４．５×幅２００×１００×長９８０ｍｍ 塗装 ガードレール　間隔材 ＳＡ・ＳＢｍ４．５×２００塗装 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032205 標準型ガードレール部材 笠木 ２ｍ用 板厚３．２×幅１５０×５０×長２，０００ｍｍ 塗装 ガードレール　笠木 ２ｍ用　Ｌ２０００　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032210 標準型ガードレール部材 笠木 ４ｍ用 板厚３．２×幅１５０×５０×長４，０００ｍｍ 塗装 ガードレール　笠木 ４ｍ用　Ｌ４０００　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032215 標準型ガードレール部材 笠木 袖笠木 板厚３．２×幅１５０×５０×長１５０ｍｍ 塗装 ガードレール　笠木 袖笠木　Ｌ１５０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032220 標準型ガードレール部材 笠木 伸縮用 板厚３．２×幅１５０×５０×長２，９７０ｍｍ 塗装 ガードレール　笠木 伸縮用　Ｌ２９７０　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032225 標準型ガードレール部材 笠木 伸縮継手 板厚３．２×幅１４２×４０×長３００ｍｍ 塗装 ガードレール　笠木 伸縮継手　Ｌ３００　塗装 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032610 標準型ガードレール部材 ブラケット ＳＳ 板厚４．５×幅４６２×長２９０ｍｍ 塗装 ガードレール　ブラケット ＳＳ　４．５×４６２　塗装 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032615 標準型ガードレール部材 ブラケット ＳＡ 板厚４．５×幅３６２×長２９０ｍｍ 塗装 ガードレール　ブラケット ＳＡ　４．５×３６２　塗装 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032620 標準型ガードレール部材 ブラケット ＳＢ 板厚４．５×幅３６２×長２９０ｍｍ 塗装 ガードレール　ブラケット ＳＢ　４．５×３６２　塗装 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032625 標準型ガードレール部材 ブラケット ＳＣ 板厚６．０×幅２７０×長３００ｍｍ 塗装 ガードレール　ブラケット ＳＣ　６×２７０　塗装 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032605 標準型ガードレール部材 ブラケット Ａ・Ｂ・Ｃ　４．５ｍｍ厚 幅７０×深３１×長３００ｍｍ 塗装 ガードレール　ブラケット Ａ・Ｂ・Ｃ　４．５ｍｍ厚　塗装 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111034205 標準型ガードレール部材 インナースリーブ ＳＳ・ＳＡ 板厚６．０×幅７３×長３９０ｍｍ 塗装 ガードレール　インナースリーブ ＳＳ・ＳＡ　塗装 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033035 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×１８０ｍｍ 塗装 ガードレール　ボルト・ナット Ｓ用　Ｍ２０×１８０　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033040 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×１７５ｍｍ 塗装 ガードレール　ボルト・ナット Ｓ用　Ｍ２０×１７５　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033045 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×１５０ｍｍ 塗装 ガードレール　ボルト・ナット Ｓ用　Ｍ２０×１５０　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033050 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×１２０ｍｍ 塗装 ガードレール　ボルト・ナット Ｓ用　Ｍ２０×１２０　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

441 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

標準型ガードレール部材 1111033055 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×４０ｍｍ 塗装 ガードレール　ボルト・ナット Ｓ用　Ｍ２０×４０　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033060 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット ＳＳｍ用 Ｍ２０×１７０ｍｍ 塗装 ガードレール　ボルト・ナット ＳＳｍ用　Ｍ２０×１７０　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033005 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ・Ａ用 Ｍ２０×１７０ｍｍ 塗装 ガードレール　ボルト・ナット Ｓ・Ａ用　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033010 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ａｍ・Ｂｍ・Ｂ・Ｃ用 Ｍ２０×１４５ｍｍ 塗装 ガードレール　ボルト・ナット Ａｍ・Ｂｍ・Ｂ・Ｃ用　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033025 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ用 Ｍ１６×３５ｍｍ 塗装 ガードレール　ボルト・ナット Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ用　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033405 標準型ガードレール部材 アンカーボルト ＰＬ取付用 Ｍ２２×１４０ｍｍ 塗装 ガードレール　アンカーボルト ＰＬ取付用　塗装 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030400 標準型ガードレール部材 路側用直ビーム Ｓ種（３山） 板厚４．０×幅５００×長４，３２０ｍｍ めっき ガードレール路側用直ビームＳ種 ４×５００×４３２０　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030401 標準型ガードレール部材 路側用直ビーム Ｓ種（３山） 板厚４．０×幅５００×長３，３２０ｍｍ めっき ガードレール路側用直ビームＳ種 ４×５００×３３２０　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030402 標準型ガードレール部材 路側用直ビーム Ｓ種（３山） 板厚４．０×幅５００×長２，３２０ｍｍ めっき ガードレール路側用直ビームＳ種 ４×５００×２３２０　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030405 標準型ガードレール部材 直ビーム Ａ種（２山） 板厚４．０×幅３５０×長４，３３０ｍｍ めっき ガードレール　直ビーム　Ａ種 ４×３５０×４３３０　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030406 標準型ガードレール部材 直ビーム Ａ種（２山） 板厚４．０×幅３５０×長３，３３０ｍｍ めっき ガードレール　直ビーム　Ａ種 ４×３５０×３３３０　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030410 標準型ガードレール部材 直ビーム Ａ種（２山） 板厚４．０×幅３５０×長２，３３０ｍｍ めっき ガードレール　直ビーム　Ａ種 ４×３５０×２３３０　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030415 標準型ガードレール部材 直ビーム Ａ種（２山） 板厚４．０×幅３５０×長２，３６０ｍｍ めっき ガードレール　直ビーム　Ａ種 ４×３５０×２３６０　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030420 標準型ガードレール部材 直ビーム Ｂ種（２山） 板厚３．２×幅３５０×長４，３３０ｍｍ めっき ガードレール　直ビーム　Ｂ種 ３．２×３５０×４３３０めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030421 標準型ガードレール部材 直ビーム Ｂ種（２山） 板厚３．２×幅３５０×長３，３３０ｍｍ めっき ガードレール　直ビーム　Ｂ種 ３．２×３５０×３３３０めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030425 標準型ガードレール部材 直ビーム Ｂ種（２山） 板厚３．２×幅３５０×長２，３３０ｍｍ めっき ガードレール　直ビーム　Ｂ種 ３．２×３５０×２３３０めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030430 標準型ガードレール部材 直ビーム Ｂ種（２山） 板厚３．２×幅３５０×長２，３６０ｍｍ めっき ガードレール　直ビーム　Ｂ種 ３．２×３５０×２３６０めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111034005 標準型ガードレール部材 路側用上段ビーム ＳＳ 外径φ８９．１×肉厚５．５×長３，９９４ｍｍ めっき ガードレール　路側用上段ビーム ＳＳ　径８９．１×５．５めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール部材 1111034010 標準型ガードレール部材 路側用上段ビーム ＳＡ 外径φ８９．１×肉厚５．５×長２，９９４ｍｍ めっき ガードレール　路側用上段ビーム ＳＡ　径８９．１×５．５めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030800 標準型ガードレール部材 路側用袖ビーム Ｓ種 板厚３．２×幅５０７×長６６０ｍｍ めっき ガードレール　路側用袖ビームＳ ３．２×５０７×６６０　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030805 標準型ガードレール部材 路側用袖ビーム Ａ種 板厚３．２×幅３５６×長６６０ｍｍ めっき ガードレール　路側用袖ビームＡ ３．２×３５６×６６０　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030815 標準型ガードレール部材 路側用袖ビーム Ｂ種 板厚３．２×幅３５６×長６６０ｍｍ めっき ガードレール　路側用袖ビームＢ ３．２×３５６×６６０　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030840 標準型ガードレール部材 路側用上段袖ビーム ＳＳ・ＳＡ 外径φ８９．１×肉厚５．５×長４９７ｍｍ めっき ガードレール路側用上段袖ビーム ＳＳ・ＳＡ　径８９．１　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030818 標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＳｍ 板厚３．２×幅５９０×長１，１６０ｍｍ めっき ガードレール　袖ビーム　ＳＳｍ ３．２×５９０×１１６０めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030819 標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＡｍ・ＳＢｍ 板厚４．０×幅３９７×長１，１６０ｍｍ めっき ガードレール袖ビームＳＡ・Ｂｍ ４×３９７×１１６０　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030820 標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＣｍ・Ａｍ 板厚３．２×幅３９７×長９１０ｍｍ めっき ガードレール袖ビームＳＣｍＡｍ ３．２×３９７×９１０　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030830 標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム Ｂｍ 板厚３．２×幅３８２×長９１０ｍｍ めっき ガードレール　袖ビーム　Ｂｍ ３．２×３８２×９１０　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031207 標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＳ－２Ｅ・ＳＡ－３Ｅ 外径□１２５×肉厚６．０×長２，５０５ｍｍ めっき ガードレール　路側用支柱 ＳＳ－２Ｅ　ＳＡ－３Ｅ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031208 標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＢ－２Ｅ 外径□１２５×肉厚６．０×長２，４９０ｍｍ めっき ガードレール　路側用支柱 ＳＢ－２Ｅ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031209 標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＣ－４Ｅ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，５００ｍｍ めっき ガードレール　路側用支柱 ＳＣ－４Ｅ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031210 標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－４Ｅ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，３５０ｍｍ めっき ガードレール　路側用支柱 Ａ－４Ｅ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031215 標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－４Ｅ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，２００ｍｍ めっき ガードレール　路側用支柱 Ｂ－４Ｅ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031224
標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＳ－１Ｂ・ＳＡ－１．５Ｂ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，２５５ｍｍ
めっき

ガードレール　路側用支柱 ＳＳ－１Ｂ　ＳＡ１．５Ｂめっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031226
標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＳ－１Ｂ－２・ＳＡ－１．５Ｂ－２ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，１０５
ｍｍ めっき

ガードレール　路側用支柱 ＳＳ１Ｂ２ＳＡ１．５Ｂ２めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031227 標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＢ－１Ｂ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，２４０ｍｍ めっき ガードレール　路側用支柱 ＳＢ－１Ｂ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031228 標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＢ－１Ｂ－２ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，０９０ｍｍ めっき ガードレール　路側用支柱 ＳＢ－１Ｂ－２　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール部材 1111031229 標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＣ－２Ｂ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，２５０ｍｍ めっき ガードレール　路側用支柱 ＳＣ－２Ｂ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031230
標準型ガードレール部材 路側用支柱 ＳＣ－２Ｂ－２・Ａ－２Ｂ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１００ｍｍ
めっき

ガードレール　路側用支柱 ＳＣ－２Ｂ－２　Ａ－２Ｂめっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031231 標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－２Ｂ－２ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長９５０ｍｍ めっき ガードレール　路側用支柱 Ａ－２Ｂ－２　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031232 標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－２Ｂ－３ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長８９０ｍｍ めっき ガードレール　路側用支柱 Ａ－２Ｂ－３　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031233 標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－２Ｂ－４ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１５０ｍｍ めっき ガードレール　路側用支柱 Ａ－２Ｂ－４　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031234 標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ａ－２Ｂ－５ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，０９０ｍｍ めっき ガードレール　路側用支柱 Ａ－２Ｂ－５　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031235 標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ・Ｃ－２Ｂ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１００ｍｍ めっき ガードレール　路側用支柱 Ｂ－２Ｂ　Ｃ－２Ｂ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031240
標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－２・Ｃ－２Ｂ－２ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長９５０ｍｍ
めっき

ガードレール　路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－２　Ｃ－２Ｂ２めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031245
標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－３・Ｃ－２Ｂ－３ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長８９０ｍｍ
めっき

ガードレール　路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－３　Ｃ－２Ｂ３めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031246
標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－３Ｌ・Ｃ－２Ｂ－３Ｌ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長８９０ｍｍ
めっき

ガードレール　路側用支柱 Ｂ・Ｃ－２Ｂ－３Ｌ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031250
標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－４・Ｃ－２Ｂ－４ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１５０ｍｍ
めっき

ガードレール　路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－４　Ｃ－２Ｂ４めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031251
標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－４Ｌ・Ｃ－２Ｂ－４Ｌ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１５０
ｍｍ めっき

ガードレール　路側用支柱 Ｂ・Ｃ－２Ｂ－４Ｌ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031255
標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－５・Ｃ－２Ｂ－５ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，０９０ｍｍ
めっき

ガードレール　路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－５　Ｃ－２Ｂ５めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031256
標準型ガードレール部材 路側用支柱 Ｂ－２Ｂ－５Ｌ・Ｃ－２Ｂ－５Ｌ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，０９０
ｍｍ めっき

ガードレール　路側用支柱 Ｂ・Ｃ－２Ｂ－５Ｌ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031258 標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＳｍ－２Ｅ 外径□１２５×肉厚６．０×長２，４９０ｍｍ めっき ガードレール　分離帯用支柱 ＳＳｍ－２Ｅ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031259 標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＡｍ－２Ｅ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，４００ｍｍ めっき ガードレール　分離帯用支柱 ＳＡｍ－２Ｅ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031260
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－２Ｅ・ＳＣｍ－２Ｅ・Ａｍ－４Ｅ・Ｂｍ－４Ｅ・Ｃｍ－４Ｅ 外径φ１
１４．３×肉厚４．５×長２，２５０ｍｍ めっき

ガードレール　分離帯用支柱 ＳＢｍ－２Ｅ・Ａｍ－４Ｅめっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031261 標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＳｍ－１Ｂ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，２４０ｍｍ めっき ガードレール　分離帯用支柱 ＳＳｍ－１Ｂ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール部材 1111031262 標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＳｍ－１Ｂ－２ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，０９０ｍｍ めっき ガードレール　分離帯用支柱 ＳＳｍ－１Ｂ－２　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031263 標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＡｍ－１Ｂ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１５０ｍｍ めっき ガードレール　分離帯用支柱 ＳＡｍ－１Ｂ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031264 標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＡｍ－１Ｂ－２ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，０００ｍｍ めっき ガードレール　分離帯用支柱 ＳＡｍ－１Ｂ－２　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031270
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ・ＳＣｍ－１Ｂ・Ａｍ－２Ｂ・Ｂｍ－２Ｂ・Ｃｍ－２Ｂ 外径φ１
１４．３×肉厚４．５×長１，１５０ｍｍ めっき

ガードレール　分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ・Ａｍ－２Ｂめっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031271
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ－２・ＳＣｍ－１Ｂ－２・Ａｍ－２Ｂ－２・Ｂｍ－２Ｂ－２・Ｃ
ｍ－２Ｂ－２ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，０００ｍｍ めっき

ガードレール　分離帯用支柱 ＳＢＣｍ－２・Ａ～Ｃｍ２めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031605 標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ａ－４Ｅ－Ｓ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，３５０ｍｍ めっき ガードレール　路側用曲支柱 Ａ－４Ｅ－Ｓ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031610 標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ｂ－４Ｅ－Ｓ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，２００ｍｍ めっき ガードレール　路側用曲支柱 Ｂ－４Ｅ－Ｓ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031620 標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ａ－２Ｂ－Ｓ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１００ｍｍ めっき ガードレール　路側用曲支柱 Ａ－２Ｂ－Ｓ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031625
標準型ガードレール部材 路側用曲支柱 Ｂ－２Ｂ－Ｓ・Ｃ－２Ｂ－Ｓ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１００ｍ
ｍ めっき

ガードレール　路側用曲支柱 Ｂ－２Ｂ－Ｓ　Ｃ－２ＢＳめっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111034015 標準型ガードレール部材 路側用上段支柱 ＳＳ 外径φ１０１．６×肉厚４．２×長３１８ｍｍ めっき ガードレール　路側用上段支柱 ＳＳ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111034020 標準型ガードレール部材 路側用上段支柱 ＳＡ 外径φ１０１．６×肉厚４．２×長２１８ｍｍ めっき ガードレール　路側用上段支柱 ＳＡ　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032003 標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＳｍ 板厚４．５×幅３１５×２９０×長９７４ｍｍ めっき ガードレール　間隔材 ＳＳｍ　４．５×３１５　めっき 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032004 標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＡｍ・ＳＢｍ 板厚５．０×幅２００×５０×長９８０ｍｍ めっき ガードレール　間隔材 ＳＡｍ・ＳＢｍ５×２００めっき 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032005 標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＣｍ・Ａｍ 板厚４．５×幅２００×５０×長７３０ｍｍ めっき ガードレール　間隔材 ＳＣｍＡｍ４．５×２００めっき 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032015 標準型ガードレール部材 間隔材 Ｂｍ 板厚４．５×幅１６０×５０×長７２０ｍｍ めっき ガードレール　間隔材 Ｂｍ　４．５×１６０　めっき 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032017 標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＡｍ・ＳＢｍ（中間部用） 板厚４．５×幅２００×１００×長９８０ｍｍ めっき ガードレール　間隔材 ＳＡ・ＳＢ４．５×２００めっき 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032405 標準型ガードレール部材 笠木 ２ｍ用 板厚３．２×幅１５０×５０×長２，０００ｍｍ めっき ガードレール　笠木 ２ｍ用　Ｌ２０００　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032410 標準型ガードレール部材 笠木 ４ｍ用 板厚３．２×幅１５０×５０×長４，０００ｍｍ めっき ガードレール　笠木 ４ｍ用　Ｌ４０００　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール部材 1111032415 標準型ガードレール部材 笠木 袖笠木 板厚３．２×幅１５０×５０×長１５０ｍｍ めっき ガードレール　笠木 袖笠木　Ｌ１５０　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032420 標準型ガードレール部材 笠木 伸縮用 板厚３．２×幅１５０×５０×長２，９７０ｍｍ めっき ガードレール　笠木 伸縮用　Ｌ２９７０　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032425 標準型ガードレール部材 笠木 伸縮継手 板厚３．２×幅１４２×４０×長３００ｍｍ めっき ガードレール　笠木 伸縮継手　Ｌ３００　めっき 枚 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032810 標準型ガードレール部材 ブラケット ＳＳ 板厚４．５×幅４６２×長２９０ｍｍ めっき ガードレール　ブラケット ＳＳ　４．５×４６２　めっき 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032815 標準型ガードレール部材 ブラケット ＳＡ 板厚４．５×幅３６２×長２９０ｍｍ めっき ガードレール　ブラケット ＳＡ　４．５×３６２　めっき 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032820 標準型ガードレール部材 ブラケット ＳＢ 板厚４．５×幅３６２×長２９０ｍｍ めっき ガードレール　ブラケット ＳＢ　４．５×３６２　めっき 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032825 標準型ガードレール部材 ブラケット ＳＣ 板厚６．０×幅２７０×長３００ｍｍ めっき ガードレール　ブラケット ＳＣ　６×２７０　めっき 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032805 標準型ガードレール部材 ブラケット Ａ・Ｂ・Ｃ　４．５ｍｍ厚 幅７０×深３１×長３００ｍｍ めっき ガードレール　ブラケット Ａ・Ｂ・Ｃ　４．５ｍｍ厚めっき 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111034405 標準型ガードレール部材 インナースリーブ ＳＳ・ＳＡ 板厚６．０×幅７３×長３９０ｍｍ めっき ガードレール　インナースリーブ ＳＳ・ＳＡ　めっき 個 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033235 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×１８０ｍｍ めっき ガードレール　ボルト・ナット Ｓ用　Ｍ２０×１８０　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033240 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×１７５ｍｍ めっき ガードレール　ボルト・ナット Ｓ用　Ｍ２０×１７５　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033245 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×１５０ｍｍ めっき ガードレール　ボルト・ナット Ｓ用　Ｍ２０×１５０　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033250 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×１２０ｍｍ めっき ガードレール　ボルト・ナット Ｓ用　Ｍ２０×１２０　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033255 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ用 Ｍ２０×４０ｍｍ めっき ガードレール　ボルト・ナット Ｓ用　Ｍ２０×４０　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033260 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット ＳＳｍ用 Ｍ２０×１７０ｍｍ めっき ガードレール　ボルト・ナット ＳＳｍ用　Ｍ２０×１７０めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033205 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ・Ａ用 Ｍ２０×１７０ｍｍ めっき ガードレール　ボルト・ナット Ｓ・Ａ用　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033210 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ａｍ・Ｂｍ・Ｂ・Ｃ用 Ｍ２０×１４５ｍｍ めっき ガードレール　ボルト・ナット Ａｍ・Ｂｍ・Ｂ・Ｃ用　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111033225 標準型ガードレール部材 ボルト・ナット Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ用 Ｍ１６×３５ｍｍ めっき ガードレール　ボルト・ナット Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ用　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール部材 1111033605 標準型ガードレール部材 アンカーボルト ＰＬ取付用 Ｍ２２×１４０ｍｍ めっき ガードレール　アンカーボルト ＰＬ取付用　めっき 本 236 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041104
標準型ガードケーブル 中間支柱 土中建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ａ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１３９．
８ｍｍ×２，６５０ｍｍ ５１．７ｋｇ 塗装

ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　中間支柱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041106
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ａ－６Ｅ ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ×
１，５００ｍｍ １２４．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　端末・埋込 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041108
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ａ－６Ｅ ５．０ｍｍ×１６５．２ｍ
ｍ×１，０２８ｍｍ ２２５．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　端末・アンカー 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041112
標準型ガードケーブル 中間支柱 土中建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１４．
３ｍｍ×２，３７０ｍｍ ３７．５ｋｇ 塗装

ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　中間支柱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041134
標準型ガードケーブル 中間支柱（着脱式） 土中建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 厚４．５ｍ
ｍ×外径１１４．３ｍｍ×長１，２７０ｍｍ外筒管厚４．５ｍｍ×外径１２７ｍｍ×長１，５００ｍｍ ４６．５ｋｇ
塗装

ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　中間・着脱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041114
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×
１，３２０ｍｍ ７２．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　端末・埋込 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041116
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１４．３ｍ
ｍ×９０２ｍｍ １５９．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　端末・アンカー 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041138
標準型ガードケーブル 端末支柱（デルタ型） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ
×１，５２０ｍｍ １０５．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　端末・デルタ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041142
標準型ガードケーブル 中間端末支柱（デルタ型） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 厚５．０ｍｍ×外径１６
５．２ｍｍ×長１，５２０ｍｍ １３１．０ｋｇ 塗装 デルタ型中間端末方式

ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　中間端末デルタ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041120
標準型ガードケーブル 中間支柱 土中建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１４．
３ｍｍ×２，１４０ｍｍ ３３．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　中間支柱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041136
標準型ガードケーブル 中間支柱（着脱式） 土中建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 厚４．５ｍ
ｍ×外径１１４．３ｍｍ×長１，１４０ｍｍ外筒管厚４．５ｍｍ×外径１２７ｍｍ×長１，４００ｍｍ ４１．８ｋｇ
塗装

ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　中間・着脱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041122
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×
１，１４０ｍｍ ５８．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　端末・埋込 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041124
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１４．３ｍ
ｍ×７７２ｍｍ １４４．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　端末・アンカー 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041140
標準型ガードケーブル 端末支柱（デルタ型） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１３９．８ｍｍ
×１，３５０ｍｍ ７０．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　端末・デルタ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041144
標準型ガードケーブル 中間端末支柱（デルタ型） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 厚４．５ｍｍ×外径１３
９．８ｍｍ×長１，３５０ｍｍ ８６．０ｋｇ 塗装 デルタ型中間端末方式

ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　中間端末デルタ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041202 標準型ガードケーブル ケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ φ１８×５ ５．５ｋｇ めっき ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　ケーブル ｍ 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041204
標準型ガードケーブル 中間支柱 土中建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ａ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１３９．
８ｍｍ×２，６５０ｍｍ ５１．７ｋｇ めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　中間支柱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードケーブル 1111041206
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ａ－６Ｅ ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ×
１，５００ｍｍ １２４．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　端末・埋込 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041208
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ａ－６Ｅ ５．０ｍｍ×１６５．２ｍ
ｍ×１，０２８ｍｍ ２２５．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　端末・アンカー 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041209
標準型ガードケーブル 間隔保持材 土中建込用 Ｇｃ－Ａ－６Ｅ ３．２ｍｍ×６０．５ｍｍ×６２０ｍｍ ３．３ｋｇ
めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　間隔保持材 組 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041210 標準型ガードケーブル ケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ φ１８×４ ４．４ｋｇ めっき ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　ケーブル ｍ 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041212
標準型ガードケーブル 中間支柱 土中建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１４．
３ｍｍ×２，３７０ｍｍ ３７．５ｋｇ めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　中間支柱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041234
標準型ガードケーブル 中間支柱（着脱式） 土中建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 厚４．５ｍ
ｍ×φ１１４．３ｍｍ×１，２７０外筒管厚４．５ｍｍ×φ１２７ｍｍ×１，５００ｍｍ ４６．５ｋｇ めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　中間・着脱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041214
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×
１，３２０ｍｍ ７２．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　端末・埋込 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041216
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１４．３ｍ
ｍ×９０２ｍｍ １５９．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　端末・アンカー 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041238
標準型ガードケーブル 端末支柱（デルタ型） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ５．０ｍｍ×１６５．２ｍｍ
×１，５２０ｍｍ １０５．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　端末・デルタ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041242
標準型ガードケーブル 中間端末支柱（デルタ型） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ 厚５．０ｍｍ×外径１６
５．２ｍｍ×長１，５２０ｍｍ １３１．０ｋｇ めっき デルタ型中間端末方式

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　中間端末デルタ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041217
標準型ガードケーブル 間隔保持材 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ ３．２ｍｍ×６０．５ｍｍ×４９０ｍｍ ２．６ｋｇ
めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　間隔保持材 組 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041218 標準型ガードケーブル ケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ φ１８×３ ３．３ｋｇ めっき ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　ケーブル ｍ 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041220
標準型ガードケーブル 中間支柱 土中建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１４．
３ｍｍ×２，１４０ｍｍ ３３．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　中間支柱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041236
標準型ガードケーブル 中間支柱（着脱式） 土中建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 厚４．５ｍ
ｍ×φ１１４．３ｍｍ×１，１４０外筒管厚４．５ｍｍ×φ１２７ｍｍ×１，４００ｍｍ ４１．８ｋｇ めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　中間・着脱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041222
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ×
１，１４０ｍｍ ５８．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　端末・埋込 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041224
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１４．３ｍ
ｍ×７７２ｍｍ １４４．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　端末・アンカー 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041240
標準型ガードケーブル 端末支柱（デルタ型） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１３９．８ｍｍ
×１，３５０ｍｍ ７０．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　端末・デルタ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111041244
標準型ガードケーブル 中間端末支柱（デルタ型） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ 厚４．５ｍｍ×外径１３
９．８ｍｍ×長１，３５０ｍｍ ８６．０ｋｇ めっき デルタ型中間端末方式

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　中間端末デルタ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

448 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

標準型ガードケーブル 1111041225
標準型ガードケーブル 間隔保持材 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ ３．２ｍｍ×６０．５ｍｍ×３６０ｍｍ １．９ｋｇ
めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　間隔保持材 組 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042104
標準型ガードケーブル 中間支柱 コンクリート建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ａ－４Ｂ ４．５ｍｍ×
１３９．８ｍｍ×１，４００ｍｍ ３２．３ｋｇ 塗装

ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　中間支柱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042106
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ａ－４Ｂ ５．０ｍｍ×１６５．
２ｍｍ×１，５００ｍｍ １２４．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　端末・埋込 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042108
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ａ－４Ｂ ５．０ｍｍ×１６
５．２ｍｍ×１，０２８ｍｍ ２２５．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　端末・アンカー 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042112
標準型ガードケーブル 中間支柱 コンクリート建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ ４．５ｍｍ×
１１４．３ｍｍ×１，２７０ｍｍ ２３．９ｋｇ 塗装

ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　中間支柱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042134
標準型ガードケーブル 中間支柱（着脱式） コンクリート建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 厚
４．５ｍｍ×外径１１４．３ｍｍ×長１，２７０ｍｍ外筒管厚４．５ｍｍ×外径１２７ｍｍ×長４２０ｍｍ ３１．３ｋ
ｇ 塗装

ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　中間・着脱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042114
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ ４．５ｍｍ×１１４．
３ｍｍ×１，３２０ｍｍ ７２．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　端末・埋込 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042116
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ ４．５ｍｍ×１１
４．３ｍｍ×９０２ｍｍ １５９．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　端末・アンカー 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042138
標準型ガードケーブル 端末支柱（デルタ型） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ ５．０ｍｍ×１６
５．２ｍｍ×１，５２０ｍｍ １０５．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　端末・デルタ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042142
標準型ガードケーブル 中間端末支柱（デルタ型） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 厚５．０ｍｍ×
外径１６５．２ｍｍ×長１，５２０ｍｍ １３１．０ｋｇ 塗装 デルタ型中間端末方式

ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　中間端末デルタ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042120
標準型ガードケーブル 中間支柱 コンクリート建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ ４．５ｍｍ×
１１４．３ｍｍ×１，１４０ｍｍ ２０．６ｋｇ 塗装

ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　中間支柱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042136
標準型ガードケーブル 中間支柱（着脱式） コンクリート建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 厚
４．５ｍｍ×外径１１４．３ｍｍ×長１，１４０ｍｍ外筒管厚４．５ｍｍ×外径１２７ｍｍ×長４２０ｍｍ ２８．０ｋ
ｇ 塗装

ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　中間・着脱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042122
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ ４．５ｍｍ×１１４．
３ｍｍ×１，１４０ｍｍ ５８．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　端末・埋込 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042124
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ ４．５ｍｍ×１１
４．３ｍｍ×７７２ｍｍ １４４．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　端末・アンカー 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042140
標準型ガードケーブル 端末支柱（デルタ型） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ ４．５ｍｍ×１３
９．８ｍｍ×１，３５０ｍｍ ７０．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　端末・デルタ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042144
標準型ガードケーブル 中間端末支柱（デルタ型） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 厚４．５ｍｍ×
外径１３９．８ｍｍ×長１，３５０ｍｍ ８６．０ｋｇ 塗装 デルタ型中間端末方式

ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　中間端末デルタ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042202 標準型ガードケーブル ケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ φ１８×５ ５．５ｋｇ めっき ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　ケーブル ｍ 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042204
標準型ガードケーブル 中間支柱 コンクリート建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ａ－４Ｂ ４．５ｍｍ×
１３９．８ｍｍ×１，４００ｍｍ ３２．３ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　中間支柱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードケーブル 1111042206
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ａ－４Ｂ ５．０ｍｍ×１６５．
２ｍｍ×１，５００ｍｍ １２４．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　端末・埋込 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042208
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ａ－４Ｂ ５．０ｍｍ×１６
５．２ｍｍ×１，０２８ｍｍ ２２５．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　端末・アンカー 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042209
標準型ガードケーブル 間隔保持材 コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ－４Ｂ ３．２ｍｍ×６０．５ｍｍ×６２０ｍｍ ３．
３ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　間隔保持材 組 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042210 標準型ガードケーブル ケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ φ１８×４ ４．４ｋｇ めっき ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　ケーブル ｍ 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042212
標準型ガードケーブル 中間支柱 コンクリート建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ ４．５ｍｍ×
１１４．３ｍｍ×１，２７０ｍｍ ２３．９ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　中間支柱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042234
標準型ガードケーブル 中間支柱（着脱式） コンクリート建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 厚
４．５ｍｍ×φ１１４．３ｍｍ×１，２７０外筒管厚４．５ｍｍ×φ１２７ｍｍ×４２０ｍｍ ３１．３ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　中間・着脱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042214
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ ４．５ｍｍ×１１４．
３ｍｍ×１，３２０ｍｍ ７２．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　端末・埋込 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042216
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ ４．５ｍｍ×１１
４．３ｍｍ×９０２ｍｍ １５９．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　端末・アンカー 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042238
標準型ガードケーブル 端末支柱（デルタ型） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ ５．０ｍｍ×１６
５．２ｍｍ×１，５２０ｍｍ １０５．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　端末・デルタ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042242
標準型ガードケーブル 中間端末支柱（デルタ型） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ 厚５．０ｍｍ×
外径１６５．２ｍｍ×長１，５２０ｍｍ １３１．０ｋｇ めっき デルタ型中間端末方式

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　中間端末デルタ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042217
標準型ガードケーブル 間隔保持材 コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ ３．２ｍｍ×６０．５ｍｍ×４９０ｍｍ ２．
６ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　間隔保持材 組 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042218 標準型ガードケーブル ケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ φ１８×３ ３．３ｋｇ めっき ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　ケーブル ｍ 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042220
標準型ガードケーブル 中間支柱 コンクリート建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ ４．５ｍｍ×
１１４．３ｍｍ×１，１４０ｍｍ ２０．６ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　中間支柱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042236
標準型ガードケーブル 中間支柱（着脱式） コンクリート建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 厚
４．５ｍｍ×φ１１４．３ｍｍ×１，１４０外筒管厚４．５ｍｍ×φ１２７ｍｍ×４２０ｍｍ ２８．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　中間・着脱 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042222
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ ４．５ｍｍ×１１４．
３ｍｍ×１，１４０ｍｍ ５８．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　端末・埋込 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042224
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ ４．５ｍｍ×１１
４．３ｍｍ×７７２ｍｍ １４４．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　端末・アンカー 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042240
標準型ガードケーブル 端末支柱（デルタ型） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ ４．５ｍｍ×１３
９．８ｍｍ×１，３５０ｍｍ ７０．０ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　端末・デルタ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111042244
標準型ガードケーブル 中間端末支柱（デルタ型） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ 厚４．５ｍｍ×
外径１３９．８ｍｍ×長１，３５０ｍｍ ８６．０ｋｇ めっき デルタ型中間端末方式

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　中間端末デルタ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

450 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

標準型ガードケーブル 1111042225
標準型ガードケーブル 間隔保持材 コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ ３．２ｍｍ×６０．５ｍｍ×３６０ｍｍ １．
９ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　間隔保持材 組 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111910402 標準型ガードケーブル ガードケーブルエキストラ 標準支柱より長い支柱外径１３９．８ｍｍ１２０ｍｍ増毎加算額 ガードケーブル　加算額 径１３９．８ｍｍ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111910404 標準型ガードケーブル ガードケーブルエキストラ 標準支柱より長い支柱外径１１４．３ｍｍ１２０ｍｍ増毎加算額 ガードケーブル　加算額 径１１４．３ｍｍ 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111910406 標準型ガードケーブル ガードケーブルエキストラ 外径１３９．８ｍｍ支柱曲げ加工加算額 ガードケーブル　加算額 径１３９．８ｍｍ　支柱曲げ加工 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111910408 標準型ガードケーブル ガードケーブルエキストラ 外径１１４．３ｍｍ支柱曲げ加工加算額 ガードケーブル　加算額 径１１４．３ｍｍ　支柱曲げ加工 本 237 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050210 標準型ガードケーブル部材 中間支柱（土中用） Ａ ４．５×１３９．８×２，６５０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間支柱土中用 Ａ種用　塗装 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050215 標準型ガードケーブル部材 中間支柱（土中用） Ｂ ４．５×１１４．３×２，３７０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間支柱土中用 Ｂ種用　塗装 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050220 標準型ガードケーブル部材 中間支柱（土中用） Ｃ ４．５×１１４．３×２，１４０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間支柱土中用 Ｃ種用　塗装 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050230 標準型ガードケーブル部材 中間支柱（コンクリート用） Ａ ４．５×１３９．８×１，４００ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間支柱ＣＯ用 Ａ種用　塗装 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050235 標準型ガードケーブル部材 中間支柱（コンクリート用） Ｂ ４．５×１１４．３×１，２７０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間支柱ＣＯ用 Ｂ種用　塗装 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050240 標準型ガードケーブル部材 中間支柱（コンクリート用） Ｃ ４．５×１１４．３×１，１４０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間支柱ＣＯ用 Ｃ種用　塗装 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050615 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ａ（埋込式） ５．０×１６５．２×１，５００ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 Ａ種用　埋込式　塗装 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050625 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，３２０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 Ｂ種用　埋込式　塗装 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050635 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，１４０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 Ｃ種用　埋込式　塗装 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050620 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ａ（アンカー式） ５．０×１６５．２×１，０２８ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 Ａ種用　アンカー式　塗装 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050630 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ（アンカー式） ４．５×１１４．３×９０２ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 Ｂ種用　アンカー式　塗装 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050640 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ（アンカー式） ４．５×１１４．３×７７２ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 Ｃ種用　アンカー式　塗装 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111053415 標準型ガードケーブル部材 中間端末支柱 Ｂ デルタ型　５．０×１６５．２×１，５２０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間端末支柱 Ｂ種用　デルタ型　塗装 本 238 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードケーブル部材 1111053420 標準型ガードケーブル部材 中間端末支柱 Ｃ デルタ型　４．５×１３９．８×１，３５０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間端末支柱 Ｃ種用　デルタ型　塗装 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050410 標準型ガードケーブル部材 中間支柱（土中用） Ａ ４．５×１３９．８×２，６５０ｍｍ めっき ガードケーブル　中間支柱土中用 Ａ種用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050415 標準型ガードケーブル部材 中間支柱（土中用） Ｂ ４．５×１１４．３×２，３７０ｍｍ めっき ガードケーブル　中間支柱土中用 Ｂ種用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050420 標準型ガードケーブル部材 中間支柱（土中用） Ｃ ４．５×１１４．３×２，１４０ｍｍ めっき ガードケーブル　中間支柱土中用 Ｃ種用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050430 標準型ガードケーブル部材 中間支柱（コンクリート用） Ａ ４．５×１３９．８×１，４００ｍｍ めっき ガードケーブル　中間支柱ＣＯ用 Ａ種用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050435 標準型ガードケーブル部材 中間支柱（コンクリート用） Ｂ ４．５×１１４．３×１，２７０ｍｍ めっき ガードケーブル　中間支柱ＣＯ用 Ｂ種用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050440 標準型ガードケーブル部材 中間支柱（コンクリート用） Ｃ ４．５×１１４．３×１，１４０ｍｍ めっき ガードケーブル　中間支柱ＣＯ用 Ｃ種用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050815 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ａ（埋込式） ５．０×１６５．２×１，５００ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 Ａ種用　埋込式　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050825 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，３２０ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 Ｂ種用　埋込式　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050835 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，１４０ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 Ｃ種用　埋込式　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050820 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ａ（アンカー式） ５．０×１６５．２×１，０２８ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 Ａ種用　アンカー式　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050830 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ（アンカー式） ４．５×１１４．３×９０２ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 Ｂ種用　アンカー式　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050840 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ（アンカー式） ４．５×１１４．３×７７２ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 Ｃ種用　アンカー式　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111053615 標準型ガードケーブル部材 中間端末支柱 Ｂ デルタ型　５．０×１６５．２×１，５２０ｍｍ めっき ガードケーブル　中間端末支柱 Ｂ種用　デルタ型　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111053620 標準型ガードケーブル部材 中間端末支柱 Ｃ デルタ型　４．５×１３９．８×１，３５０ｍｍ めっき ガードケーブル　中間端末支柱 Ｃ種用　デルタ型　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111051205 標準型ガードケーブル部材 ケーブル 共通（φ１８） 厚めっき　３００ｇ／ｍ２以上 めっき ガードケーブル　ケーブル 各種共通　径１８ｍｍ　めっき ｍ 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111054405 標準型ガードケーブル部材 間隔保持材 Ａ ３．２×６０．５×６２０ｍｍ めっき ガードケーブル　間隔保持材 Ａ種用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111054410 標準型ガードケーブル部材 間隔保持材 Ｂ ３．２×６０．５×４９０ｍｍ めっき ガードケーブル　間隔保持材 Ｂ種用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

452 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

標準型ガードケーブル部材 1111054415 標準型ガードケーブル部材 間隔保持材 Ｃ ３．２×６０．５×３６０ｍｍ めっき ガードケーブル　間隔保持材 Ｃ種用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111051615 標準型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・金具含む） Ａ 上段　３．２×１９２×２１０ｍｍ めっき ガードケーブル　ブラケット Ａ種上段用　めっき 個 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111051620 標準型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・金具含む） Ａ 下段　３．２×１９２×４２０ｍｍ めっき ガードケーブル　ブラケット Ａ種下段用　めっき 個 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111051625 標準型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・金具含む） Ｂ 上段　３．２×１８０×２１０ｍｍ めっき ガードケーブル　ブラケット Ｂ種上段用　めっき 個 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111051630 標準型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・金具含む） Ｂ 下段　３．２×１８０×２９０ｍｍ めっき ガードケーブル　ブラケット Ｂ種下段用　めっき 個 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111051635 標準型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・金具含む） Ｃ 上段　３．２×１８０×４２０ｍｍ めっき ガードケーブル　ブラケット Ｃ種上段用　めっき 個 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111052005 標準型ガードケーブル部材 索端金具 Ａ種用 φ２５×１，２００ｍｍ めっき ガードケーブル　索端金具 Ａ種用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111052010 標準型ガードケーブル部材 索端金具 Ｂ種用 φ２５×１，０００ｍｍ めっき ガードケーブル　索端金具 Ｂ種用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111052015 標準型ガードケーブル部材 索端金具 Ｃ種用 φ２５×８００ｍｍ めっき ガードケーブル　索端金具 Ｃ種用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111052020 標準型ガードケーブル部材 索端金具 中間端末支柱用 φ２５×５００ｍｍ めっき ガードケーブル　索端金具 中間端末支柱用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111052025 標準型ガードケーブル部材 継手金具 ワイヤーロープ接続用 ６１×２３０ｍｍ めっき ガードケーブル　継手金具 ワイヤーロープ接続用　めっき 個 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111052405 標準型ガードケーブル部材 アンカーボルト Ａ種 φ３８×６３０ｍｍ　６本 めっき ガードケーブル　アンカーボルト Ａ種用　めっき 組 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111052410 標準型ガードケーブル部材 アンカーボルト Ｂ種・Ｃ種 φ２８×６００ｍｍ　６本 めっき ガードケーブル　アンカーボルト Ｂ種・Ｃ種用　めっき 組 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム 1111081110 標準型ボックスビーム 土中建込 Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ めっき ボックスビーム　土中建込用 Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ　めっき ｍ 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム 1111081120 標準型ボックスビーム 土中建込 Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｅ めっき ボックスビーム　土中建込用 Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｅ　めっき ｍ 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム 1111082110 標準型ボックスビーム コンクリート建込 Ｇｂ－Ａｍ－２Ｂ めっき ボックスビーム　ＣＯ建込用 Ｇｂ－Ａｍ－２Ｂ　めっき ｍ 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム 1111082120 標準型ボックスビーム コンクリート建込 Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｂ めっき ボックスビーム　ＣＯ建込用 Ｇｂ－Ｂｍ－２Ｂ　めっき ｍ 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム 1111910802
標準型ボックスビーム ボックスビームエキストラ 標準支柱より長い支柱　径１２５ｍｍ×６０ｍｍ　１００ｍｍ増毎
加算額

ボックスビーム　加算額 １２５×６０　１００ｍｍ増毎 本 238 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ボックスビーム 1111910804
標準型ボックスビーム ボックスビームエキストラ 標準支柱より長い支柱　径１００ｍｍ×５０ｍｍ　１００ｍｍ増毎
加算額

ボックスビーム　加算額 １００×５０　１００ｍｍ増毎 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111090210 標準型ボックスビーム部材 ビーム Ａｍ □２００×２００×４．５×５，９９０ｍｍ めっき ボックスビーム　ビーム Ａｍ用　Ｌ５９９０ｍｍ　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111090215 標準型ボックスビーム部材 ビーム Ａｍ □２００×２００×４．５×２，９９０ｍｍ めっき ボックスビーム　ビーム Ａｍ用　Ｌ２９９０ｍｍ　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111090220 標準型ボックスビーム部材 ビーム Ｂｍ □２００×１５０×４．５×５，９９０ｍｍ めっき ボックスビーム　ビーム Ｂｍ用　Ｌ５９９０ｍｍ　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111090230 標準型ボックスビーム部材 ビーム Ｂｍ □２００×１５０×４．５×２，９９０ｍｍ めっき ボックスビーム　ビーム Ｂｍ用　Ｌ２９９０ｍｍ　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111090610 標準型ボックスビーム部材 支柱 Ａｍ－２Ｅ Ｈ１２５×６０×６×８×１，９６０ｍｍ めっき ボックスビーム　支柱 Ａｍ－２Ｅ用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111090620 標準型ボックスビーム部材 支柱 Ａｍ－２Ｂ Ｈ１２５×６０×６×８×８６０ｍｍ めっき ボックスビーム　支柱 Ａｍ－２Ｂ用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111090630 標準型ボックスビーム部材 支柱 Ｂｍ－２Ｅ Ｈ１００×５０×５×７×１，９８５ｍｍ めっき ボックスビーム　支柱 Ｂｍ－２Ｅ用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111090640 標準型ボックスビーム部材 支柱 Ｂｍ－２Ｂ Ｈ１００×５０×５×７×８８５ｍｍ めっき ボックスビーム　支柱 Ｂｍ－２Ｂ用　めっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111091010 標準型ボックスビーム部材 ジョイント Ａｍ ２ＰＬ１６×１８７×８００ｍｍ めっき ボックスビーム　ジョイント Ａｍ用　めっき 組 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111091020 標準型ボックスビーム部材 ジョイント Ｂｍ ２ＰＬ１６×１８７×８００ｍｍ めっき ボックスビーム　ジョイント Ｂｍ用　めっき 組 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111091410 標準型ボックスビーム部材 パドル Ａｍ ＰＬ４．５×１５０×４００ｍｍ めっき ボックスビーム　パドル Ａｍ用　めっき 枚 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111091420 標準型ボックスビーム部材 パドル Ｂｍ ＰＬ４．５×１５０×３５０ｍｍ めっき ボックスビーム　パドル Ｂｍ用　めっき 枚 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111091430 標準型ボックスビーム部材 固定パドル Ａｍ ＰＬ９×１００×９０×２００ｍｍ めっき ボックスビーム　固定パドル Ａｍ用　めっき 枚 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111091440 標準型ボックスビーム部材 固定パドル Ｂｍ ＰＬ９×１００×６５×２００ｍｍ めっき ボックスビーム　固定パドル Ｂｍ用　めっき 枚 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111091810 標準型ボックスビーム部材 ボルト・ナット 共通 Ｍ２０×４０ｍｍ めっき ボックスビーム　ボルト・ナット 共通用　Ｍ２０×４０ｍｍめっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111091820 標準型ボックスビーム部材 ボルト・ナット 共通 Ｍ１６×３０ｍｍ めっき ボックスビーム　ボルト・ナット 共通用　Ｍ１６×３０ｍｍめっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111091830 標準型ボックスビーム部材 ボルト・ナット 共通 Ｍ１６×３５ｍｍ めっき ボックスビーム　ボルト・ナット 共通用　Ｍ１６×３５ｍｍめっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ボックスビーム部材 1111091840 標準型ボックスビーム部材 ボルト・ナット Ａｍ Ｍ２０×２３０ｍｍ めっき ボックスビーム　ボルト・ナット Ａｍ用Ｍ２０×２３０ｍｍめっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ボックスビーム部材 1111091850 標準型ボックスビーム部材 ボルト・ナット Ｂｍ Ｍ２０×１８０ｍｍ めっき ボックスビーム　ボルト・ナット Ｂｍ用Ｍ２０×１８０ｍｍめっき 本 238 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111910602 標準型ガードパイプ ガードパイプエキストラ 標準支柱より長い場合　径１３９．８ｍｍ　１２０ｍｍ増毎　加算額 ガードパイプ　加算額 径１３９．８ｍｍ 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111910604 標準型ガードパイプ ガードパイプエキストラ 標準支柱より長い場合　径１１４．３ｍｍ　１２０ｍｍ増毎　加算額 ガードパイプ　加算額 径１１４．３ｍｍ 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111910608 標準型ガードパイプ ガードパイプエキストラ 支柱曲げ加工　径１３９．８ｍｍ　加算額 ガードパイプ　加算額 支柱曲げ加工　径１３９．８ｍｍ 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111910612 標準型ガードパイプ ガードパイプエキストラ 支柱曲げ加工　径１１４．３ｍｍ　加算額 ガードパイプ　加算額 支柱曲げ加工　径１１４．３ｍｍ 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111910606 標準型ガードパイプ ガードパイプエキストラ パイプ曲げ加工　加算額 ガードパイプ　加算額 曲げ加工 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063104 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３Ｅ 塗装 ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ－３Ｅ　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063107 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063124 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３ＥＶ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ－３ＥＶ　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063108 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ 塗装 ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063112 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ３ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ３　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063114 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ４　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063126 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ－３ＥＶ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ－３ＥＶ　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063116 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ 塗装 ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063120 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ３ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ３　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063122 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ４　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063128 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ－３ＥＶ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｃ－３ＥＶ　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードパイプ 1111064106 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ 塗装 ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ－２Ｂ　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064108 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２ 塗装 ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064111 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064146 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２ＢＶ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ－２ＢＶ　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064113 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064114 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ 塗装 ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064116 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２ 塗装 ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064122 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064124 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064126 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064128 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064148 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２ＢＶ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ－２ＢＶ　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064138 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ 塗装 ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064140 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ－２ 塗装 ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ－２　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064142 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064143 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３－２ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３－２塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064144 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064145 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４－２ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４－２塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードパイプ 1111064150 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２ＢＶ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ－２ＢＶ　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063204 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３Ｅ めっき ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ－３Ｅ　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063207 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４ めっき ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063224 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３ＥＶ めっき ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ－３ＥＶ　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063208 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ めっき ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063212 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ３ めっき ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ３　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063214 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ４ めっき ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ４　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063226 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ－３ＥＶ めっき ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ－３ＥＶ　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064206 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ めっき ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ－２Ｂ　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064208 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２ めっき ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064211 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４ めっき ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064246 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２ＢＶ めっき ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ－２ＢＶ　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064213 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２ めっき ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064214 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ めっき ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064216 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２ めっき ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064222 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３ めっき ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064224 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２ めっき ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064226 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４ めっき ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードパイプ 1111064228 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２ めっき ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064248 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２ＢＶ めっき ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ－２ＢＶ　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061110 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ 塗装 ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061135 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061148 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ－３ＥＶ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ａｐ－３ＥＶ　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061120 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ 塗装 ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061138 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ３ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ３　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061140 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ４　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061150 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－３ＥＶ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｂｐ－３ＥＶ　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061130 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ 塗装 ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061144 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ３ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ３　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061146 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ４　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061152 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ－３ＥＶ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｃｐ－３ＥＶ　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062110 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ 塗装 ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062154 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２ 塗装 ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062135 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ４　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062148 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２ＢＶ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ－２ＢＶ　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062120 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ 塗装 ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードパイプ 1111062156 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２ 塗装 ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062138 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ３　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062140 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ４　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062150 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２ＢＶ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ－２ＢＶ　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062130 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ 塗装 ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062158 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ－２ 塗装 ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ－２　塗装 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062144 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ３　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062146 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ４　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062152 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２ＢＶ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ－２ＢＶ　塗装焦げ茶 ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061210 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ めっき ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061235 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４ めっき ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061248 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ－３ＥＶ めっき ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ａｐ－３ＥＶ　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061220 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ めっき ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061238 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ３ めっき ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ３　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061240 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ４ めっき ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ４　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061250 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－３ＥＶ めっき ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｂｐ－３ＥＶ　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062210 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ めっき ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062254 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２ めっき ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードパイプ 1111062235 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ４ めっき ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ４　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062248 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２ＢＶ めっき ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ－２ＢＶ　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062220 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ めっき ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062256 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２ めっき ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062238 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ３ めっき ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ３　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062240 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ４ めっき ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ４　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062250 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２ＢＶ めっき ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ－２ＢＶ　めっき ｍ 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070205 標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×４，０００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビームパイプ Ａ・Ａｐ用３．８×４０００塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070207 標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×３，０００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビームパイプ Ａ・Ａｐ用３．８×３０００塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070220 標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×２，０００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビームパイプ Ａ・Ａｐ用３．８×２０００塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070210 標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×４，０００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ用３．２×４０００塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070212 標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×３，０００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ用３．２×３０００塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070225 標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×２，０００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ用３．２×２０００塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070215 標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｃ・Ｃｐ ２．４×４８．６×４，０００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビームパイプ Ｃ・Ｃｐ用２．４×４０００塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070217 標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｃ・Ｃｐ ２．４×４８．６×３，０００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビームパイプ Ｃ・Ｃｐ用２．４×３０００塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070230 標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｃ・Ｃｐ ２．４×４８．６×２，０００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビームパイプ Ｃ・Ｃｐ用２．４×２０００塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071005 標準型ガードパイプ部材 支柱 Ａ－３Ｅ・Ａｐ－２Ｅ ４．５×１３９．８×２，４７５ｍｍ 塗装 ガードパイプ　支柱 Ａ－３Ｅ・Ａｐ－２Ｅ用　塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071015 標準型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ－３Ｅ・Ｂｐ－２Ｅ ４．５×１１４．３×２，３００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　支柱 Ｂ－３Ｅ・Ｂｐ－２Ｅ用　塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

460 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

標準型ガードパイプ部材 1111071025 標準型ガードパイプ部材 支柱 Ｃ－３Ｅ・Ｃｐ－２Ｅ ４．５×１１４．３×２，２００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　支柱 Ｃ－３Ｅ・Ｃｐ－２Ｅ用　塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071010 標準型ガードパイプ部材 支柱 Ａ－２Ｂ・Ａｐ－２Ｂ ４．５×１３９．８×１，２２５ｍｍ 塗装 ガードパイプ　支柱 Ａ－２Ｂ・Ａｐ－２Ｂ用　塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071030 標準型ガードパイプ部材 支柱 Ａ－２Ｂ－２ ４．５×１３９．８×１，０７５ｍｍ 塗装 ガードパイプ　支柱 Ａ－２Ｂ－２用　塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071020
標準型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ－２Ｂ・Ｂｐ－２Ｂ・Ｃ－２Ｂ・Ｃｐ－２Ｂ ４．５×１１４．３×１，２００ｍｍ
塗装

ガードパイプ　支柱 Ｂ・Ｃ２Ｂ・Ｂｐ・Ｃｐ２Ｂ塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071035 標準型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ－２Ｂ－２・Ｃ－２Ｂ－２ ４．５×１１４．３×１，０５０ｍｍ 塗装 ガードパイプ　支柱 Ｂ・Ｃ－２Ｂ－２用　塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111072205 標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ａ種 ５．０×５１×３２４ｍｍ 塗装 ガードパイプ　インナースリーブ Ａ種用　塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111072210 標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ｂ種 ４．３×４０×２６４ｍｍ 塗装 ガードパイプ　インナースリーブ Ｂ種用　塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111072215 標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ｃ種 ３．０×４２×２６４ｍｍ 塗装 ガードパイプ　インナースリーブ Ｃ種用　塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071405 標準型ガードパイプ部材 接合部ブラケット Ａ種 ３．２×６０．５×６０×９０ｍｍ 塗装 ガードパイプ　接合部ブラケット Ａ種用　塗装 個 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071410 標準型ガードパイプ部材 接合部ブラケット Ｂ種・Ｃ種 ３．２×４８．６×６０×８０ｍｍ 塗装 ガードパイプ　接合部ブラケット Ｂ・Ｃ種用　塗装 個 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071805 標準型ガードパイプ部材 中間部ブラケット Ａ種 ３．２×６３．７×６０×９０ｍｍ 塗装 ガードパイプ　中間部ブラケット Ａ種用　塗装 個 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071810 標準型ガードパイプ部材 中間部ブラケット Ｂ種・Ｃ種 ３．２×５１．８×６０×８０ｍｍ 塗装 ガードパイプ　中間部ブラケット Ｂ・Ｃ種用　塗装 個 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070605 標準型ガードパイプ部材 袖ビーム Ａ種 ５．０×５１×２５９．３ｍｍ 塗装 ガードパイプ　袖ビーム Ａ種用　塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070610 標準型ガードパイプ部材 袖ビーム Ｂ種 ４．３×４０×２２３．３ｍｍ 塗装 ガードパイプ　袖ビーム Ｂ種用　塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070615 標準型ガードパイプ部材 袖ビーム Ｃ種 ３．０×４２×２２３．３ｍｍ 塗装 ガードパイプ　袖ビーム Ｃ種用　塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111072610 標準型ガードパイプ部材 ビーム取付ボルト Ａ種 Ｍ１６×８０ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビーム取付ボルト Ａ種用　Ｍ１６×８０　塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111072620 標準型ガードパイプ部材 ビーム取付ボルト Ｂ種・Ｃ種 Ｍ１４×７０ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビーム取付ボルト Ｂ・Ｃ種用　Ｍ１４×７０　塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111072605 標準型ガードパイプ部材 ビーム取付ボルト Ａ種 Ｍ１６×１６５ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビーム取付ボルト Ａ種用　Ｍ１６×１６５　塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードパイプ部材 1111072615 標準型ガードパイプ部材 ビーム取付ボルト Ｂ種・Ｃ種 Ｍ１６×１４０ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビーム取付ボルト Ｂ・Ｃ種用　Ｍ１６×１４０塗装 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070405 標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×４，０００ｍｍ めっき ガードパイプ　ビームパイプ Ａ・Ａｐ３．８×４０００めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070407 標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×３，０００ｍｍ めっき ガードパイプ　ビームパイプ Ａ・Ａｐ３．８×３０００めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070420 標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×２，０００ｍｍ めっき ガードパイプ　ビームパイプ Ａ・Ａｐ３．８×２０００めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070410 標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×４，０００ｍｍ めっき ガードパイプ　ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ３．２×４０００めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070412 標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×３，０００ｍｍ めっき ガードパイプ　ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ３．２×３０００めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070425 標準型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×２，０００ｍｍ めっき ガードパイプ　ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ３．２×２０００めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071205 標準型ガードパイプ部材 支柱 Ａ－３Ｅ・Ａｐ－２Ｅ ４．５×１３９．８×２，４７５ｍｍ めっき ガードパイプ　支柱 Ａ－３Ｅ・Ａｐ－２Ｅ用　めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071215 標準型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ－３Ｅ・Ｂｐ－２Ｅ ４．５×１１４．３×２，３００ｍｍ めっき ガードパイプ　支柱 Ｂ－３Ｅ・Ｂｐ－２Ｅ用　めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071210 標準型ガードパイプ部材 支柱 Ａ－２Ｂ・Ａｐ－２Ｂ ４．５×１３９．８×１，２２５ｍｍ めっき ガードパイプ　支柱 Ａ－２Ｂ・Ａｐ－２Ｂ用　めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071230 標準型ガードパイプ部材 支柱 Ａ－２Ｂ－２ ４．５×１３９．８×１，０７５ｍｍ めっき ガードパイプ　支柱 Ａ－２Ｂ－２用　めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071220
標準型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ－２Ｂ・Ｂｐ－２Ｂ・Ｃ－２Ｂ・Ｃｐ－２Ｂ ４．５×１１４．３×１，２００ｍｍ
めっき

ガードパイプ　支柱 Ｂ・Ｃ２ＢＢｐ・Ｃｐ２Ｂめっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071235 標準型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ－２Ｂ－２・Ｃ－２Ｂ－２ ４．５×１１４．３×１，０５０ｍｍ めっき ガードパイプ　支柱 Ｂ・Ｃ－２Ｂ－２用　めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111072405 標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ａ種 ５．０×５１×３２４ｍｍ めっき ガードパイプ　インナースリーブ Ａ種用　めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111072410 標準型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ｂ種 ４．３×４０×２６４ｍｍ めっき ガードパイプ　インナースリーブ Ｂ種用　めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071605 標準型ガードパイプ部材 接合部ブラケット Ａ種 ３．２×６０．５×６０×９０ｍｍ めっき ガードパイプ　接合部ブラケット Ａ種用　めっき 個 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111071610 標準型ガードパイプ部材 接合部ブラケット Ｂ種・Ｃ種 ３．２×４８．６×６０×８０ｍｍ めっき ガードパイプ　接合部ブラケット Ｂ・Ｃ種用　めっき 個 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111072005 標準型ガードパイプ部材 中間部ブラケット Ａ種 ３．２×６３．７×６０×９０ｍｍ めっき ガードパイプ　中間部ブラケット Ａ種用　めっき 個 239 ○ ○ 1111 防護柵
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標準型ガードパイプ部材 1111072010 標準型ガードパイプ部材 中間部ブラケット Ｂ種・Ｃ種 ３．２×５１．８×６０×８０ｍｍ めっき ガードパイプ　中間部ブラケット Ｂ・Ｃ種用　めっき 個 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070805 標準型ガードパイプ部材 袖ビーム Ａ種 ５．０×５１×２５９．３ｍｍ めっき ガードパイプ　袖ビーム Ａ種用　めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111070810 標準型ガードパイプ部材 袖ビーム Ｂ種 ４．３×４０×２２３．３ｍｍ めっき ガードパイプ　袖ビーム Ｂ種用　めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111072810 標準型ガードパイプ部材 ビーム取付ボルト Ａ種 Ｍ１６×８０ｍｍ めっき ガードパイプ　ビーム取付ボルト Ａ種用　Ｍ１６×８０　めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111072820 標準型ガードパイプ部材 ビーム取付ボルト Ｂ種・Ｃ種 Ｍ１４×７０ｍｍ めっき ガードパイプ　ビーム取付ボルト Ｂ・Ｃ種用　Ｍ１４×７０めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111072805 標準型ガードパイプ部材 ビーム取付ボルト Ａ種 Ｍ１６×１６５ｍｍ めっき ガードパイプ　ビーム取付ボルト Ａ種用　Ｍ１６×１６５　めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ部材 1111072815 標準型ガードパイプ部材 ビーム取付ボルト Ｂ種・Ｃ種 Ｍ１６×１４０ｍｍ めっき ガードパイプ　ビーム取付ボルト Ｂ・Ｃ種用Ｍ１６×１４０めっき 本 239 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161032 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＢ２～３－２Ｅ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－ＳＢ２～３－２Ｅ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161034 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＢ４～５－１Ｅ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－ＳＢ４～５－１Ｅ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161036 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＣ２－４Ｅ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－ＳＣ２－４Ｅ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161038 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＣ３－３Ｅ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－ＳＣ３－３Ｅ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161040 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＣ４～５－２Ｅ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－ＳＣ４～５－２Ｅ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161002 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161004 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161006 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161008 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161010 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161012 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードレール 1111161014 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161016 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111162032 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＢ２～３－２Ｅ めっき 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－ＳＢ２～３－２Ｅ　めっき ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111162034 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＢ４～５－１Ｅ めっき 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－ＳＢ４～５－１Ｅ　めっき ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111162036 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＣ２－４Ｅ めっき 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－ＳＣ２－４Ｅ　めっき ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111162038 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＣ３－３Ｅ めっき 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－ＳＣ３－３Ｅ　めっき ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111162040 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－ＳＣ４～５－２Ｅ めっき 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－ＳＣ４～５－２Ｅ　めっき ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111162002 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ めっき 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ　めっき ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111162004 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ めっき 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ　めっき ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111162006 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ めっき 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ　めっき ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111162008 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ めっき 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ　めっき ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111162010 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ めっき 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ　めっき ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111162012 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ めっき 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ　めっき ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161028 耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－ＳＢ２～５－１Ｂ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ Ｇｒ－ＳＢ２～５－１Ｂ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161030 耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－ＳＣ２～５－２Ｂ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ Ｇｒ－ＳＣ２～５－２Ｂ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161020 耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161022 耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111161024 耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ 塗装 耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ　塗装 ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードレール 1111162028 耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－ＳＢ２～５－１Ｂ めっき 耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ Ｇｒ－ＳＢ２～５－１Ｂ　めっき ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111162030 耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－ＳＣ２～５－２Ｂ めっき 耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ Ｇｒ－ＳＣ２～５－２Ｂ　めっき ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111162020 耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ めっき 耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ　めっき ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111162022 耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ めっき 耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ　めっき ｍ 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180200 耐雪型ガードレール部材 直ビーム ＳＢ・ＳＣ 板厚４．０×幅５００×長４，３２０ｍｍ 塗装 ガードレール直ビームＳＢ・ＳＣ ４×４３２０　塗装　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180201 耐雪型ガードレール部材 直ビーム ＳＢ・ＳＣ 板厚４．０×幅５００×長３，３２０ｍｍ 塗装 ガードレール直ビームＳＢ・ＳＣ ４×３３２０　塗装　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180202 耐雪型ガードレール部材 直ビーム ＳＢ・ＳＣ 板厚４．０×幅５００×長２，３２０ｍｍ 塗装 ガードレール直ビームＳＢ・ＳＣ ４×２３２０　塗装　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180205 耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ａ 板厚４．０×幅３５０×長４，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ａ ４×４３３０　塗装　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180210 耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ａ 板厚４．０×幅３５０×長３，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ａ ４×３３３０　塗装　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180215 耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ａ 板厚４．０×幅３５０×長２，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ａ ４×２３３０　塗装　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180220 耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｂ 板厚３．２×幅３５０×長４，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ｂ ３．２×４３３０　塗装　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180225 耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｂ 板厚３．２×幅３５０×長３，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ｂ ３．２×３３３０　塗装　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180230 耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｂ 板厚３．２×幅３５０×長２，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ｂ ３．２×２３３０　塗装　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180235 耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｃ 板厚２．３×幅３５０×長４，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ｃ ２．３×４３３０　塗装　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180240 耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｃ 板厚２．３×幅３５０×長３，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ｃ ２．３×３３３０　塗装　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180245 耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｃ 板厚２．３×幅３５０×長２，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　直ビーム　Ｃ ２．３×２３３０　塗装　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180600 耐雪型ガードレール部材 袖ビーム ＳＢ・ＳＣ 板厚３．２×幅５０７×長６６０ｍｍ 塗装 ガードレール袖ビームＳＢ・ＳＣ ３．２×６６０　塗装　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180605 耐雪型ガードレール部材 袖ビーム Ａ 板厚３．２×幅３９７×長６６０ｍｍ 塗装 ガードレール　袖ビーム　Ａ ３．２×６６０　塗装　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードレール部材 1111180610 耐雪型ガードレール部材 袖ビーム Ｂ・Ｃ 板厚２．３×幅３８２×長６６０ｍｍ 塗装 ガードレール　袖ビーム　Ｂ・Ｃ ２．３×６６０　塗装　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180615 耐雪型ガードレール部材 袖ビーム Ｂ 板厚３．２×幅３８２×長６６０ｍｍ 塗装 ガードレール　袖ビーム　Ｂ ３．２×６６０　塗装　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181000 耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） ＳＢ 外径□１２５×肉厚６．０×長２，４９０ｍｍ 塗装 ガードレール　支柱 土中用　ＳＢ　塗装　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181001 耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） ＳＣ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，５００ｍｍ 塗装 ガードレール　支柱 土中用　ＳＣ　塗装　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181005 耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） Ａ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，３５０ｍｍ 塗装 ガードレール　支柱 土中用　Ａ　塗装　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181010 耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） Ｂ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，２００ｍｍ 塗装 ガードレール　支柱 土中用　Ｂ　塗装　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181015 耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） Ｃ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，１００ｍｍ 塗装 ガードレール　支柱 土中用　Ｃ　塗装　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181023 耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） ＳＢ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，２４０ｍｍ 塗装 ガードレール　支柱 コンクリート用　ＳＢ　塗装耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181024 耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） ＳＣ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，２５０ｍｍ 塗装 ガードレール　支柱 コンクリート用　ＳＣ　塗装耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181025 耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） Ａ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１１０ｍｍ 塗装 ガードレール　支柱 コンクリート用　Ａ　塗装　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181030 耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） Ｂ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１００ｍｍ 塗装 ガードレール　支柱 コンクリート用　Ｂ　塗装　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181035 耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） Ｃ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１００ｍｍ 塗装 ガードレール　支柱 コンクリート用　Ｃ　塗装　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111182615 耐雪型ガードレール部材 ブラケット ＳＢ ４．５×３１５×３６２×２９０ｍｍ 塗装 ガードレール　ブラケット ＳＢ　塗装　耐雪 個 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111182620 耐雪型ガードレール部材 ブラケット ＳＣ ６．０×２７０×３５×３００ｍｍ 塗装 ガードレール　ブラケット ＳＣ　塗装　耐雪 個 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111182610 耐雪型ガードレール部材 ブラケット Ａ・Ｂ・Ｃ ６．０×１２０×３１×３００ｍｍ 塗装 ガードレール　ブラケット ＡＢＣ　塗装　耐雪 個 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111183805 耐雪型ガードレール部材 ビーム補強金具 Ａ （本体）６．０×９１．３×３００ｍｍ 塗装 ガードレール　ビーム補強金具 Ａ　本体　塗装　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111183810 耐雪型ガードレール部材 ビーム補強金具 Ａ （Ｕボルト）Ｍ１６×１８５×１５８ｍｍ 塗装 ガードレール　ビーム補強金具 Ａ　Ｕボルト　塗装　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111183815 耐雪型ガードレール部材 ビーム補強金具 Ｂ・Ｃ （本体）６．０×７５．５×３００ｍｍ 塗装 ガードレール　ビーム補強金具 Ｂ・Ｃ　本体　塗装　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードレール部材 1111183820 耐雪型ガードレール部材 ビーム補強金具 Ｂ・Ｃ （Ｕボルト）Ｍ１６×１６０×１３２ｍｍ 塗装 ガードレール　ビーム補強金具 Ｂ・Ｃ　Ｕボルト　塗装　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111183020 耐雪型ガードレール部材 ビーム取付用ボルト・ナット ＳＢ・ＳＣ共通 Ｍ２０×４０ｍｍ 塗装 ガードレール　ボルト・ナット ＳＢ・ＳＣ共通　塗装　耐雪 組 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111183015 耐雪型ガードレール部材 ビーム取付用ボルト・ナット Ａ・Ｂ・Ｃ共通 Ｍ１６×３５ｍｍ 塗装 ガードレール　ボルト・ナット Ａ・Ｂ・Ｃ共通　塗装　耐雪 組 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111183005 耐雪型ガードレール部材 取付ボルト ＳＢ・Ａ Ｍ２０×１７０ｍｍ 塗装 ガードレール　取付ボルト ＳＢ・Ａ　塗装　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111183006 耐雪型ガードレール部材 取付ボルト ＳＣ Ｍ２０×１８０ｍｍ 塗装 ガードレール　取付ボルト ＳＣ　塗装　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111183010 耐雪型ガードレール部材 取付ボルト Ｂ・Ｃ Ｍ２０×１４５ｍｍ 塗装 ガードレール　取付ボルト Ｂ・Ｃ　塗装　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180400 耐雪型ガードレール部材 直ビーム ＳＢ・ＳＣ 板厚４．０×幅５００×長４，３２０ｍｍ めっき ガードレール直ビームＳＢ・ＳＣ ４×４３２０　めっき　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180401 耐雪型ガードレール部材 直ビーム ＳＢ・ＳＣ 板厚４．０×幅５００×長３，３２０ｍｍ めっき ガードレール直ビームＳＢ・ＳＣ ４×３３２０　めっき　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180402 耐雪型ガードレール部材 直ビーム ＳＢ・ＳＣ 板厚４．０×幅５００×長２，３２０ｍｍ めっき ガードレール直ビームＳＢ・ＳＣ ４×２３２０　めっき　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180405 耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ａ 板厚４．０×幅３５０×長４，３３０ｍｍ めっき ガードレール　直ビーム　Ａ ４×３５０×４３３０めっき耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180410 耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ａ 板厚４．０×幅３５０×長３，３３０ｍｍ めっき ガードレール　直ビーム　Ａ ４×３５０×３３３０めっき耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180415 耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ａ 板厚４．０×幅３５０×長２，３３０ｍｍ めっき ガードレール　直ビーム　Ａ ４×３５０×２３３０めっき耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180420 耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｂ 板厚３．２×幅３５０×長４，３３０ｍｍ めっき ガードレール　直ビーム　Ｂ ３．２×４３３０　めっき　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180425 耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｂ 板厚３．２×幅３５０×長３，３３０ｍｍ めっき ガードレール　直ビーム　Ｂ ３．２×３３３０　めっき　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180430 耐雪型ガードレール部材 直ビーム Ｂ 板厚３．２×幅３５０×長２，３３０ｍｍ めっき ガードレール　直ビーム　Ｂ ３．２×２３３０　めっき　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180800 耐雪型ガードレール部材 袖ビーム ＳＢ・ＳＣ 板厚３．２×幅５０７×長６６０ｍｍ めっき ガードレール袖ビームＳＢ・ＳＣ ３．２×６６０　めっき　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180805 耐雪型ガードレール部材 袖ビーム Ａ 板厚３．２×幅３９７×長６６０ｍｍ めっき ガードレール　袖ビーム　Ａ ３．２×６６０　めっき　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111180815 耐雪型ガードレール部材 袖ビーム Ｂ 板厚３．２×幅３８２×長６６０ｍｍ めっき ガードレール　袖ビーム　Ｂ ３．２×６６０　めっき　耐雪 枚 240 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードレール部材 1111181200 耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） ＳＢ 外径□１２５×肉厚６．０×長２，４９０ｍｍ めっき ガードレール　支柱 土中用　ＳＢ　めっき　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181201 耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） ＳＣ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，５００ｍｍ めっき ガードレール　支柱 土中用　ＳＣ　めっき　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181205 耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） Ａ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長２，３５０ｍｍ めっき ガードレール　支柱 土中用　Ａ　めっき　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181210 耐雪型ガードレール部材 支柱（土中用） Ｂ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，２００ｍｍ めっき ガードレール　支柱 土中用　Ｂ　めっき　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181223 耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） ＳＢ 外径□１２５×肉厚６．０×長１，２４０ｍｍ めっき ガードレール　支柱 コンクリート用　ＳＢめっき耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181224 耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） ＳＣ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，２５０ｍｍ めっき ガードレール　支柱 コンクリート用　ＳＣめっき耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181225 耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） Ａ 外径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，１１０ｍｍ めっき ガードレール　支柱 コンクリート用　Ａ　めっき耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111181230 耐雪型ガードレール部材 支柱（コンクリート用） Ｂ 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，１００ｍｍ めっき ガードレール　支柱 コンクリート用　Ｂ　めっき耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111182815 耐雪型ガードレール部材 ブラケット ＳＢ ４．５×３１５×３６２×２９０ｍｍ めっき ガードレール　ブラケット ＳＢ　めっき　耐雪 個 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111182820 耐雪型ガードレール部材 ブラケット ＳＣ ６．０×２７０×３５×３００ｍｍ めっき ガードレール　ブラケット ＳＣ　めっき　耐雪 個 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111182810 耐雪型ガードレール部材 ブラケット Ａ・Ｂ・Ｃ ６．０×１２０×３１×３００ｍｍ めっき ガードレール　ブラケット ＡＢＣ　めっき　耐雪 個 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111184005 耐雪型ガードレール部材 ビーム補強金具 Ａ （本体）６．０×９１．３×３００ｍｍ めっき ガードレール　ビーム補強金具 Ａ　本体　めっき　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111184010 耐雪型ガードレール部材 ビーム補強金具 Ａ （Ｕボルト）Ｍ１６×１８５×１５８ｍｍ めっき ガードレール　ビーム補強金具 Ａ　Ｕボルト　めっき　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111184015 耐雪型ガードレール部材 ビーム補強金具 Ｂ・Ｃ （本体）６．０×７５．５×３００ｍｍ めっき ガードレール　ビーム補強金具 Ｂ・Ｃ　本体　めっき　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111184020 耐雪型ガードレール部材 ビーム補強金具 Ｂ・Ｃ （Ｕボルト）Ｍ１６×１６０×１３２ｍｍ めっき ガードレール　ビーム補強金具 Ｂ・Ｃ　Ｕボルト　めっき　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111183220 耐雪型ガードレール部材 ビーム取付用ボルト・ナット ＳＢ・ＳＣ共通 Ｍ２０×４０ｍｍ めっき ガードレール　ボルト・ナット ＳＢ・ＳＣ共通　めっき　耐雪 組 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111183215 耐雪型ガードレール部材 ビーム取付用ボルト・ナット Ａ・Ｂ・Ｃ共通 Ｍ１６×３５ｍｍ めっき ガードレール　ボルト・ナット Ａ・Ｂ・Ｃ共通　めっき　耐雪 組 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111183205 耐雪型ガードレール部材 取付ボルト ＳＢ・Ａ Ｍ２０×１７０ｍｍ めっき ガードレール　取付ボルト ＳＢ・Ａ　めっき　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードレール部材 1111183206 耐雪型ガードレール部材 取付ボルト ＳＣ Ｍ２０×１８０ｍｍ めっき ガードレール　取付ボルト ＳＣ　めっき　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール部材 1111183210 耐雪型ガードレール部材 取付ボルト Ｂ・Ｃ Ｍ２０×１４５ｍｍ めっき ガードレール　取付ボルト Ｂ・Ｃ　めっき　耐雪 本 240 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171066 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ 直径１８ｍｍ×条数５ ケーブル めっき ガードケーブル　土中用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172002 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172066 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173002 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173066 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174002 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174066 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175002 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＡ２６Ｅアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175066 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＡ２６Ｅアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176066 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　土中用 Ｇｃ－Ａ２－６Ｅ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171068 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ 直径１８ｍｍ×条数５ ケーブル めっき ガードケーブル　土中用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172004 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172068 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173004 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173068 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174004 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードケーブル 1111174068 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175004 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＡ３５Ｅアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175068 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＡ３５Ｅアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176068 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　土中用 Ｇｃ－Ａ３－５Ｅ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171070 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ 直径１８ｍｍ×条数５ ケーブル めっき ガードケーブル　土中用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172006 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172070 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173006 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173070 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174006 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174070 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175006 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＡ４４Ｅアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175070 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＡ４４Ｅアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176070 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　土中用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｅ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171072 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 直径１８ｍｍ×条数５ ケーブル めっき ガードケーブル　土中用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172008 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172072 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173008 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードケーブル 1111173072 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174008 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174072 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175008 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＡ５３Ｅアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175072 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＡ５３Ｅアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176072 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　土中用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｅ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171074 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ 直径１８ｍｍ×条数４ ケーブル めっき ガードケーブル　土中用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172010 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172074 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173010 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173074 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174010 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174074 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175010 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＢ２６Ｅアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175074 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＢ２６Ｅアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176074 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　土中用 Ｇｃ－Ｂ２－６Ｅ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171076 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ 直径１８ｍｍ×条数４ ケーブル めっき ガードケーブル　土中用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172012 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードケーブル 1111172076 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173012 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173076 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174012 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174076 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175012 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＢ３５Ｅアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175076 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＢ３５Ｅアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176076 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　土中用 Ｇｃ－Ｂ３－５Ｅ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171078 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ 直径１８ｍｍ×条数４ ケーブル めっき ガードケーブル　土中用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172014 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172078 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173014 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173078 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174014 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174078 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175014 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＢ４４Ｅアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175078 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＢ４４Ｅアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176078 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　土中用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｅ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

472 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号
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耐雪型ガードケーブル 1111171080 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 直径１８ｍｍ×条数４ ケーブル めっき ガードケーブル　土中用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172016 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172080 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173016 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173080 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174016 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174080 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175016 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＢ５３Ｅアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175080 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＢ５３Ｅアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176080 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　土中用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｅ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171082 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ 直径１８ｍｍ×条数３ ケーブル めっき ガードケーブル　土中用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172018 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172082 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173018 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173082 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174018 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174082 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175018 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＣ２６Ｅアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードケーブル 1111175082 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＣ２６Ｅアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176082 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　土中用 Ｇｃ－Ｃ２－６Ｅ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171084 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ 直径１８ｍｍ×条数３ ケーブル めっき ガードケーブル　土中用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172020 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172084 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173020 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173084 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174020 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174084 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175020 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＣ３５Ｅアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175084 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＣ３５Ｅアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176084 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　土中用 Ｇｃ－Ｃ３－５Ｅ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171086 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ 直径１８ｍｍ×条数３ ケーブル めっき ガードケーブル　土中用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172022 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172086 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173022 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173086 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174022 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵
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帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

耐雪型ガードケーブル 1111174086 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175022 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＣ４４Ｅアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175086 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＣ４４Ｅアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176086 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　土中用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｅ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171088 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 直径１８ｍｍ×条数３ ケーブル めっき ガードケーブル　土中用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172024 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172088 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173024 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173088 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174024 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174088 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175024 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＣ５３Ｅアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175088 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　土中用 ＧｃＣ５３Ｅアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176088 耐雪型ガードケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　土中用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｅ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171098 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ 直径１８ｍｍ×条数５ ケーブル めっき ガードケーブル　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172034 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172098 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173034 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵
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【建設物価・Web建設物価】2022年03月号
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耐雪型ガードケーブル 1111173098 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174034 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174098 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175034 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＡ２４Ｂアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175098 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＡ２４Ｂアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176098 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ２－４Ｂ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171100 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ 直径１８ｍｍ×条数５ ケーブル めっき ガードケーブル　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172036 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172100 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173036 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173100 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174036 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174100 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175036 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＡ３４Ｂアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175100 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＡ３４Ｂアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176100 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ３－４Ｂ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171102 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ 直径１８ｍｍ×条数５ ケーブル めっき ガードケーブル　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172038 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードケーブル 1111172102 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173038 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173102 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174038 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174102 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175038 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＡ４４Ｂアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175102 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＡ４４Ｂアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176102 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ４－４Ｂ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171104 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 直径１８ｍｍ×条数５ ケーブル めっき ガードケーブル　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172040 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172104 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173040 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173104 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174040 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174104 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175040 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＡ５３Ｂアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175104 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＡ５３Ｂアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176104 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　ＣＯ用 Ｇｃ－Ａ５－３Ｂ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードケーブル 1111171106 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ 直径１８ｍｍ×条数４ ケーブル めっき ガードケーブル　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172042 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172106 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173042 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173106 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174042 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174106 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175042 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＢ２４Ｂアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175106 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＢ２４Ｂアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176106 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ２－４Ｂ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171108 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ 直径１８ｍｍ×条数４ ケーブル めっき ガードケーブル　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172044 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172108 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173044 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173108 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174044 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174108 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175044 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＢ３４Ｂアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードケーブル 1111175108 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＢ３４Ｂアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176108 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ３－４Ｂ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171110 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ 直径１８ｍｍ×条数４ ケーブル めっき ガードケーブル　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172046 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172110 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173046 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173110 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174046 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174110 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175046 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＢ４４Ｂアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175110 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＢ４４Ｂアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176110 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ４－４Ｂ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171112 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 直径１８ｍｍ×条数４ ケーブル めっき ガードケーブル　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172048 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172112 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173048 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173112 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174048 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードケーブル 1111174112 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175048 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＢ５３Ｂアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175112 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＢ５３Ｂアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176112 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｂ５－３Ｂ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171114 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ 直径１８ｍｍ×条数３ ケーブル めっき ガードケーブル　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172050 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172114 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173050 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173114 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174050 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174114 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175050 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＣ２４Ｂアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175114 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＣ２４Ｂアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176114 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ２－４Ｂ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171116 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ 直径１８ｍｍ×条数３ ケーブル めっき ガードケーブル　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172052 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172116 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173052 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵
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帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

耐雪型ガードケーブル 1111173116 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174052 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174116 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175052 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＣ３４Ｂアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175116 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＣ３４Ｂアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176116 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ３－４Ｂ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171118 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ 直径１８ｍｍ×条数３ ケーブル めっき ガードケーブル　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172054 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172118 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173054 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173118 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174054 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174118 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175054 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＣ４４Ｂアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175118 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＣ４４Ｂアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176118 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ４－４Ｂ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111171120 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 直径１８ｍｍ×条数３ ケーブル めっき ガードケーブル　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111172056 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵
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帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

耐雪型ガードケーブル 1111172120 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 中間支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル中間支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173056 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む 塗装 ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111173120 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 端末補助支柱 ブラケット・ボルト・ナット含む めっき ガードケーブル補助支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174056 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ埋込塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111174120 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 端末支柱（埋込） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ埋込めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175056 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む 塗装 ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＣ５３Ｂアンカー塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111175120 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 端末支柱（アンカー） 索端金具含む めっき ガードケーブル端末支柱　ＣＯ用 ＧｃＣ５３Ｂアンカーめっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル 1111176120 耐雪型ガードケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ 間隔保持材 めっき ガードケーブル間隔保持　ＣＯ用 Ｇｃ－Ｃ５－３Ｂ　めっき 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190205 耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（土中用） Ａ ４．５×１３９．８×２，６５０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間・端末支柱 土中用　Ａ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190210 耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（土中用） Ｂ ４．５×１１４．３×２，３７０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間・端末支柱 土中用　Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190215 耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（土中用） Ｃ ４．５×１１４．３×２，１４０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間・端末支柱 土中用　Ｃ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190225 耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（コンクリート用） Ａ ４．５×１３９．８×１，４００ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間・端末支柱 コンクリート用　Ａ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190230 耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（コンクリート用） Ｂ ４．５×１１４．３×１，２７０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間・端末支柱 コンクリート用　Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190235 耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（コンクリート用） Ｃ ４．５×１１４．３×１，１４０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間・端末支柱 コンクリート用　Ｃ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190605 耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ａ（埋込式） ５．０×１６５．２×１，５００ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 埋込　Ａ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190610 耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，３２０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 埋込　Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190615 耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，１４０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 埋込　Ｃ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190625 耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ａ（アンカー式） ５．０×１６５．２×１，０２８ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 Ａ（アンカー式）　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードケーブル部材 1111190630 耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ（アンカー式） ４．５×１１４．３×９０２ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 Ｂ（アンカー式）　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190635 耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ（アンカー式） ４．５×１１４．３×７７２ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 Ｃ（アンカー式）　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111192605 耐雪型ガードケーブル部材 中間端末支柱 Ｂ デルタ型　５．０×１６５．２×１，５２０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間端末支柱 Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111192610 耐雪型ガードケーブル部材 中間端末支柱 Ｃ デルタ型　４．５×１３９．８×１，３５０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間端末支柱 Ｃ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190645 耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ デルタ型　５．０×１６５．２×１，５２０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 Ｂ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190650 耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ デルタ型　４．５×１３９．８×１，３５０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 Ｃ　塗装　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190405 耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（土中用） Ａ ４．５×１３９．８×２，６５０ｍｍ めっき ガードケーブル　中間・端末支柱 土中用　Ａ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190410 耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（土中用） Ｂ ４．５×１１４．３×２，３７０ｍｍ めっき ガードケーブル　中間・端末支柱 土中用　Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190415 耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（土中用） Ｃ ４．５×１１４．３×２，１４０ｍｍ めっき ガードケーブル　中間・端末支柱 土中用　Ｃ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190425
耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（コンクリート用） Ａ ４．５×１３９．８×１，４００ｍｍ めっ
き

ガードケーブル　中間・端末支柱 コンクリート用　Ａ　めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190430
耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（コンクリート用） Ｂ ４．５×１１４．３×１，２７０ｍｍ めっ
き

ガードケーブル　中間・端末支柱 コンクリート用　Ｂ　めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190435
耐雪型ガードケーブル部材 中間・端末部補助支柱（コンクリート用） Ｃ ４．５×１１４．３×１，１４０ｍｍ めっ
き

ガードケーブル　中間・端末支柱 コンクリート用　Ｃ　めっき耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190805 耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ａ（埋込式） ５．０×１６５．２×１，５００ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 埋込　Ａ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190810 耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，３２０ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 埋込　Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190815 耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，１４０ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 埋込　Ｃ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190825 耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ａ（アンカー式） ５．０×１６５．２×１，０２８ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 Ａ（アンカー式）　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190830 耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ（アンカー式） ４．５×１１４．３×９０２ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 Ｂ（アンカー式）　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190835 耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ（アンカー式） ４．５×１１４．３×７７２ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 Ｃ（アンカー式）　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードケーブル部材 1111192805 耐雪型ガードケーブル部材 中間端末支柱 Ｂ デルタ型　５．０×１６５．２×１，５２０ｍｍ めっき ガードケーブル　中間端末支柱 Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111192810 耐雪型ガードケーブル部材 中間端末支柱 Ｃ デルタ型　４．５×１３９．８×１，３５０ｍｍ めっき ガードケーブル　中間端末支柱 Ｃ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190845 耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂ デルタ型　５．０×１６５．２×１，５２０ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111190850 耐雪型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｃ デルタ型　４．５×１３９．８×１，３５０ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 Ｃ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111191205 耐雪型ガードケーブル部材 ケーブル 共通（φ１８） 厚めっき　３００ｇ／ｍ２以上 めっき ガードケーブル　ケーブル 共通　径１８　めっき　耐雪 ｍ 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111193205 耐雪型ガードケーブル部材 間隔保持材 Ａ ３．２×６０．５×６２０ｍｍ めっき ガードケーブル　間隔保持材 Ａ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111193210 耐雪型ガードケーブル部材 間隔保持材 Ｂ ３．２×６０．５×４９０ｍｍ めっき ガードケーブル　間隔保持材 Ｂ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111193215 耐雪型ガードケーブル部材 間隔保持材 Ｃ ３．２×６０．５×３６０ｍｍ めっき ガードケーブル　間隔保持材 Ｃ　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111191605 耐雪型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・ピン含む） Ａ ４．５×２２５×６８０ｍｍ めっき ガードケーブル　ブラケット Ａ　めっき　耐雪 個 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111191610 耐雪型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・ピン含む） Ｂ ４．５×２１２×５５０ｍｍ めっき ガードケーブル　ブラケット Ｂ　めっき　耐雪 個 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111191615 耐雪型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・ピン含む） Ｃ ４．５×２１２×４２０ｍｍ めっき ガードケーブル　ブラケット Ｃ　めっき　耐雪 個 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111192005 耐雪型ガードケーブル部材 索端金具 Ａ種用 φ２５×１，２００ｍｍ めっき ガードケーブル　索端金具 Ａ種　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111192010 耐雪型ガードケーブル部材 索端金具 Ｂ種用 φ２５×１，０００ｍｍ めっき ガードケーブル　索端金具 Ｂ種　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111192015 耐雪型ガードケーブル部材 索端金具 Ｃ種用 φ２５×８００ｍｍ めっき ガードケーブル　索端金具 Ｃ種　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111192020 耐雪型ガードケーブル部材 索端金具 ケーブル接続用 ６１×２３０ｍｍ めっき ガードケーブル　索端金具 ケーブル接続用　めっき　耐雪 本 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111192405 耐雪型ガードケーブル部材 アンカーボルト Ａ種 ３８×６３０ｍｍ　６本 めっき ガードケーブル　アンカーボルト Ａ種　めっき　耐雪 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードケーブル部材 1111192410 耐雪型ガードケーブル部材 アンカーボルト Ｂ種・Ｃ種 ２８×６００ｍｍ　６本 めっき ガードケーブル　アンカーボルト Ｂ・Ｃ種　めっき　耐雪 組 241 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201106 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ 塗装 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードパイプ 1111201108 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ 塗装 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201113 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４塗装焦茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201138 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４　塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201140 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ４塗装焦茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201114 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ 塗装 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201116 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ 塗装 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201122 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ３塗装焦茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201124 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ３　塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201126 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ４塗装焦茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201128 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ４　塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201130 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｅ 塗装 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｅ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201132 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ２－１Ｅ 塗装 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｃ２－１Ｅ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201142 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ３塗装焦茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201144 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ３　塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201146 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ４塗装焦茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201148 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ４　塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202106 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ 塗装 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202108 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ 塗装 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードパイプ 1111202113 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ４　塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202138 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ４　塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202140 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ４塗装焦茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202114 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ 塗装 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202116 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ 塗装 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202122 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ３　塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202124 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ３　塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202126 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ４　塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202128 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ４　塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202130 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｂ 塗装 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｂ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202132 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ２－１Ｂ 塗装 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ２－１Ｂ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202142 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ３　塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202144 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ３　塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202146 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ４　塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202148 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ４　塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201206 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201208 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201213 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードパイプ 1111201238 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201240 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ４　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201214 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201216 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201222 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ３ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ３　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201224 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ３ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ３　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201226 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ４　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201228 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ４　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202206 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202208 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202213 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ４　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202238 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ４　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202240 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ４　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202214 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202216 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202222 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ３ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ３　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202224 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ３ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ３　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202226 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ４　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードパイプ 1111202228 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ４　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203106 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ 塗装 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203108 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ 塗装 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203113 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 ＧｐＡｐ２－２．５Ｅ４塗装焦茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203138 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203140 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 ＧｐＡｐ４－１．５Ｅ４塗装焦茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203114 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ 塗装 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203116 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ 塗装 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203122 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 ＧｐＢｐ２－２．５Ｅ３塗装焦茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203124 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ３塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203126 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 ＧｐＢｐ２－２．５Ｅ４塗装焦茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203128 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ４塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203130 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｅ 塗装 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｅ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203132 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｅ 塗装 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｅ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203142 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 ＧｐＣｐ２－２．５Ｅ３塗装焦茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203144 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ３塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203146 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 ＧｐＣｐ２－２．５Ｅ４塗装焦茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203148 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ４塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードパイプ 1111204106 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ 塗装 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204108 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ 塗装 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204113 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ２－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ２－２Ｂ４塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204138 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｂ４塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204140 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ ＧｐＡｐ４－１．５Ｂ４塗装焦茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204114 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ 塗装 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204116 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ 塗装 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204122 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ３塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204124 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ３塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204126 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ４塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204128 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ４塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204130 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｂ 塗装 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｂ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204132 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｂ 塗装 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｂ　塗装 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204142 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ３塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204144 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ３塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204146 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ４塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204148 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ４ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ４塗装焦げ茶 ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203206 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードパイプ 1111203208 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203213 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203238 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203240 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｅ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｅ４めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203214 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203216 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203222 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ３ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ３めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203224 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ３ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ３　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203226 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ４めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203228 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ４　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204206 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204208 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204213 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ２－２Ｂ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ２－２Ｂ４　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204238 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｂ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｂ４　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204240 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｂ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ４－１．５Ｂ４めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204214 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204216 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204222 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ３ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ３　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードパイプ 1111204224 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ３ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ３　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204226 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ４　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204228 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ４ めっき 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ４　めっき ｍ 242 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111210202 耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×２，０００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビームパイプ耐雪 Ａ・Ａｐ　３．８×２０００塗装 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111210204 耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×１，０００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビームパイプ耐雪 Ａ・Ａｐ　３．８×１０００塗装 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111210206 耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×２，０００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビームパイプ耐雪 Ｂ・Ｂｐ　３．２×２０００塗装 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111210208 耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×１，０００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビームパイプ耐雪 Ｂ・Ｂｐ　３．２×１０００塗装 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111210210 耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｃ・Ｃｐ ２．４×４８．６×１，５００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビームパイプ耐雪 Ｃ・Ｃｐ　２．４×１５００塗装 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111210212 耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｃ・Ｃｐ ２．４×４８．６×１，０００ｍｍ 塗装 ガードパイプ　ビームパイプ耐雪 Ｃ・Ｃｐ　２．４×１０００塗装 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111211002
耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ａ１－２Ｅ・Ａｐ１－２Ｅ　Ａ２－１Ｅ・Ａｐ２－１Ｅ ４．５×１３９．８×２，４７
５ｍｍ 塗装

ガードパイプ　支柱　塗装　耐雪 Ａ・Ａｐ１－２Ｅ・２－１Ｅ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111211004
耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ１－２Ｅ・Ｂｐ１－２Ｅ　Ｂ２－１Ｅ・Ｂｐ２－１Ｅ ４．５×１１４．３×２，３０
０ｍｍ 塗装

ガードパイプ　支柱　塗装　耐雪 Ｂ・Ｂｐ１－２Ｅ・２－１Ｅ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111211006
耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ｃ１－１．５Ｅ・Ｃｐ１－１．５Ｅ　Ｃ２－１Ｅ・Ｃｐ２－１Ｅ ４．５×１１４．３×
２，２００ｍｍ 塗装

ガードパイプ　支柱　塗装　耐雪 Ｃ・Ｃｐ１－１．５Ｅ・２－１Ｅ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111211008
耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ａ１－２Ｂ・Ａｐ１－２Ｂ　Ａ２－１Ｂ・Ａｐ２－１Ｂ ４．５×１３９．８×１，２２
５ｍｍ 塗装

ガードパイプ　支柱　塗装　耐雪 Ａ・Ａｐ１－２Ｂ・２－１Ｂ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111211010
耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ１－２Ｂ・Ｂｐ１－２Ｂ　Ｂ２－１Ｂ・Ｂｐ２－１Ｂ ４．５×１１４．３×１，２０
０ｍｍ 塗装

ガードパイプ　支柱　塗装　耐雪 Ｂ・Ｂｐ１－２Ｂ・２－１Ｂ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111211012
耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ｃ１－１．５Ｂ・Ｃｐ１－１．５Ｂ　Ｃ２－１Ｂ・Ｃｐ２－１Ｂ ４．５×１１４．３×
１，２００ｍｍ 塗装

ガードパイプ　支柱　塗装　耐雪 Ｃ・Ｃｐ１－１．５Ｂ・２－１Ｂ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111212202 耐雪型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ａ種 ５．０×５１×３２４ｍｍ 塗装 ガードパイプ　インナースリーブ Ａ種　５×５１×３２４塗装耐雪 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111212204 耐雪型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ｂ種 ４．３×４０×２６４ｍｍ 塗装 ガードパイプ　インナースリーブ Ｂ種　４．３×４０　塗装　耐雪 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111212206 耐雪型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ｃ種 ３．０×４２×２６４ｍｍ 塗装 ガードパイプ　インナースリーブ Ｃ種　３×４２×２６４塗装耐雪 本 243 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードパイプ部材 1111211402 耐雪型ガードパイプ部材 接合部ブラケット Ａ種 ３．２×６０．５×６０×９０ｍｍ 塗装 ガードパイプ　接合部ブラケット Ａ種　塗装　耐雪 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111211404 耐雪型ガードパイプ部材 接合部ブラケット Ｂ種・Ｃ種 ３．２×４８．６×６０×８０ｍｍ 塗装 ガードパイプ　接合部ブラケット Ｂ種・Ｃ種　塗装　耐雪 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111211802 耐雪型ガードパイプ部材 ブラケット補強金具 Ａ種 ４．５×３５×４０×５２ｍｍ 塗装 ガードパイプブラケット補強金具 Ａ種　塗装　耐雪 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111211804 耐雪型ガードパイプ部材 ブラケット補強金具 Ｂ種・Ｃ種 ４．５×３５×３７×４０ｍｍ 塗装 ガードパイプブラケット補強金具 Ｂ種・Ｃ種　塗装　耐雪 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111210602 耐雪型ガードパイプ部材 袖ビーム Ａ種 ５．０×５１×２５９．３ｍｍ 塗装 ガードパイプ　袖ビーム　耐雪 Ａ種　塗装 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111210604 耐雪型ガードパイプ部材 袖ビーム Ｂ種 ４．３×４０×２２３．３ｍｍ 塗装 ガードパイプ　袖ビーム　耐雪 Ｂ種　塗装 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111210606 耐雪型ガードパイプ部材 袖ビーム Ｃ種 ３．０×４２×２２３．３ｍｍ 塗装 ガードパイプ　袖ビーム　耐雪 Ｃ種　塗装 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111212602 耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット Ａ種 Ｍ１６×８０ｍｍ 塗装 ガードパイプボルト・ナット耐雪 Ａ種　Ｍ１６×８０ｍｍ　塗装 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111212604 耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット Ｂ種・Ｃ種 Ｍ１４×７０ｍｍ 塗装 ガードパイプボルト・ナット耐雪 Ｂ種・Ｃ種Ｍ１４×７０ｍｍ塗装 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111212606 耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット Ａ種 Ｍ１６×１６５ｍｍ 塗装 ガードパイプボルト・ナット耐雪 Ａ種　Ｍ１６×１６５ｍｍ　塗装 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111212608 耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット Ｂ種・Ｃ種 Ｍ１６×１４０ｍｍ 塗装 ガードパイプボルト・ナット耐雪 Ｂ・Ｃ種Ｍ１６×１４０ｍｍ塗装 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111210402 耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×２，０００ｍｍ めっき ガードパイプ　ビームパイプ耐雪 Ａ・Ａｐ３．８×２０００めっき 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111210404 耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ａ・Ａｐ ３．８×６０．５×１，０００ｍｍ めっき ガードパイプ　ビームパイプ耐雪 Ａ・Ａｐ３．８×１０００めっき 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111210406 耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×２，０００ｍｍ めっき ガードパイプ　ビームパイプ耐雪 Ｂ・Ｂｐ３．２×２０００めっき 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111210408 耐雪型ガードパイプ部材 ビームパイプ Ｂ・Ｂｐ ３．２×４８．６×１，０００ｍｍ めっき ガードパイプ　ビームパイプ耐雪 Ｂ・Ｂｐ３．２×１０００めっき 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111211202
耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ａ１－２Ｅ・Ａｐ１－２Ｅ　Ａ２－１Ｅ・Ａｐ２－１Ｅ ４．５×１３９．８×２，４７
５ｍｍ めっき

ガードパイプ　支柱　めっき耐雪 Ａ・Ａｐ１－２Ｅ・２－１Ｅ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111211204
耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ１－２Ｅ・Ｂｐ１－２Ｅ　Ｂ２－１Ｅ・Ｂｐ２－１Ｅ ４．５×１１４．３×２，３０
０ｍｍ めっき

ガードパイプ　支柱　めっき耐雪 Ｂ・Ｂｐ１－２Ｅ・２－１Ｅ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111211208
耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ａ１－２Ｂ・Ａｐ１－２Ｂ　Ａ２－１Ｂ・Ａｐ２－１Ｂ ４．５×１３９．８×１，２２
５ｍｍ めっき

ガードパイプ　支柱　めっき耐雪 Ａ・Ａｐ１－２Ｂ・２－１Ｂ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードパイプ部材 1111211210
耐雪型ガードパイプ部材 支柱 Ｂ１－２Ｂ・Ｂｐ１－２Ｂ　Ｂ２－１Ｂ・Ｂｐ２－１Ｂ ４．５×１１４．３×１，２０
０ｍｍ めっき

ガードパイプ　支柱　めっき耐雪 Ｂ・Ｂｐ１－２Ｂ・２－１Ｂ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111212402 耐雪型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ａ種 ５．０×５１×３２４ｍｍ めっき ガードパイプ　インナースリーブ Ａ種５×５１×３２４めっき耐雪 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111212404 耐雪型ガードパイプ部材 インナースリーブ Ｂ種 ４．３×４０×２６４ｍｍ めっき ガードパイプ　インナースリーブ Ｂ種　４．３×４０　めっき耐雪 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111211602 耐雪型ガードパイプ部材 接合部ブラケット Ａ種 ３．２×６０．５×６０×９０ｍｍ めっき ガードパイプ　接合部ブラケット Ａ種　めっき　耐雪 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111211604 耐雪型ガードパイプ部材 接合部ブラケット Ｂ種・Ｃ種 ３．２×４８．６×６０×８０ｍｍ めっき ガードパイプ　接合部ブラケット Ｂ種・Ｃ種　めっき　耐雪 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111212002 耐雪型ガードパイプ部材 ブラケット補強金具 Ａ種 ４．５×３５×４０×５２ｍｍ めっき ガードパイプブラケット補強金具 Ａ種　めっき　耐雪 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111212004 耐雪型ガードパイプ部材 ブラケット補強金具 Ｂ種・Ｃ種 ４．５×３５×３７×４０ｍｍ めっき ガードパイプブラケット補強金具 Ｂ種・Ｃ種　めっき　耐雪 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111210802 耐雪型ガードパイプ部材 袖ビーム Ａ種 ５．０×５１×２５９．３ｍｍ めっき ガードパイプ　袖ビーム　耐雪 Ａ種　めっき 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111210804 耐雪型ガードパイプ部材 袖ビーム Ｂ種 ４．３×４０×２２３．３ｍｍ めっき ガードパイプ　袖ビーム　耐雪 Ｂ種　めっき 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111212802 耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット Ａ種 Ｍ１６×８０ｍｍ めっき ガードパイプボルト・ナット耐雪 Ａ種　Ｍ１６×８０ｍｍ　めっき 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111212804 耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット Ｂ種・Ｃ種 Ｍ１４×７０ｍｍ めっき ガードパイプボルト・ナット耐雪 Ｂ・Ｃ種Ｍ１４×７０ｍｍめっき 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111212806 耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット Ａ種 Ｍ１６×１６５ｍｍ めっき ガードパイプボルト・ナット耐雪 Ａ種　Ｍ１６×１６５ｍｍめっき 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ部材 1111212808 耐雪型ガードパイプ部材 ボルト・ナット Ｂ種・Ｃ種 Ｍ１６×１４０ｍｍ めっき ガードパイプボルト・ナット耐雪 Ｂ・Ｃ種　Ｍ１６×１４０めっき 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

ガードレール関連製品―ブランド品― 1111150201 ガードレール関連製品 鋼管膨張型ＧＰＲ鋼管（高耐食めっき） φ１３９．８ｍｍ×長５００ｍｍ ケー・エフ・シー 鋼管膨張型ＧＰＲ鋼管 径１３９．８ｍｍ　ＫＦＣ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

ガードレール関連製品―ブランド品― 1111150202 ガードレール関連製品 鋼管膨張型ＧＰＲ鋼管（高耐食めっき） φ１１４．３ｍｍ×長５００ｍｍ ケー・エフ・シー 鋼管膨張型ＧＰＲ鋼管 径１１４．３ｍｍ　ＫＦＣ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

ガードレール関連製品―ブランド品― 1111150208
ガードレール関連製品 取替用支柱（高耐食めっき） φ１３９．８ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ×長２，５００ｍｍ ケー・エ
フ・シー

取替用支柱 径１３９．８ｍｍ　ＫＦＣ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

ガードレール関連製品―ブランド品― 1111150210
ガードレール関連製品 取替用支柱（高耐食めっき） φ１１４．３ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ×長２，２５０ｍｍ ケー・エ
フ・シー

取替用支柱 径１１４．３ｍｍ　ＫＦＣ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

ガードレール関連製品―ブランド品― 1111150204 ガードレール関連製品 樹脂キャップ φ１３９．８ｍｍ用 ケー・エフ・シー 樹脂キャップ 径１３９．８ｍｍ用　ＫＦＣ 個 243 ○ ○ 1111 防護柵
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ガードレール関連製品―ブランド品― 1111150206 ガードレール関連製品 樹脂キャップ φ１１４．３ｍｍ用 ケー・エフ・シー 樹脂キャップ 径１１４．３ｍｍ用　ＫＦＣ 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

ガードレール関連製品―ブランド品― 1111150401 ガードレール関連製品 リーフキャップ（再生フッ素樹脂） φ１３９．８ｍｍ用　無着色（白） Ｇテクノ リーフキャップ 径１３９．８ｍｍ無着色Ｇテクノ 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

ガードレール関連製品―ブランド品― 1111150402 ガードレール関連製品 リーフキャップ（再生フッ素樹脂） φ１１４．３ｍｍ用　無着色（白） Ｇテクノ リーフキャップ 径１１４．３ｍｍ無着色Ｇテクノ 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

ガードレール関連製品―ブランド品― 1111150403 ガードレール関連製品 リーフキャップ（再生フッ素樹脂） φ１３９．８ｍｍ用　着色（ダークブラウン） Ｇテクノ リーフキャップ 径１３９．８ｍｍ用着色Ｇテクノ 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

ガードレール関連製品―ブランド品― 1111150404 ガードレール関連製品 リーフキャップ（再生フッ素樹脂） φ１１４．３ｍｍ用　着色（ダークブラウン） Ｇテクノ リーフキャップ 径１１４．３ｍｍ用着色Ｇテクノ 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

ガードレール関連製品―ブランド品― 1111150301 ガードレール関連製品 セイフティスリーブ ＳＶ－１ 高３６０ｍｍ×幅２２０ｍｍ　補強鉄板入り 積水樹脂 セイフティスリーブ ＳＶ－１　積水樹脂 枚 243 ○ ○ 1111 防護柵

ガードレール関連製品―ブランド品― 1111150101 ガードレール関連製品 ガードネット ＳＧＮ－４－２ＡＰ 高４２５ｍｍ×幅２，０００ｍｍ用 瀬戸内金網商工 ガードネット ＳＧＮ４－２ＡＰ瀬戸内金網商工 ｍ 243 ○ ○ 1111 防護柵

ガードレール関連製品―ブランド品― 1111150102 ガードレール関連製品 ガードネット ＳＧＮ－１－２ＡＰ 高４２５ｍｍ×幅２，０００ｍｍ用 瀬戸内金網商工 ガードネット ＳＧＮ１－２ＡＰ瀬戸内金網商工 ｍ 243 ○ ○ 1111 防護柵

ガードレール関連製品―ブランド品― 1111150104 ガードレール関連製品 ガードネット ＳＧＮ－４－４ＡＰ 高４２５ｍｍ×幅４，０００ｍｍ用 瀬戸内金網商工 ガードネット ＳＧＮ４－４ＡＰ瀬戸内金網商工 ｍ 243 ○ ○ 1111 防護柵

ガードレール関連製品―ブランド品― 1111150103 ガードレール関連製品 ガードネット ＳＧＮ－１－４ＡＰ 高４２５ｍｍ×幅４，０００ｍｍ用 瀬戸内金網商工 ガードネット ＳＧＮ１－４ＡＰ瀬戸内金網商工 ｍ 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111221002
ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 端末支柱（鋼管基礎用） 外径φ８９．１×肉厚４．２×長１，４３０ｍｍ ＨＤＺ５
５　ボルト含

ＬＤ柵　端末支柱（鋼管基礎用） ８９．１×４．２×１４３０ｍｍ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111221004
ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 端末支柱（Ｃｏ基礎用） 外径φ８９．１×肉厚４．２×長１，０３０ｍｍ ＨＤＺ５
５　ボルト含

ＬＤ柵　端末支柱（Ｃｏ基礎用） ８９．１×４．２×１０３０ｍｍ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111221006 ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 中間支柱 外径φ８９．１×肉厚４．２×長１，４３０ｍｍ ＨＤＺ５５ ＬＤ柵　中間支柱 ８９．１×４．２×１４３０ｍｍ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111221008
ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 橋梁部支柱（中小橋梁部用） 外径φ８９．１×肉厚４．２×長１，０３０ｍｍ ＨＤ
Ｚ５５　プレート式

ＬＤ柵橋梁部支柱　中小橋梁部用 ８９．１×４．２×１０３０ｍｍ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111221502 ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 鋼管杭 外径φ１６５．２×肉厚５．０×長２，６００ｍｍ ＨＤＺ５５ ＬＤ柵　鋼管杭 １６５．２×５×２６００ｍｍ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111221504 ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 端末金具用固定ボルト 径Ｍ１６×長６５ｍｍ ＨＤＺ３５ ＬＤ柵　端末金具用固定ボルト Ｍ１６×６５ｍｍ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111221506 ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 端末金具（鋼管基礎用） 厚１６×長２５０×２５０ｍｍ ＨＤＺ５５ ＬＤ柵　端末金具（鋼管基礎用） １６×２５０×２５０ｍｍ 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111221508 ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 端末金具（Ｃｏ基礎用） 厚９×長２１０×１３０ｍｍ ＨＤＺ５５ ＬＤ柵　端末金具（Ｃｏ基礎用） ９×２１０×１３０ｍｍ 個 243 ○ ○ 1111 防護柵
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ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111222002 ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） ワイヤロープ ３×７　Ｇ／Ｏ　φ１８ ５条　厚めっき３００ｇ／ｍ２ ＬＤ柵　ワイヤロープ ３×７　Ｇ／Ｏ　径１８ ｍ 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111222502 ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 端末支柱用間隔材 φ６０．５×３．２×１１０ｍｍ ＨＤＺ３５ ＬＤ柵　端末支柱用間隔材 ６０．５×３．２×１１０ｍｍ 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111222504 ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 中間支柱用間隔材 ４０×９０ｍｍ ポリエチレン ＬＤ柵　中間支柱用間隔材 ４０×９０ｍｍ 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111222506 ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） ストラップ 径φ１０１．６×厚１．５×長１５ｍｍ ＳＵＳ３０４ ＬＤ柵　ストラップ １０１．６×１．５×１５ｍｍ 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111222508 ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） キャップ 径φ９７．０×厚３．０×長９０ｍｍ ポリエチレン ＬＤ柵　キャップ ９７×３×９０ｍｍ 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111222510 ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） スリーブ 径φ１１４．３×厚４．５×長３９５ｍｍ ＨＤＺ５５ ＬＤ柵　スリーブ １１４．３×４．５×３９５ｍｍ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111222512 ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） スリーブ 径φ１１４．３×厚４．５×長７００ｍｍ ＨＤＺ５５ ＬＤ柵　スリーブ １１４．３×４．５×７００ｍｍ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111222514 ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） スリーブカバー 径φ１５０．０×厚３．０×長１００ｍｍ ポリエチレン ＬＤ柵　スリーブカバー １５０×３×１００ｍｍ 個 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111222516 ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） ターンバックル 径Ｍ２５・Ｗ１×長３５０ｍｍ ＨＤＺ３５ ＬＤ柵　ターンバックル Ｍ２５・１×３５０ｍｍ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111222518 ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 索端金具（Ｒ・Ｌ） 径Ｍ２５・Ｗ１×長５００ｍｍ ＨＤＺ３５ ＬＤ柵　索端金具（Ｒ・Ｌ） Ｍ２５・１×５００ｍｍ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111222520 ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） ジョーボルト 径Ｍ２５・Ｗ１×長１９１ｍｍ ＨＤＺ３５ ＬＤ柵　ジョーボルト Ｍ２５・１×１９１ｍｍ 本 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111222522
ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） アンカーボルト（Ｃｏ基礎用） 径Ｍ２４×長４００ｍｍ ４本　Ｎ・Ｗ含　ＨＤＺ３
５

ＬＤ柵アンカーボルトＣｏ基礎用 Ｍ２４×４００ｍｍ 組 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111222524
ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） アンカーボルト（Ｃｏ基礎用） 径Ｍ１６×長２５０ｍｍ ４本　Ｎ・Ｗ含　ＨＤＺ３
５

ＬＤ柵アンカーボルトＣｏ基礎用 Ｍ１６×２５０ｍｍ 組 243 ○ ○ 1111 防護柵

ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） 1111222526
ワイヤロープ式防護柵（ＬＤ柵） アンカーボルト（中小橋梁部用） Ｄ２５×１００ｍｍ（４０ｍｍ　Ｍ２４ねじ切
り） ４本　Ｎ・Ｗ含　ＨＤＺ３５

ＬＤ柵アンカーボルト中小橋梁部 Ｄ２５×１００ｍｍ 組 243 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111119005
歩道用横断防止柵（標準型） 門型 コンクリート根固め（独立基礎） 厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ×スパン３，０
００ｍｍ ９．７７ｋｇ／ｍ

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 門型　Ｔ３．２×スパン３０００ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111119010
歩道用横断防止柵（標準型） 門型 コンクリート根固め（独立基礎） 厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ×スパン１，５
００ｍｍ １３．３ｋｇ／ｍ

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 門型　Ｔ３．２×スパン１５００ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111119105
歩道用横断防止柵（標準型） ３段ビーム型 土中建込 厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １
１．５ｋｇ／ｍ

歩道用横断防止柵　土中建込 ３段ビーム型　Ｔ２．３ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111119110
歩道用横断防止柵（標準型） ３段ビーム型 コンクリート根固め（独立基礎） 厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパ
ン３，０００ｍｍ １０．４ｋｇ／ｍ

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ３段ビーム型　Ｔ２．３ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵
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歩道用横断防止柵（標準型） 1111119115
歩道用横断防止柵（標準型） ３段ビーム型 コンクリート建込 厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍ
ｍ １０．１ｋｇ／ｍ

歩道用横断防止柵　Ｃ建込 ３段ビーム型　Ｔ２．３ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111119405
歩道用横断防止柵（標準型） パネル型 土中建込 厚２．３ｍｍ×幅５００～５５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １
０．４ｋｇ／ｍ

歩道用横断防止柵　土中建込 パネル型　Ｔ２．３ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111119410
歩道用横断防止柵（標準型） パネル型 コンクリート根固め（独立基礎） 厚２．３ｍｍ×幅５００～５５０ｍｍ×スパ
ン３，０００ｍｍ ９．３８ｋｇ／ｍ

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 パネル型　Ｔ２．３ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111119415
歩道用横断防止柵（標準型） パネル型 コンクリート建込 厚２．３ｍｍ×幅５００～５５０ｍｍ×スパン３，０００ｍ
ｍ ９．０２ｋｇ／ｍ

歩道用横断防止柵　Ｃ建込 パネル型　Ｔ２．３ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111119205
歩道用横断防止柵（標準型） 縦格子型 土中建込 厚２．３ｍｍ×幅６００～６５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １
１．７ｋｇ／ｍ

歩道用横断防止柵　土中建込 縦格子型　Ｔ２．３ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111119210
歩道用横断防止柵（標準型） 縦格子型 コンクリート根固め（独立基礎） 厚２．３ｍｍ×幅６００～６５０ｍｍ×スパ
ン３，０００ｍｍ １０．６ｋｇ／ｍ

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 縦格子型　Ｔ２．３ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111119215
歩道用横断防止柵（標準型） 縦格子型 コンクリート建込 厚２．３ｍｍ×幅６００～６５０ｍｍ×スパン３，０００ｍ
ｍ １０．３ｋｇ／ｍ

歩道用横断防止柵　Ｃ建込 縦格子型　Ｔ２．３ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111119305
歩道用横断防止柵（標準型） ネット型 土中建込 厚２．３ｍｍ×幅４９０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ ９．８９ｋｇ
／ｍ

歩道用横断防止柵　土中建込 ネット型　Ｔ２．３×Ｗ４９０ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111119310
歩道用横断防止柵（標準型） ネット型 コンクリート根固め（独立基礎） 厚２．３ｍｍ×幅４９０ｍｍ×スパン３，０
００ｍｍ ８．８３ｋｇ／ｍ

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ネット型　Ｔ２．３×Ｗ４９０ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111119315
歩道用横断防止柵（標準型） ネット型 コンクリート建込 厚２．３ｍｍ×幅４９０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ ８．
４７ｋｇ／ｍ

歩道用横断防止柵　Ｃ建込 ネット型　Ｔ２．３×Ｗ４９０ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111119320
歩道用横断防止柵（標準型） ネット型 土中建込 厚２．３ｍｍ×幅７００ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １１．３ｋｇ
／ｍ

歩道用横断防止柵　土中建込 ネット型　Ｔ２．３×Ｗ７００ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111119325
歩道用横断防止柵（標準型） ネット型 コンクリート根固め（独立基礎） 厚２．３ｍｍ×幅７００ｍｍ×スパン３，０
００ｍｍ １０．２ｋｇ／ｍ

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ネット型　Ｔ２．３×Ｗ７００ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111119330
歩道用横断防止柵（標準型） ネット型 コンクリート建込 厚２．３ｍｍ×幅７００ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ ９．
８３ｋｇ／ｍ

歩道用横断防止柵　Ｃ建込 ネット型　Ｔ２．３×Ｗ７００ ｍ 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111911002 歩道用横断防止柵・転落防止柵（標準型）エキストラ 標準支柱より長い支柱　１００ｍｍ増毎　加算額 歩道用横断防止柵・転落防止柵 標準支柱より長い支柱　加算額 本 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵（標準型） 1111911004 歩道用横断防止柵・転落防止柵（標準型）エキストラ 支柱曲げ加工　加算額 歩道用横断防止柵・転落防止柵 標準型　支柱曲げ加工　加算額 本 244 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111110245
歩道用横断防止柵 ＰＺ－Ｆ１－８－３Ｃ パネル　幅４５５ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６
０．５ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｃ） １１．５ｋｇ／ｍ 朝日スチール工業

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ＰＺ－Ｆ１－８－３Ｃ　朝日 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111110250
歩道用横断防止柵 ＰＺ－Ｆ１－８－３Ｃ パネル　幅４５５ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６
０．５ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｗ） １１．１ｋｇ／ｍ 朝日スチール工業

歩道用横断防止柵　Ｃ建込 ＰＺ－Ｆ１－８－３Ｃ　朝日 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111110255
歩道用横断防止柵 ＰＺ－Ｋ８００ パネル　幅６５０ｍｍ×スパン２，８９０ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５
ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｃ） ９．８ｋｇ／ｍ 朝日スチール工業

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ＰＺ－Ｋ８００　朝日 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵
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歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111110260
歩道用横断防止柵 ＰＺ－Ｋ８００ パネル　幅６５０ｍｍ×スパン２，８９０ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５
ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｗ） ９．５ｋｇ／ｍ 朝日スチール工業

歩道用横断防止柵　Ｃ建込 ＰＺ－Ｋ８００　朝日 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111116010
歩道用横断防止柵 ＦＡ－０４１０－０８ ビーム　アルミ製　スパン２，０００ｍｍ 縦格子　柵高８００ｍｍ ３．３
ｋｇ／ｍ ＡＡＧエンジニアリング

歩道用横断防止柵 ＦＡ－０４１０－０８　ＡＡＧ ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111112132
歩道用横断防止柵 ＸＴＣ－２０８Ｃ パネル　幅６５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．
５ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｃ） １０．９ｋｇ／ｍ 積水樹脂

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ＸＴＣ－２０８Ｃ　積水 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111112165
歩道用横断防止柵 ＦＸＴＣ－２０８Ｃ パネル　幅６５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６
０．５ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｃ） １０．９ｋｇ／ｍ 積水樹脂

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ＦＸＴＣ－２０８Ｃ　積水 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111112135
歩道用横断防止柵 ＡＰ－１Ｃ パネル　幅５１０ｍｍ×スパン２，８８０ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ
柵高８００ｍｍ（Ｃ） ９．５ｋｇ／ｍ 積水樹脂

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ＡＰ－１Ｃ　積水 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111112140
歩道用横断防止柵 ＡＰ－９Ｃ パネル　幅５１０ｍｍ×スパン２，８８０ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ
柵高８００ｍｍ（Ｃ） ９．１ｋｇ／ｍ 積水樹脂

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ＡＰ－９Ｃ　積水 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111112148
歩道用横断防止柵 ＸＡＣ１１－７３０８Ｃ ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱
厚２．８ｍｍ×外径７６．３ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｃ） １０．１ｋｇ／ｍ 積水樹脂

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ＸＡＣ１１－７３０８Ｃ　積水 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111112150
歩道用横断防止柵 ＡＦ１１－７３０８Ｃ ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱　厚
２．８ｍｍ×外径７６．３ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｃ） １０．２ｋｇ／ｍ 積水樹脂

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ＡＦ１１－７３０８Ｃ　積水 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111112170
歩道用横断防止柵 ＳＰＣ１－７３０８Ｃ ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱　厚
３．２ｍｍ×外径７６．３ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｃ） ９．９ｋｇ／ｍ 積水樹脂

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ＳＰＣ１－７３０８Ｃ　積水 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111112180
歩道用横断防止柵 ４３ＡＦ５－３０８Ｃ ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン２，０００ｍｍ 支柱　厚
４．５ｍｍ×外径１１４．３ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｃ） ２０．８ｋｇ／ｍ 積水樹脂

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ４３ＡＦ５－３０８Ｃ　積水 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111115810
歩道用横断防止柵 ＯＢ－７００２－８０ ビーム　アルミ製　スパン２，０００ｍｍ 縦格子　柵高８００ｍｍ ４．３
ｋｇ／ｍ 日軽エンジニアリング

歩道用横断防止柵 ＯＢ－７００２－８０　日軽 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111115815
歩道用横断防止柵 ＯＢ－８００１－８０ ビーム　アルミ製　スパン２，０００ｍｍ ２段ビーム　柵高８００ｍｍ
３．６ｋｇ／ｍ 日軽エンジニアリング

歩道用横断防止柵 ＯＢ－８００１－８０　日軽 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111115825
歩道用横断防止柵 ＯＢ－８００２－８０ ビーム　アルミ製　スパン２，０００ｍｍ ３段ビーム　柵高８００ｍｍ
４．６ｋｇ／ｍ 日軽エンジニアリング

歩道用横断防止柵 ＯＢ－８００２－８０　日軽 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111111670
歩道用横断防止柵 ＫＰＴ－８－Ｃ ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ（めっき） 支柱
厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｃ） ９．４ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ＫＰＴ－８－Ｃ　日鉄神鋼建材 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111111675
歩道用横断防止柵 ＫＰＴ－８－Ｗ ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ（めっき） 支柱
厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｗ） ９．１ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

歩道用横断防止柵　Ｃ建込 ＫＰＴ－８－Ｗ　日鉄神鋼建材 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111111705
歩道用横断防止柵 ＫＰＹ－８Ｆ２－Ｃ ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ（塗装） 支
柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｃ） ７．０ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ＫＰＹ－８Ｆ２－Ｃ　日鉄神鋼 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111111715
歩道用横断防止柵 ＫＰＹ－８Ｃ２－Ｃ ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ（塗装） 支
柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｃ） ７．０ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ＫＰＹ－８Ｃ２－Ｃ　日鉄神鋼 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111111725
歩道用横断防止柵 ＫＰＹ－８Ｔ２－Ｃ ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ（塗装） 支
柱　厚３．２ｍｍ×外径７６．３ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｃ） ７．３ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ＫＰＹ－８Ｔ２－Ｃ　日鉄神鋼 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵
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歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111111730
歩道用横断防止柵 ＫＰＹ－８Ｔ３－Ｃ ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ（塗装） 支
柱　厚３．２ｍｍ×外径７６．３ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｃ） ９．６ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ＫＰＹ－８Ｔ３－Ｃ　日鉄神鋼 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111113930
歩道用横断防止柵 ＰＨ パネル　幅５００ｍｍ×スパン２，８３０ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高
８００ｍｍ（Ｅ） ９．７３ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

歩道用横断防止柵　土中建込 ＰＨ　日鉄神鋼建材 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111113935
歩道用横断防止柵 ＰＨ パネル　幅５００ｍｍ×スパン２，８３０ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高
８００ｍｍ（Ｃ） ８．７２ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ＰＨ　日鉄神鋼建材 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111113940
歩道用横断防止柵 ＰＨ パネル　幅５００ｍｍ×スパン２，８３０ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高
８００ｍｍ（Ｗ） ８．３８ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

歩道用横断防止柵　Ｃ建込 ＰＨ　日鉄神鋼建材 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111113945
歩道用横断防止柵 ＰＩ パネル　幅５００ｍｍ×スパン２，９０４ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高
８００ｍｍ（Ｅ） ９．４７ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

歩道用横断防止柵　土中建込 ＰＩ　日鉄神鋼建材 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111113950
歩道用横断防止柵 ＰＩ パネル　幅５００ｍｍ×スパン２，９０４ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高
８００ｍｍ（Ｃ） ８．４６ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

歩道用横断防止柵　Ｃ根固 ＰＩ　日鉄神鋼建材 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111113955
歩道用横断防止柵 ＰＩ パネル　幅５００ｍｍ×スパン２，９０４ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高
８００ｍｍ（Ｗ） ８．１３ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

歩道用横断防止柵　Ｃ建込 ＰＩ　日鉄神鋼建材 ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111116415
歩道用横断防止柵 Ｐ６Ｆ－３０８Ｗ ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱　厚３．
２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｗ） ９．３ｋｇ／ｍ パスター

歩道用横断防止柵　Ｃ建込 Ｐ６Ｆ－３０８Ｗ　パスター ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111116420
歩道用横断防止柵 Ｐ６Ｆ－３０８Ｅ ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱　厚３．
２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｅ） １０．７ｋｇ／ｍ パスター

歩道用横断防止柵　土中建込 Ｐ６Ｆ－３０８Ｅ　パスター ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111113025
歩道用横断防止柵 Ｍ・Ｇ－ＧＰＳ－２ ビーム　ステンレス製　スパン２，０００ｍｍ 支柱　厚２．０ｍｍ×外径７
６．３ｍｍ　柵高７００ｍｍ ６．０ｋｇ／ｍ メタルグラス・ジャパン

歩道用横断防止柵 Ｍ・Ｇ－ＧＰＳ－２　メタル ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111113030
歩道用横断防止柵 Ｍ・Ｇ－ＧＰＳ－３Ａ ビーム　ステンレス製　スパン２，０００ｍｍ 支柱　厚２．０ｍｍ×外径７
６．３ｍｍ　柵高７００ｍｍ ７．７ｋｇ／ｍ メタルグラス・ジャパン

歩道用横断防止柵 Ｍ・Ｇ－ＧＰＳ－３Ａ　メタル ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111113035
歩道用横断防止柵 Ｍ・Ｇ－ＧＰＳ－３Ｂ ビーム　ステンレス製　スパン２，０００ｍｍ 支柱　厚２．０ｍｍ×外径７
６．３ｍｍ　柵高８２０ｍｍ ８．２ｋｇ／ｍ メタルグラス・ジャパン

歩道用横断防止柵 Ｍ・Ｇ－ＧＰＳ－３Ｂ　メタル ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

歩道用横断防止柵―ブランド品― 1111115435
歩道用横断防止柵 ＴＸＦ－Ｎ－３－８Ｗ ビーム　スチール製　スパン３，０００ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６
０．５ｍｍ　柵高８００ｍｍ（Ｗ） ９．１ｋｇ／ｍ ＬＩＸＩＬ

歩道用横断防止柵　Ｃ建込 ＴＸＦＮ－３－８Ｗ　ＬＩＸＩＬ ｍ 245 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵（標準型） 1111129005
転落防止柵（標準型） ４段ビーム型 土中建込 ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １
５．０ｋｇ／ｍ

転落防止柵　土中建込 ４段ビーム型スパン３０００ｍｍ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵（標準型） 1111129010
転落防止柵（標準型） ４段ビーム型 コンクリート根固め（独立基礎） ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×ス
パン３，０００ｍｍ １３．７ｋｇ／ｍ

転落防止柵　Ｃ根固 ４段ビーム型スパン３０００ｍｍ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵（標準型） 1111129015
転落防止柵（標準型） ４段ビーム型 コンクリート建込 ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００
ｍｍ １３．３ｋｇ／ｍ

転落防止柵　Ｃ建込 ４段ビーム型スパン３０００ｍｍ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵（標準型） 1111129105
転落防止柵（標準型） 縦格子型 土中建込 パネル　厚２．３ｍｍ×幅９５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １４．６ｋ
ｇ／ｍ

転落防止柵　土中建込 縦格子型　スパン３０００ｍｍ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵（標準型） 1111129110
転落防止柵（標準型） 縦格子型 コンクリート根固め（独立基礎） パネル　厚２．３ｍｍ×幅９５０ｍｍ×スパン３，
０００ｍｍ １３．２ｋｇ／ｍ

転落防止柵　Ｃ根固 縦格子型　スパン３０００ｍｍ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵
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転落防止柵（標準型） 1111129115
転落防止柵（標準型） 縦格子型 コンクリート建込 パネル　厚２．３ｍｍ×幅９５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １
２．８ｋｇ／ｍ

転落防止柵　Ｃ建込 縦格子型　スパン３０００ｍｍ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵（標準型） 1111129205
転落防止柵（標準型） ネットビーム型 土中建込 ネット　厚２．３ｍｍ×幅４５５ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ　ビー
ム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １５．９ｋｇ／ｍ

転落防止柵　土中建込 ネットビーム型　スパン３０００ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵（標準型） 1111129210
転落防止柵（標準型） ネットビーム型 コンクリート根固め（独立基礎） ネット　厚２．３ｍｍ×幅４５５ｍｍ×スパ
ン３，０００ｍｍ　ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １４．５ｋｇ／ｍ

転落防止柵　Ｃ根固 ネットビーム型　スパン３０００ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵（標準型） 1111129215
転落防止柵（標準型） ネットビーム型 コンクリート建込 ネット　厚２．３ｍｍ×幅４５５ｍｍ×スパン３，０００ｍ
ｍ　ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ １４．１ｋｇ／ｍ

転落防止柵　Ｃ建込 ネットビーム型　スパン３０００ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵（標準型） 1111129305
転落防止柵（標準型） ネット型 土中建込 ネット　厚２．３ｍｍ×幅９００～１，０００ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ
１３．８ｋｇ／ｍ

転落防止柵　土中建込 ネット型　スパン３０００ｍｍ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵（標準型） 1111129310
転落防止柵（標準型） ネット型 コンクリート根固め（独立基礎） ネット　厚２．３ｍｍ×幅９００～１，０００ｍｍ
×スパン３，０００ｍｍ １２．５ｋｇ／ｍ

転落防止柵　Ｃ根固 ネット型　スパン３０００ｍｍ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵（標準型） 1111129315
転落防止柵（標準型） ネット型 コンクリート建込 ネット　厚２．３ｍｍ×幅９００～１，０００ｍｍ×スパン３，０
００ｍｍ １２．０ｋｇ／ｍ

転落防止柵　Ｃ建込 ネット型　スパン３０００ｍｍ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111120240
転落防止柵 ＵＮ－ＧＦ１２００－５０ パネル　１，１７０ｍｍ×１，９１０ｍｍ 支柱　厚２．３ｍｍ×外径５０．８
ｍｍ　柵高１，４５２ｍｍ ７．３ｋｇ／ｍ 朝日スチール工業

転落防止柵 ＵＮ－ＧＦ１２００－５０　朝日 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111120245
転落防止柵 ＥＮ－ＧＦ１２００Ｓ パネル　１，１６５ｍｍ×１，９３７ｍｍ 支柱　厚２．３ｍｍ×外径５０．８ｍｍ
柵高１，４５５ｍｍ ９．３ｋｇ／ｍ 朝日スチール工業

転落防止柵 ＥＮ－ＧＦ１２００Ｓ　朝日 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111125002
転落防止柵 ＦＡ－０４１０－０９ ビーム　アルミ製　スパン２，０００ｍｍ 縦格子　柵高９００ｍｍ ３．５ｋｇ／
ｍ ＡＡＧエンジニアリング

転落防止柵 ＦＡ－０４１０－０９　ＡＡＧ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111125004
転落防止柵 ＦＡ－０４１０－１０ ビーム　アルミ製　スパン２，０００ｍｍ 縦格子　柵高１，０００ｍｍ ３．７ｋ
ｇ／ｍ ＡＡＧエンジニアリング

転落防止柵 ＦＡ－０４１０－１０　ＡＡＧ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111125006
転落防止柵 ＦＡ－０４１０－１１ ビーム　アルミ製　スパン２，０００ｍｍ 縦格子　柵高１，１００ｍｍ ３．９ｋ
ｇ／ｍ ＡＡＧエンジニアリング

転落防止柵 ＦＡ－０４１０－１１　ＡＡＧ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111125008
転落防止柵 ＦＡ－０４１０－１２ ビーム　アルミ製　スパン２，０００ｍｍ 縦格子　柵高１，２００ｍｍ ４．１ｋ
ｇ／ｍ ＡＡＧエンジニアリング

転落防止柵 ＦＡ－０４１０－１２　ＡＡＧ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111125010
転落防止柵 ＦＡ－０７５０－１１ ビーム　アルミ製　スパン２，０００ｍｍ 縦格子　柵高１，１００ｍｍ ７．０ｋ
ｇ／ｍ ＡＡＧエンジニアリング

転落防止柵 ＦＡ－０７５０－１１　ＡＡＧ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111122235
転落防止柵 ＪＤＰ－１１Ｅ パネル　５５０ｍｍ×２，８２０ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高１，
１００ｍｍ １６．４ｋｇ／ｍ ＪＦＥ建材

転落防止柵　土中建込 ＪＤＰ－１１Ｅ　ＪＦＥ建材 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111122296
転落防止柵 ＪＴ３－１１Ｅ ビーム　厚１．６ｍｍ×幅９５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径
６０．５ｍｍ　柵高１，１００ｍｍ １１．０８ｋｇ／ｍ ＪＦＥ建材

転落防止柵　土中建込 ＪＴ３－１１Ｅ　ＪＦＥ建材 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111122298
転落防止柵 ＪＴ３－１１Ｃ ビーム　厚１．６ｍｍ×幅９５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径
６０．５ｍｍ　柵高１，１００ｍｍ ９．８４ｋｇ／ｍ ＪＦＥ建材

転落防止柵　Ｃ根固 ＪＴ３－１１Ｃ　ＪＦＥ建材 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111122300
転落防止柵 ＪＴ３－１１Ｗ ビーム　厚１．６ｍｍ×幅９５０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径
６０．５ｍｍ　柵高１，１００ｍｍ ９．４３ｋｇ／ｍ ＪＦＥ建材

転落防止柵　Ｃ建込 ＪＴ３－１１Ｗ　ＪＦＥ建材 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵
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転落防止柵―ブランド品― 1111121237
転落防止柵 ＸＴＣ－２１１Ｃ パネル　９５０ｍｍ×３，０００ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高
１，１００ｍｍ（Ｃ） １２．７ｋｇ／ｍ 積水樹脂

転落防止柵　Ｃ根固 ＸＴＣ－２１１Ｃ　積水 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111121250
転落防止柵 ＦＸＴＣ－２１１Ｃ パネル　９５０ｍｍ×３，０００ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高
１，１００ｍｍ（Ｃ） １２．７ｋｇ／ｍ 積水樹脂

転落防止柵　Ｃ根固 ＦＸＴＣ－２１１Ｃ　積水 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111121257
転落防止柵 ＸＡＴＣ１１－７２１１Ｃ パネル　１，０００ｍｍ×３，０００ｍｍ 支柱　厚２．８ｍｍ×外径７６．３
ｍｍ　柵高１，１００ｍｍ（Ｃ） １３．２ｋｇ／ｍ 積水樹脂

転落防止柵　Ｃ根固 ＸＡＴＣ１１－７２１１Ｃ　積水 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111121260
転落防止柵 ＳＰＴＣ１－７２１１Ｃ パネル　９５０ｍｍ×３，０００ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径７６．３ｍｍ
柵高１，１００ｍｍ（Ｃ） １３．６ｋｇ／ｍ 積水樹脂

転落防止柵　Ｃ根固 ＳＰＴＣ１－７２１１Ｃ　積水 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111123805
転落防止柵 ＴＢ－６５０１－１１ ビーム　アルミ製　スパン２，０００ｍｍ 縦格子　柵高１，１００ｍｍ ４．８ｋ
ｇ／ｍ 日軽エンジニアリング

転落防止柵 ＴＢ－６５０１－１１　日軽 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111123810
転落防止柵 ＴＢ－７００２－１１ ビーム　アルミ製　スパン２，０００ｍｍ 縦格子　柵高１，１００ｍｍ ５．６ｋ
ｇ／ｍ 日軽エンジニアリング

転落防止柵 ＴＢ－７００２－１１　日軽 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111123825
転落防止柵 ＴＢ－７０１１－１１ ビーム　アルミ製　スパン２，０００ｍｍ 縦格子　柵高１，１００ｍｍ ７．０ｋ
ｇ／ｍ 日軽エンジニアリング

転落防止柵 ＴＢ－７０１１－１１　日軽 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111121055
転落防止柵 ＫＰＴ－１１０２－Ｃ ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ（めっき） 支柱
厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ　柵高１，１００ｍｍ（Ｃ） １２．９ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

転落防止柵　Ｃ根固 ＫＰＴ－１１０２－Ｃ　日鉄神鋼 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111121060
転落防止柵 ＫＰＴ－１１０２－Ｗ ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ（めっき） 支柱
厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ　柵高１，１００ｍｍ（Ｗ） １２．５ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

転落防止柵　Ｃ建込 ＫＰＴ－１１０２－Ｗ　日鉄神鋼 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111121080
転落防止柵 ＫＰＹ－１１Ｔ４－Ｅ ビーム　厚２．３ｍｍ×外径４２．７ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ（塗装） 支柱
厚３．２ｍｍ×外径７６．３ｍｍ　柵高１，１００ｍｍ（Ｅ） １４．２ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

転落防止柵　土中建込 ＫＰＹ－１１Ｔ４－Ｅ　日鉄神鋼 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111122085
転落防止柵 Ｐ２Ｇ パネル　５００ｍｍ×２，８８０ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高１，１００ｍ
ｍ（Ｅ） １５．８ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

転落防止柵　土中建込 Ｐ２Ｇ　日鉄神鋼建材 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111122090
転落防止柵 Ｐ２Ｇ パネル　５００ｍｍ×２，８８０ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高１，１００ｍ
ｍ（Ｃ） １４．５ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

転落防止柵　Ｃ根固 Ｐ２Ｇ　日鉄神鋼建材 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111122095
転落防止柵 Ｐ２Ｇ パネル　５００ｍｍ×２，８８０ｍｍ 支柱　厚３．２ｍｍ×外径６０．５ｍｍ　柵高１，１００ｍ
ｍ（Ｗ） １４．１ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材

転落防止柵　Ｃ建込 Ｐ２Ｇ　日鉄神鋼建材 ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

転落防止柵―ブランド品― 1111123435
転落防止柵 ＴＸＦ－４－１１Ｃ ビーム　スチール製　スパン３，０００ｍｍ ４段ビーム　柵高１，１００ｍｍ １
１．６ｋｇ／ｍ ＬＩＸＩＬ

転落防止柵　Ｃ根固 ＴＸＦ－４－１１Ｃ　ＬＩＸＩＬ ｍ 246 ○ ○ 1111 防護柵

遮音壁（規格統一型） 1117020010
遮音壁（規格統一型） 標準型吸音パネル（アイボルト無し） 厚９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長１，９６０ｍｍ　溶融亜
鉛めっき鋼板（Ｚ２７） 高速道路

標準型吸音パネル ５００×１９６０溶融亜鉛めっき 枚 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁（規格統一型） 1117020022
遮音壁（規格統一型） 標準型吸音パネル（アイボルト無し） 厚９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長１，９６０ｍｍ　高耐侯
性めっき鋼板（Ｋ２７） 高速道路

標準型吸音パネル ５００×１９６０高耐侯性めっき 枚 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁（規格統一型） 1117020020
遮音壁（規格統一型） 標準型吸音パネル（アイボルト無し） 厚９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長３，９６０ｍｍ　溶融亜
鉛めっき鋼板（Ｚ２７） 高速道路

標準型吸音パネル ５００×３９６０溶融亜鉛めっき 枚 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁（規格統一型） 1117020024
遮音壁（規格統一型） 標準型吸音パネル（アイボルト無し） 厚９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長３，９６０ｍｍ　高耐侯
性めっき鋼板（Ｋ２７） 高速道路

標準型吸音パネル ５００×３９６０高耐侯性めっき 枚 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁
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遮音壁―ブランド品― 1117020210
遮音壁 金属系 グラスロン防音パネル（Ｐ式） 厚６０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，９７０ｍｍ ２２．５ｋｇ／ｍ
２ 主な用途　高速道路・鉄道騒音・工場騒音・建設現場 旭ビルウォール

グラスロン防音パネル　Ｐ式 ６０×１０００×１９７０ｍｍ ｍ２ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁―ブランド品― 1117020220
遮音壁 金属系 グラスロン防音パネル（Ｐ式） 厚１００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，９６０ｍｍ ２４．０ｋｇ／
ｍ２ 主な用途　高速道路・鉄道騒音・工場騒音・建設現場 旭ビルウォール

グラスロン防音パネル　Ｐ式 １００×１０００×１９６０ｍｍ ｍ２ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁―ブランド品― 1117023210
遮音壁 金属系 デュラカーム ＡＰ型 厚５０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長１，９４０ｍｍ 主な用途　高速道路・鉄道騒音・
工場騒音・建設現場・一般屋外 日本環境アメニティ

デュラカーム　ＡＰ型 ５０×５００×１９４０ｍｍ ｍ２ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁―ブランド品― 1117023230
遮音壁 金属系 デュラカーム ＢＰ型 厚９０（７５）ｍｍ×幅５００ｍｍ×長１，９６０ｍｍ 主な用途　高速道路・鉄
道騒音・工場騒音・建設現場・一般屋外 日本環境アメニティ

デュラカーム　ＢＰ型 ９０×５００×１９６０ｍｍ ｍ２ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁―ブランド品― 1117023700
遮音壁 セメント系 メース遮音板 ＭＮＫ６０５０Ｓ８ 厚６０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 主な用途　高速
道路・鉄道騒音・建設現場・一般屋外 アイカテック建材

メース遮音板ＭＮＫ６０５０Ｓ８ ６０×５００×４０００ｍｍ ｍ２ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁―ブランド品― 1117023710
遮音壁 セメント系 メース遮音板 ＭＮＫ６０６０Ａ９ 厚６０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 主な用途　高速
道路・鉄道騒音・建設現場・一般屋外 アイカテック建材

メース遮音板ＭＮＫ６０６０Ａ９ ６０×６００×４０００ｍｍ ｍ２ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁―ブランド品― 1117023670
遮音壁 セメント系 メース遮音板 ＭＮＫ５０５０Ｓ７ 厚５０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 主な用途　高速
道路・鉄道騒音・建設現場・一般屋外 アイカテック建材

メース遮音板ＭＮＫ５０５０Ｓ７ ５０×５００×４０００ｍｍ ｍ２ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁―ブランド品― 1117023680
遮音壁 セメント系 メース遮音板 ＭＮＫ５０６０Ｓ９ 厚５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 主な用途　高速
道路・鉄道騒音・建設現場・一般屋外 アイカテック建材

メース遮音板ＭＮＫ５０６０Ｓ９ ５０×６００×４０００ｍｍ ｍ２ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁―ブランド品― 1117023415
遮音壁 セメント系 アスロック遮音板（ワイヤー入り） 厚５０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 主な用途　高
速道路 ノザワ

アスロック遮音板 ５０×５００×４０００ｍｍ ｍ２ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁―ブランド品― 1117023425
遮音壁 セメント系 アスロック遮音板（ワイヤー入り） 厚５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 主な用途　高
速道路 ノザワ

アスロック遮音板 ５０×６００×４０００ｍｍ ｍ２ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

トンネル防音扉―ブランド品― 1117024010 トンネル防音扉 ＨＦＳ型 全断支保工・覆工兼用 ヒューズ トンネル防音扉 ＨＦＳ型　全断支保工・覆工兼用 ｍ２ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

トンネル防音扉―ブランド品― 1117024020 トンネル防音扉 ＨＦＳ型 上半支保工・全断覆工兼用 ヒューズ トンネル防音扉 ＨＦＳ型　上半支保工・全断覆工 ｍ２ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

トンネル防音扉―ブランド品― 1117024030 トンネル防音扉 ＨＦＳ型 全断支保工 ヒューズ トンネル防音扉 ＨＦＳ型　全断支保工 ｍ２ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

トンネル防音扉―ブランド品― 1117024040 トンネル防音扉 ＨＦＳ型 コンクリート充填タイプ（パネル厚２５０ｍｍ）加算額 ヒューズ トンネル防音扉 ＨＦＳ型　コンクリ充填　加算額 ｍ２ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮光フェンス 1117040010 遮光フェンス 鋼製 独立型 遮光高１，１００ｍｍ×スパン４，０００ｍｍ 遮光フェンス　鋼製 独立型 ｍ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮光フェンス 1117040020 遮光フェンス 鋼製 ガードレール・両面型用 遮光高５７５ｍｍ×スパン４，０００ｍｍ 遮光フェンス　鋼製 ガードレール・両面型用 ｍ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮光フェンス 1117040030 遮光フェンス 鋼製 ガードレール・片面型用 遮光高５７５ｍｍ×スパン４，０００ｍｍ 遮光フェンス　鋼製 ガードレール・片面型用 ｍ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮光フェンス 1117040040 遮光フェンス 鋼製 ボックスビーム用 遮光高６３０ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 遮光フェンス　鋼製 ボックスビーム用 ｍ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁
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遮光フェンス―ブランド品― 1117010642 遮光フェンス アルミ製 ＦＡ４９１０ 厚３０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，８００ｍｍ ＡＡＧエンジニアリング 遮光フェンス　アルミ製 ＦＡ４９１０ ｍ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮光フェンス―ブランド品― 1117010644 遮光フェンス アルミ製 ＦＡ４９２０ 厚６０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＡＡＧエンジニアリング 遮光フェンス　アルミ製 ＦＡ４９２０ ｍ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

遮光フェンス―ブランド品― 1117010648 遮光フェンス アルミ製 ＦＡ５９９２ 厚６０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ＡＡＧエンジニアリング 遮光フェンス　アルミ製 ＦＡ５９９２ ｍ 247 ○ ○ 1117 遮光・遮音壁

橋梁用車両防護柵（アルミ製） 1207050140 橋梁用車両防護柵（アルミ製） 角ビーム型 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ ２３．３ｋｇ／ｍ アルミ防護柵　角ビーム型 Ａ種　Ｈ７５０　ビーム２本 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（アルミ製） 1207050150 橋梁用車両防護柵（アルミ製） 角ビーム型 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ ２４．１ｋｇ／ｍ アルミ防護柵　角ビーム型 Ａ種　Ｈ７５０　ビーム３本 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（アルミ製） 1207050160 橋梁用車両防護柵（アルミ製） 角ビーム型 種別Ｂ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ １５．３ｋｇ／ｍ アルミ防護柵　角ビーム型 Ｂ種　Ｈ７５０　ビーム２本 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（アルミ製） 1207050170 橋梁用車両防護柵（アルミ製） 角ビーム型 種別Ｂ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ １６．１ｋｇ／ｍ アルミ防護柵　角ビーム型 Ｂ種　Ｈ７５０　ビーム３本 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（アルミ製） 1207050180 橋梁用車両防護柵（アルミ製） 角ビーム型 種別Ｃ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ １４．２ｋｇ／ｍ アルミ防護柵　角ビーム型 Ｃ種　Ｈ７５０　ビーム２本 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（アルミ製） 1207050190 橋梁用車両防護柵（アルミ製） 角ビーム型 種別Ｃ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ １６．１ｋｇ／ｍ アルミ防護柵　角ビーム型 Ｃ種　Ｈ７５０　ビーム３本 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（アルミ製） 1207050200 橋梁用車両防護柵（アルミ製） 丸ビーム型 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ ２８．０ｋｇ／ｍ アルミ防護柵　丸ビーム型 Ａ種　Ｈ７５０　ビーム２本 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（アルミ製） 1207050260
橋梁用車両防護柵（アルミ製） 角ビーム＋格子付き 種別Ａ 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ ２６．２ｋｇ
／ｍ

アルミ防護柵　角ビーム＋格子付 Ａ種　Ｈ８５０　ビーム２本 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（アルミ製） 1207050270
橋梁用車両防護柵（アルミ製） 角ビーム＋格子付き 種別Ｂ 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ １８．０ｋｇ
／ｍ

アルミ防護柵　角ビーム＋格子付 Ｂ種　Ｈ８５０　ビーム２本 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（アルミ製） 1207050280
橋梁用車両防護柵（アルミ製） 角ビーム＋格子付き 種別Ｃ 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ １６．９ｋｇ
／ｍ

アルミ防護柵　角ビーム＋格子付 Ｃ種　Ｈ８５０　ビーム２本 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（アルミ製） 1207050290
橋梁用車両防護柵（アルミ製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ ３１．９ｋｇ
／ｍ

アルミ防護柵　丸ビーム＋格子付 Ａ種　Ｈ８５０　ビーム２本 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（アルミ製） 1207050300
橋梁用車両防護柵（アルミ製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ ２３．１ｋｇ
／ｍ

アルミ防護柵　丸ビーム＋格子付 Ｂ種　Ｈ８５０　ビーム２本 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（アルミ製） 1207050310
橋梁用車両防護柵（アルミ製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ ２２．１ｋｇ
／ｍ

アルミ防護柵　丸ビーム＋格子付 Ｃ種　Ｈ８５０　ビーム２本 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（アルミ製） 1207050320
橋梁用車両防護柵（アルミ製） 角ビーム＋格子付き 種別Ａ 高１，０００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ ２９．９
ｋｇ／ｍ

アルミ防護柵　角ビーム＋格子付 Ａ種　Ｈ１０００　ビーム２本 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（アルミ製） 1207050330
橋梁用車両防護柵（アルミ製） 角ビーム＋格子付き 種別Ｂ 高１，０００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ ２２．０
ｋｇ／ｍ

アルミ防護柵　角ビーム＋格子付 Ｂ種　Ｈ１０００　ビーム２本 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵
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橋梁用車両防護柵（アルミ製） 1207050340
橋梁用車両防護柵（アルミ製） 角ビーム＋格子付き 種別Ｃ 高１，０００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ ２０．９
ｋｇ／ｍ

アルミ防護柵　角ビーム＋格子付 Ｃ種　Ｈ１０００　ビーム２本 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－パイプ式） 1207010895 高欄（アルミ製－パイプ式） １本レール 高４００曲　厚３．５ｍｍ×径１１０ｍｍ スパン２．０ｍ アルミ製高欄パイプ式１本レール Ｈ４００曲　スパン２ｍ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－パイプ式） 1207010900 高欄（アルミ製－パイプ式） １本レール 高４００曲　厚３．５ｍｍ×径１１０ｍｍ スパン２．５ｍ アルミ製高欄パイプ式１本レール Ｈ４００曲　スパン２．５ｍ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－パイプ式） 1207010905 高欄（アルミ製－パイプ式） １本レール 高３６０直　厚３．５ｍｍ×径１１０ｍｍ スパン２．０ｍ アルミ製高欄パイプ式１本レール Ｈ３６０直　スパン２ｍ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－パイプ式） 1207010910 高欄（アルミ製－パイプ式） １本レール 高３６０直　厚３．５ｍｍ×径１１０ｍｍ スパン２．５ｍ アルミ製高欄パイプ式１本レール Ｈ３６０直　スパン２．５ｍ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－パイプ式） 1207010915 高欄（アルミ製－パイプ式） ２本レール 高６１０曲　厚３．５ｍｍ×径１１０（９０）ｍｍ スパン２．０ｍ アルミ製高欄パイプ式２本レール Ｈ６１０曲　スパン２ｍ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－パイプ式） 1207010920 高欄（アルミ製－パイプ式） ２本レール 高６１０曲　厚３．５ｍｍ×径１１０（９０）ｍｍ スパン２．５ｍ アルミ製高欄パイプ式２本レール Ｈ６１０曲　スパン２．５ｍ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－パイプ式） 1207010925 高欄（アルミ製－パイプ式） ２本レール 高７１５曲　厚３．５ｍｍ×径１１０（９０）ｍｍ スパン２．０ｍ アルミ製高欄パイプ式２本レール Ｈ７１５曲　スパン２ｍ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－パイプ式） 1207010930 高欄（アルミ製－パイプ式） ２本レール 高７１５曲　厚３．５ｍｍ×径１１０（９０）ｍｍ スパン２．５ｍ アルミ製高欄パイプ式２本レール Ｈ７１５曲　スパン２．５ｍ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－パイプ式） 1207010945 高欄（アルミ製－パイプ式） ３本レール 高７５０曲　厚３．５ｍｍ×径１１０（９０）ｍｍ スパン２．０ｍ アルミ製高欄パイプ式３本レール Ｈ７５０曲　スパン２ｍ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－パイプ式） 1207010950 高欄（アルミ製－パイプ式） ３本レール 高７５０曲　厚３．５ｍｍ×径１１０（９０）ｍｍ スパン２．５ｍ アルミ製高欄パイプ式３本レール Ｈ７５０曲　スパン２．５ｍ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207012122
高欄（アルミ製－形材式） ＦＡ－１１１００－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ８．９ｋｇ／ｍ ＡＡＧエンジ
ニアリング

アルミ製高欄　形材式 ＦＡ－１１１００－１０ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207012124
高欄（アルミ製－形材式） ＦＡ－１１１２０－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ９．０ｋｇ／ｍ ＡＡＧエンジ
ニアリング

アルミ製高欄　形材式 ＦＡ－１１１２０－１０ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207012132
高欄（アルミ製－形材式） ＦＡ－１１１２５－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ８．５ｋｇ／ｍ ＡＡＧエンジ
ニアリング

アルミ製高欄　形材式 ＦＡ－１１１２５－１０ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207012128
高欄（アルミ製－形材式） ＦＡ－２１１２０－１０ＨＴ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １３．３ｋｇ／ｍ ＡＡＧ
エンジニアリング

アルミ製高欄　形材式 ＦＡ－２１１２０－１０ＨＴ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207012130
高欄（アルミ製－形材式） ＦＡ－２１１５０－１０ＨＴ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １３．７ｋｇ／ｍ ＡＡＧ
エンジニアリング

アルミ製高欄　形材式 ＦＡ－２１１５０－１０ＨＴ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207012802
高欄（アルミ製－形材式） ＯＫ－Ａ－ＳＰ－１００Ｋ 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ １３．７ｋｇ／ｍ 大阪高級
鋳造鉄工

アルミ製高欄　形材式 ＯＫ－Ａ－ＳＰ－１００Ｋ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207012804
高欄（アルミ製－形材式） ＯＫ－ＡＲ－２ＳＰ－１００Ｋ 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ １２．０ｋｇ／ｍ 大阪
高級鋳造鉄工

アルミ製高欄　形材式 ＯＫ－ＡＲ－２ＳＰ－１００Ｋ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵
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高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207012806
高欄（アルミ製－形材式） ＯＫ－ＡＲ－２ＳＰ－１１０Ｋ 高１，１００ｍｍ スパン２．０ｍ １２．５ｋｇ／ｍ 大阪
高級鋳造鉄工

アルミ製高欄　形材式 ＯＫ－ＡＲ－２ＳＰ－１１０Ｋ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207012405 高欄（アルミ製－形材式） ＳＡＢ－ＨＴ－１１１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １３．０ｋｇ／ｍ 三協アルミ アルミ製高欄　形材式 ＳＡＢ－ＨＴ－１１１０　三協 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207012410 高欄（アルミ製－形材式） ＳＡＢ－ＨＴ－１３１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １４．０ｋｇ／ｍ 三協アルミ アルミ製高欄　形材式 ＳＡＢ－ＨＴ－１３１０　三協 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207012415 高欄（アルミ製－形材式） ＳＡＢ－ＨＴ－２１１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １４．０ｋｇ／ｍ 三協アルミ アルミ製高欄　形材式 ＳＡＢ－ＨＴ－２１１０　三協 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207012602
高欄（アルミ製－形材式） ＳＮＲ　ＨＴ－１２０３－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １１．０ｋｇ／ｍ 日軽
エンジニアリング

アルミ製高欄　形材式　ＳＮＲ ＨＴ－１２０３－１０　日軽 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207012606
高欄（アルミ製－形材式） ＳＮＲ　ＨＴ－１２０５－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １２．０ｋｇ／ｍ 日軽
エンジニアリング

アルミ製高欄　形材式　ＳＮＲ ＨＴ－１２０５－１０　日軽 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207012610
高欄（アルミ製－形材式） ＳＮＲ　ＨＴ－１５０５－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １２．９ｋｇ／ｍ 日軽
エンジニアリング

アルミ製高欄　形材式　ＳＮＲ ＨＴ－１５０５－１０　日軽 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207011956
高欄（アルミ製－形材式） ＳＮＲ　ＫＲ－１０３１－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ８．８ｋｇ／ｍ 日軽エ
ンジニアリング

アルミ製高欄　形材式　ＳＮＲ ＫＲ－１０３１－１０　日軽 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207011964
高欄（アルミ製－形材式） ＳＮＲ　ＫＲ－１２０１－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ８．８ｋｇ／ｍ 日軽エ
ンジニアリング

アルミ製高欄　形材式　ＳＮＲ ＫＲ－１２０１－１０　日軽 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207011960
高欄（アルミ製－形材式） ＳＮＲ　ＫＲ－１２３１－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ８．７ｋｇ／ｍ 日軽エ
ンジニアリング

アルミ製高欄　形材式　ＳＮＲ ＫＲ－１２３１－１０　日軽 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207011996
高欄（アルミ製－形材式） ＳＮＲ　ＫＲ－１２４１－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ８．８ｋｇ／ｍ 日軽エ
ンジニアリング

アルミ製高欄　形材式　ＳＮＲ ＫＲ－１２４１－１０　日軽 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207012626
高欄（アルミ製－形材式） ＳＮＲ　ＫＲ－１２０７－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ８．８ｋｇ／ｍ 日軽エ
ンジニアリング

アルミ製高欄　形材式　ＳＮＲ ＫＲ－１２０７－１０　日軽 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207012630
高欄（アルミ製－形材式） ＳＮＲ　ＫＲ－１５０２－１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １０．６ｋｇ／ｍ 日軽
エンジニアリング

アルミ製高欄　形材式　ＳＮＲ ＫＲ－１５０２－１０　日軽 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207011310
高欄（アルミ製－形材式） ＫＳＬ－ＳＰ－１２００ＨＴ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １２．０ｋｇ／ｍ 日鉄神
鋼建材

アルミ製高欄　形材式 ＫＳＬ－ＳＰ－１２００ＨＴ日鉄 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207011315
高欄（アルミ製－形材式） ＫＳＬ－ＳＰ－１５００ＨＴ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １２．６ｋｇ／ｍ 日鉄神
鋼建材

アルミ製高欄　形材式 ＫＳＬ－ＳＰ－１５００ＨＴ日鉄 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207011320 高欄（アルミ製－形材式） ＫＳＬ－ＳＰ－１２０１ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ９．１ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材 アルミ製高欄　形材式 ＫＳＬ－ＳＰ－１２０１日鉄神鋼 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207011325 高欄（アルミ製－形材式） ＫＳＬ－ＳＰ－１２２０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ９．４ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材 アルミ製高欄　形材式 ＫＳＬ－ＳＰ－１２２０日鉄神鋼 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207011330 高欄（アルミ製－形材式） ＫＳＬ－ＳＰ－１３１０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ９．９ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材 アルミ製高欄　形材式 ＫＳＬ－ＳＰ－１３１０日鉄神鋼 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵
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高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207011335 高欄（アルミ製－形材式） ＫＳＬ－ＳＰ－１３２０ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ ９．０ｋｇ／ｍ 日鉄神鋼建材 アルミ製高欄　形材式 ＫＳＬ－ＳＰ－１３２０日鉄神鋼 ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207011670 高欄（アルミ製－形材式） ＫＩＣ－２０－１１ 高１，１００ｍｍ スパン２．０ｍ １１．６ｋｇ／ｍ ＬＩＸＩＬ アルミ製高欄　形材式 ＫＩＣ－２０－１１　ＬＩＸＩＬ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207011675 高欄（アルミ製－形材式） ＫＩＣ－２５－１１ 高１，１００ｍｍ スパン２．５ｍ １０．９ｋｇ／ｍ ＬＩＸＩＬ アルミ製高欄　形材式 ＫＩＣ－２５－１１　ＬＩＸＩＬ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207011680 高欄（アルミ製－形材式） ＫＩＦ－２５－１１ 高１，１００ｍｍ スパン２．５ｍ ８．２ｋｇ／ｍ ＬＩＸＩＬ アルミ製高欄　形材式 ＫＩＦ－２５－１１　ＬＩＸＩＬ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品― 1207011685
高欄（アルミ製－形材式） ＤＫ１型２５－１１（標準柱） 高１，１００ｍｍ スパン２．５ｍ １４．８ｋｇ／ｍ ＬＩ
ＸＩＬ

アルミ製高欄　形材式 ＤＫ１型２５－１１　ＬＩＸＩＬ ｍ 248 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ステンレス製）―ブランド品― 1207041070 高欄（ステンレス製） Ｍ・Ｇ－ＫＫ－１００ 高３５０ｍｍ スパン２．５ｍ ８ｋｇ／ｍ メタルグラス・ジャパン ステンレス製高欄 Ｍ・Ｇ－ＫＫ－１００ ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ステンレス製）―ブランド品― 1207040012
高欄（ステンレス製） Ｍ・Ｇ－ＣＫ－３００Ｌ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １３ｋｇ／ｍ メタルグラス・ジャ
パン

ステンレス製高欄 Ｍ・Ｇ－ＣＫ－３００Ｌ ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ステンレス製）―ブランド品― 1207040006
高欄（ステンレス製） Ｍ・Ｇ－ＬＫ－１０１Ｌ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １５ｋｇ／ｍ メタルグラス・ジャ
パン

ステンレス製高欄 Ｍ・Ｇ－ＬＫ－１０１Ｌ ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ステンレス製）―ブランド品― 1207040008
高欄（ステンレス製） Ｍ・Ｇ－ＬＫ－１０２Ｌ 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ １５ｋｇ／ｍ メタルグラス・ジャ
パン

ステンレス製高欄 Ｍ・Ｇ－ＬＫ－１０２Ｌ ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060120 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ａ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型 Ａ種　Ｈ７００　２本　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060130 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型 Ａ種　Ｈ７５０　３本　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100150
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっ
き

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100160
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ
めっき

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060140 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ｂ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型 Ｂ種　Ｈ７００　２本　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060150 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ｂ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型 Ｂ種　Ｈ７５０　３本　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100170
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっ
き

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100180
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ
めっき

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060160 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ｃ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型 Ｃ種　Ｈ７００　２本　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵
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橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060170 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ｃ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型 Ｃ種　Ｈ７５０　３本　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100190
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっ
き

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100200
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ｃ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ
めっき

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060210 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ａ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装 ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型 Ａ種　Ｈ７００　２本　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060220 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型 Ａ種　Ｈ７５０　３本　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100230 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100240
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ
塗装

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060230 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ｂ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装 ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型 Ｂ種　Ｈ７００　２本　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060240 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ｂ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型 Ｂ種　Ｈ７５０　３本　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100250 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100260
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ
塗装

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060250 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ｃ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装 ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型 Ｃ種　Ｈ７００　２本　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060260 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ｃ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 ＦＣＤ製車両防護柵　丸ビーム型 Ｃ種　Ｈ７５０　３本　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100270 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100280
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム型 種別Ｃ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ
塗装

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060270
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっ
き

ＦＣＤ製車両防護柵　丸＋格子付 Ａ種　Ｈ７５０　２本　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100300
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０
ｍ めっき

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100310
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン
２．０ｍ めっき

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵
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橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060280
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっ
き

ＦＣＤ製車両防護柵　丸＋格子付 Ｂ種　Ｈ７５０　２本　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100320
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０
ｍ めっき

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100330
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン
２．０ｍ めっき

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060290
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっ
き

ＦＣＤ製車両防護柵　丸＋格子付 Ｃ種　Ｈ７５０　２本　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100340
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０
ｍ めっき

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100350
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン
２．０ｍ めっき

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060300 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装 ＦＣＤ製車両防護柵　丸＋格子付 Ａ種　Ｈ７５０　２本　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100370
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０
ｍ 塗装

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100380
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン
２．０ｍ 塗装

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060310 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装 ＦＣＤ製車両防護柵　丸＋格子付 Ｂ種　Ｈ７５０　２本　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100390
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０
ｍ 塗装

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100400
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン
２．０ｍ 塗装

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207060320 橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ 高７５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装 ＦＣＤ製車両防護柵　丸＋格子付 Ｃ種　Ｈ７５０　２本　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100410
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０
ｍ 塗装

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 1207100420
橋梁用車両防護柵（ダクタイル鋳鉄製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン
２．０ｍ 塗装

ＦＣＤ高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207021402
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＦＭＳＰ－１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき エフエムレーリン
グ

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＦＭＳＰ－１００　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207021404 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＦＭ３Ｐ－Ｒ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき エフエムレーリング ダクタイル鋳鉄製高欄 ＦＭ３Ｐ－Ｒ　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207021414 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＦＭＳＰ－１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 エフエムレーリング ダクタイル鋳鉄製高欄 ＦＭＳＰ－１００　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵
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高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207021418 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＦＭ３Ｐ－Ｒ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 エフエムレーリング ダクタイル鋳鉄製高欄 ＦＭ３Ｐ－Ｒ　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022402
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＯＫ－ＨＰ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 大阪高級鋳造
鉄工

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＯＫ－ＨＰ－１００Ｋ　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022410
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＯＫ－２Ｐ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 大阪高級鋳造
鉄工

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＯＫ－２Ｐ－１００Ｋ　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022404
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＯＫ－３Ｐ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 大阪高級鋳造
鉄工

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＯＫ－３Ｐ－１００Ｋ　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022412
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＯＫ－５Ｐ－１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 大阪高級鋳造鉄
工

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＯＫ－５Ｐ－１００　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022414
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＯＫ－２Ｐ－１００ＫＬ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ めっき 大阪高級鋳
造鉄工

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＯＫ－２Ｐ－１００ＫＬ　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022406
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＯＫ－ＨＰ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 大阪高級鋳造鉄
工

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＯＫ－ＨＰ－１００Ｋ　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022416
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＯＫ－２Ｐ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 大阪高級鋳造鉄
工

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＯＫ－２Ｐ－１００Ｋ　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022408
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＯＫ－３Ｐ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 大阪高級鋳造鉄
工

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＯＫ－３Ｐ－１００Ｋ　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022418 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＯＫ－５Ｐ－１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 大阪高級鋳造鉄工 ダクタイル鋳鉄製高欄 ＯＫ－５Ｐ－１００　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022420
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＯＫ－２Ｐ－１００ＫＬ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ 塗装 大阪高級鋳造
鉄工

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＯＫ－２Ｐ－１００ＫＬ　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022002 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＫＤ４１－ＳＰ９５Ｓ 縦桟形状 高９５０ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 川金コアテック ダクタイル鋳鉄製高欄 ＫＤ４１－ＳＰ９５Ｓ　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022004
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＫＤ４１－ＳＰ１００Ｓ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 川金コア
テック

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＫＤ４１－ＳＰ１００Ｓ　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022006
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＫＤ４１－ＳＰ１０５Ｓ 縦桟形状 高１，０５０ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 川金コア
テック

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＫＤ４１－ＳＰ１０５Ｓ　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022008 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＫＤ３２－ＳＰ９５Ｎ 縦桟形状 高９５０ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 川金コアテック ダクタイル鋳鉄製高欄 ＫＤ３２－ＳＰ９５Ｎ　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022010
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＫＤ３２－ＳＰ１００Ｎ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 川金コア
テック

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＫＤ３２－ＳＰ１００Ｎ　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022012 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＫＤ４１－ＳＰ９５Ｓ 縦桟形状 高９５０ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 川金コアテック ダクタイル鋳鉄製高欄 ＫＤ４１－ＳＰ９５Ｓ　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022014
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＫＤ４１－ＳＰ１００Ｓ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 川金コアテッ
ク

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＫＤ４１－ＳＰ１００Ｓ　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵
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高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022016
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＫＤ４１－ＳＰ１０５Ｓ 縦桟形状 高１，０５０ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 川金コアテッ
ク

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＫＤ４１－ＳＰ１０５Ｓ　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022018 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＫＤ３２－ＳＰ９５Ｎ 縦桟形状 高９５０ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 川金コアテック ダクタイル鋳鉄製高欄 ＫＤ３２－ＳＰ９５Ｎ　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207022020
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＫＤ３２－ＳＰ１００Ｎ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 川金コアテッ
ク

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＫＤ３２－ＳＰ１００Ｎ　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207021608 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 昭和鉄工 ダクタイル鋳鉄製高欄 ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207021610 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 昭和鉄工 ダクタイル鋳鉄製高欄 ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦめっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207021612 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 昭和鉄工 ダクタイル鋳鉄製高欄 ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦめっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207021614
高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＳＫ－１ＳＶＭ－１５１０Ｆ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 昭和鉄
工

ダクタイル鋳鉄製高欄 ＳＫ－１ＳＶＭ１５１０Ｆめっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207021616 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＳＫ－６ＰＨ－１００Ｆ 横桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 昭和鉄工 ダクタイル鋳鉄製高欄 ＳＫ－６ＰＨ－１００Ｆ　めっき ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207021618 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 昭和鉄工 ダクタイル鋳鉄製高欄 ＳＫ－ＶＰＨ－１００Ｆ　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207021620 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 昭和鉄工 ダクタイル鋳鉄製高欄 ＳＫ－３ＰＨ－１００ＫＦ　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207021622 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 昭和鉄工 ダクタイル鋳鉄製高欄 ＳＫ－ＹＰＨ－１００ＫＦ　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207021624 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＳＫ－１ＳＶＭ－１５１０Ｆ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 昭和鉄工 ダクタイル鋳鉄製高欄 ＳＫ－１ＳＶＭ－１５１０Ｆ塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（ダクタイル鋳鉄製）―ブランド品― 1207021626 高欄（ダクタイル鋳鉄製） ＳＫ－６ＰＨ－１００Ｆ 横桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 昭和鉄工 ダクタイル鋳鉄製高欄 ＳＫ－６ＰＨ－１００Ｆ　塗装 ｍ 249 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207070290 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ａ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製車両防護柵　丸ビーム型 Ａ種　Ｈ７００　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207070300 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製車両防護柵　丸ビーム型 Ａ種　Ｈ７５０　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110330 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110340 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207070310 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ｂ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製車両防護柵　丸ビーム型 Ｂ種　Ｈ７００　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵
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橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207070320 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ｂ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製車両防護柵　丸ビーム型 Ｂ種　Ｈ７５０　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110350 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110360 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207070330 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ｃ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製車両防護柵　丸ビーム型 Ｃ種　Ｈ７００　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207070340 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ｃ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製車両防護柵　丸ビーム型 Ｃ種　Ｈ７５０　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110370 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110380 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ｃ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110480 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110490
橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっ
き

鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110500 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110510
橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっ
き

鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110520 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110530
橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっ
き

鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207070380 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ａ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製車両防護柵　丸ビーム型 Ａ種　Ｈ７００　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207070390 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ａ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製車両防護柵　丸ビーム型 Ａ種　Ｈ７５０　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110410 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110420 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207070400 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ｂ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製車両防護柵　丸ビーム型 Ｂ種　Ｈ７００　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵
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橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207070410 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ｂ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製車両防護柵　丸ビーム型 Ｂ種　Ｈ７５０　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110430 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110440 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207070420 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ｃ 高７００ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製車両防護柵　丸ビーム型 Ｃ種　Ｈ７００　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207070430 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ｃ 高７５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製車両防護柵　丸ビーム型 Ｃ種　Ｈ７５０　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110450 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110460 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム型 種別Ｃ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム４本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　丸ビーム型 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110550 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110560 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ａ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110570 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110580 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110590 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110600 橋梁用車両防護柵（鋼製） 丸ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　丸＋格子付 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110610 橋梁用車両防護柵（鋼製） 角ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製高欄兼防護柵　角ビーム型 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110620 橋梁用車両防護柵（鋼製） 角ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製高欄兼防護柵　角ビーム型 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110630 橋梁用車両防護柵（鋼製） 角ビーム型 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製高欄兼防護柵　角ビーム型 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110670 橋梁用車両防護柵（鋼製） 角ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製高欄兼防護柵　角＋格子付 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110680
橋梁用車両防護柵（鋼製） 角ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっ
き

鋼製高欄兼防護柵　角＋格子付 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

511 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110690 橋梁用車両防護柵（鋼製） 角ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ めっき 鋼製高欄兼防護柵　角＋格子付 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110700
橋梁用車両防護柵（鋼製） 角ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ めっ
き

鋼製高欄兼防護柵　角＋格子付 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ１０００めっき ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110640 橋梁用車両防護柵（鋼製） 角ビーム型 種別Ａ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　角ビーム型 Ａ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110650 橋梁用車両防護柵（鋼製） 角ビーム型 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　角ビーム型 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110660 橋梁用車両防護柵（鋼製） 角ビーム型 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　角ビーム型 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110710 橋梁用車両防護柵（鋼製） 角ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　角＋格子付 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110720 橋梁用車両防護柵（鋼製） 角ビーム＋格子付き 種別Ｂ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　角＋格子付 Ｂ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110730 橋梁用車両防護柵（鋼製） 角ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高８５０ｍｍ ビーム２本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　角＋格子付 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ８５０　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

橋梁用車両防護柵（鋼製） 1207110740 橋梁用車両防護柵（鋼製） 角ビーム＋格子付き 種別Ｃ（ＳＰ） 高１，０００ｍｍ ビーム３本 スパン２．０ｍ 塗装 鋼製高欄兼防護柵　角＋格子付 Ｃ（ＳＰ）種　Ｈ１０００　塗装 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207031505 高欄（鋼製） ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき エフエムレーリング 鋼製高欄　めっき ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ　エフエム ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207031510 高欄（鋼製） ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき エフエムレーリング 鋼製高欄　めっき ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ　エフエム ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207031545 高欄（鋼製） ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき エフエムレーリング 鋼製高欄　めっき ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００　エフエム ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207031520 高欄（鋼製） ＦＭ－５Ｐ１００ レール形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき エフエムレーリング 鋼製高欄　めっき ＦＭ－５Ｐ１００　エフエム ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207031525 高欄（鋼製） ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 エフエムレーリング 鋼製高欄　塗装 ＦＭ－３Ｐ１００Ｋ　エフエム ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207031530 高欄（鋼製） ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 エフエムレーリング 鋼製高欄　塗装 ＦＭ－２Ｐ１００Ｋ　エフエム ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207031550 高欄（鋼製） ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 エフエムレーリング 鋼製高欄　塗装 ＦＭ－Ｒ３ＰＫ１００　エフエム ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207031540 高欄（鋼製） ＦＭ－５Ｐ１００ レール形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 エフエムレーリング 鋼製高欄　塗装 ＦＭ－５Ｐ１００　エフエム ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207032510 高欄（鋼製） ＯＫ－ＳＰ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 大阪高級鋳造鉄工 鋼製高欄　めっき ＯＫ－ＳＰ－１００Ｋ　大阪高級 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵
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高欄（鋼製）―ブランド品― 1207032520 高欄（鋼製） ＯＫ－ＳＰ－１００ＫＷ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 大阪高級鋳造鉄工 鋼製高欄　めっき ＯＫ－ＳＰ－１００ＫＷ大阪高級 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207032530 高欄（鋼製） ＯＫ－５ＳＰ－１００ レール形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 大阪高級鋳造鉄工 鋼製高欄　めっき ＯＫ－５ＳＰ－１００　大阪高級 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207032540 高欄（鋼製） ＯＫ－ＳＰ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 大阪高級鋳造鉄工 鋼製高欄　塗装 ＯＫ－ＳＰ－１００Ｋ　大阪高級 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207032550 高欄（鋼製） ＯＫ－ＳＰ－１００ＫＷ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 大阪高級鋳造鉄工 鋼製高欄　塗装 ＯＫ－ＳＰ－１００ＫＷ大阪高級 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207032560 高欄（鋼製） ＯＫ－５ＳＰ－１００ レール形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 大阪高級鋳造鉄工 鋼製高欄　塗装 ＯＫ－５ＳＰ－１００　大阪高級 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207031222 高欄（鋼製） ３７３ＳＰ－１００Ａ レール形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 興和工業所 鋼製高欄　めっき ３７３ＳＰ－１００Ａ　興和 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207031226 高欄（鋼製） ３７２ＳＰ－１００Ｂ２ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 興和工業所 鋼製高欄　めっき ３７２ＳＰ－１００Ｂ２　興和 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207031228 高欄（鋼製） ７７１ＳＰ－１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 興和工業所 鋼製高欄　めっき ７７１ＳＰ－１００　興和 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207031230 高欄（鋼製） ７７６ＳＰ－１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 興和工業所 鋼製高欄　めっき ７７６ＳＰ－１００　興和 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207031232 高欄（鋼製） ３７３ＳＰ－１００Ａ レール形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 興和工業所 鋼製高欄　塗装 ３７３ＳＰ－１００Ａ　興和 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207031236 高欄（鋼製） ３７２ＳＰ－１００Ｂ２ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 興和工業所 鋼製高欄　塗装 ３７２ＳＰ－１００Ｂ２　興和 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207031238 高欄（鋼製） ７７１ＳＰ－１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 興和工業所 鋼製高欄　塗装 ７７１ＳＰ－１００　興和 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207031240 高欄（鋼製） ７７６ＳＰ－１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 興和工業所 鋼製高欄　塗装 ７７６ＳＰ－１００　興和 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207032232 高欄（鋼製） ８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 積水樹脂 鋼製高欄　めっき ８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ　積水 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207032234 高欄（鋼製） ８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 積水樹脂 鋼製高欄　めっき ８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ　積水 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207032150 高欄（鋼製） ８９ＳＰＫ－４１０ レール形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 積水樹脂 鋼製高欄　めっき ８９ＳＰＫ－４１０　積水 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207032170 高欄（鋼製） １２５ＰＫＴＲ－２１０ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 積水樹脂 鋼製高欄　めっき １２５ＰＫＴＲ－２１０　積水 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207032236 高欄（鋼製） ８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 積水樹脂 鋼製高欄　塗装 ８９ＳＴＰＫ－２１０Ｈ　積水 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵
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高欄（鋼製）―ブランド品― 1207032238 高欄（鋼製） ８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 積水樹脂 鋼製高欄　塗装 ８９ＳＴＰＫ－３１０Ｈ　積水 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207032190 高欄（鋼製） ８９ＳＰＫ－４１０ レール形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 積水樹脂 鋼製高欄　塗装 ８９ＳＰＫ－４１０　積水 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207032210 高欄（鋼製） １２５ＰＫＴＲ－２１０ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 積水樹脂 鋼製高欄　塗装 １２５ＰＫＴＲ－２１０　積水 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207033142 高欄（鋼製） ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ－１００ＫＭＳ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき ダイクレ 鋼製高欄　めっき ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ１００ＫＭＳ ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207033144 高欄（鋼製） ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ－１００ＫＭＳ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき ダイクレ 鋼製高欄　めっき ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ１００ＫＭＳ ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207033146 高欄（鋼製） ＤＳＫ－Ｎ－Ｋ２ＳＰ－１００ＫＳ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき ダイクレ 鋼製高欄　めっき ＤＳＫ－Ｎ－Ｋ２ＳＰ１００ＫＳ ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207033148 高欄（鋼製） ＤＳＫ－Ｎ－Ｋ３ＳＰ－１００ＫＳ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき ダイクレ 鋼製高欄　めっき ＤＳＫ－Ｎ－Ｋ３ＳＰ１００ＫＳ ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207033150 高欄（鋼製） ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ－１００ＫＭＳ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 ダイクレ 鋼製高欄　塗装 ＤＳＫ－Ｓ－２ＳＰ１００ＫＭＳ ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207033152 高欄（鋼製） ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ－１００ＫＭＳ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 ダイクレ 鋼製高欄　塗装 ＤＳＫ－Ｓ－３ＳＰ１００ＫＭＳ ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207033154 高欄（鋼製） ＤＳＫ－Ｎ－Ｋ２ＳＰ－１００ＫＳ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 ダイクレ 鋼製高欄　塗装 ＤＳＫ－Ｎ－Ｋ２ＳＰ１００ＫＳ ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207033156 高欄（鋼製） ＤＳＫ－Ｎ－Ｋ３ＳＰ－１００ＫＳ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 ダイクレ 鋼製高欄　塗装 ＤＳＫ－Ｎ－Ｋ３ＳＰ１００ＫＳ ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207034130 高欄（鋼製） ＫＲ－ＭＢ１１－１０ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ めっき 日軽エンジニアリング 鋼製高欄　めっき ＫＲ－ＭＢ１１－１０　日軽 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207034150 高欄（鋼製） ＫＲ－ＭＢ１２－１０ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ めっき 日軽エンジニアリング 鋼製高欄　めっき ＫＲ－ＭＢ１２－１０　日軽 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207034222 高欄（鋼製） ＫＲ－ＭＢ０８－１０ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ めっき 日軽エンジニアリング 鋼製高欄　めっき ＫＲ－ＭＢ０８－１０　日軽 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207034140 高欄（鋼製） ＫＲ－ＭＢ１１－１０ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ 塗装 日軽エンジニアリング 鋼製高欄　塗装 ＫＲ－ＭＢ１１－１０　日軽 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207034160 高欄（鋼製） ＫＲ－ＭＢ１２－１０ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ 塗装 日軽エンジニアリング 鋼製高欄　塗装 ＫＲ－ＭＢ１２－１０　日軽 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207034224 高欄（鋼製） ＫＲ－ＭＢ０８－１０ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ 塗装 日軽エンジニアリング 鋼製高欄　塗装 ＫＲ－ＭＢ０８－１０　日軽 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207036082 高欄（鋼製） ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 日鉄神鋼建材 鋼製高欄　めっき ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００　日鉄 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵
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高欄（鋼製）―ブランド品― 1207036084 高欄（鋼製） ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 日鉄神鋼建材 鋼製高欄　めっき ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００　日鉄 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207036086 高欄（鋼製） ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 日鉄神鋼建材 鋼製高欄　めっき ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００　日鉄 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207036088 高欄（鋼製） ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 日鉄神鋼建材 鋼製高欄　めっき ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００　日鉄 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207037082 高欄（鋼製） ＮＳＺ－Ｎ－５ＳＰ－１００Ｌ レール形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ めっき 日鉄神鋼建材 鋼製高欄　めっき ＮＳＺ－Ｎ－５ＳＰ－１００Ｌ ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207037084 高欄（鋼製） ＮＳＺ－Ｎ－３ＳＰ－１００ＫＭ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ めっき 日鉄神鋼建材 鋼製高欄　めっき ＮＳＺ－Ｎ－３ＳＰ－１００ＫＭ ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207037086 高欄（鋼製） ＮＳＺ－Ｎ－Ｋ３ＳＰ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ めっき 日鉄神鋼建材 鋼製高欄　めっき ＮＳＺ－Ｎ－Ｋ３ＳＰ－１００Ｋ ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207037088 高欄（鋼製） ＮＳＺ－Ｎ－２ＳＰ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ めっき 日鉄神鋼建材 鋼製高欄　めっき ＮＳＺ－Ｎ－２ＳＰ－１００Ｋ ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207036090 高欄（鋼製） ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 日鉄神鋼建材 鋼製高欄　塗装 ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ１００　日鉄 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207036092 高欄（鋼製） ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 日鉄神鋼建材 鋼製高欄　塗装 ＫＳＬ－ＳＰ－ＰＷ２００　日鉄 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207036094 高欄（鋼製） ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 日鉄神鋼建材 鋼製高欄　塗装 ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ１００　日鉄 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207036096 高欄（鋼製） ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ 塗装 日鉄神鋼建材 鋼製高欄　塗装 ＫＳＬ－ＳＰ－ＳＷ２００　日鉄 ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207037090 高欄（鋼製） ＮＳＺ－Ｎ－５ＳＰ－１００Ｌ レール形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ 塗装 日鉄神鋼建材 鋼製高欄　塗装 ＮＳＺ－Ｎ－５ＳＰ－１００Ｌ ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207037092 高欄（鋼製） ＮＳＺ－Ｎ－３ＳＰ－１００ＫＭ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ 塗装 日鉄神鋼建材 鋼製高欄　塗装 ＮＳＺ－Ｎ－３ＳＰ－１００ＫＭ ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207037094 高欄（鋼製） ＮＳＺ－Ｎ－Ｋ３ＳＰ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ 塗装 日鉄神鋼建材 鋼製高欄　塗装 ＮＳＺ－Ｎ－Ｋ３ＳＰ－１００Ｋ ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

高欄（鋼製）―ブランド品― 1207037096 高欄（鋼製） ＮＳＺ－Ｎ－２ＳＰ－１００Ｋ 縦桟形状 高１，０００ｍｍ スパン２．５ｍ 塗装 日鉄神鋼建材 鋼製高欄　塗装 ＮＳＺ－Ｎ－２ＳＰ－１００Ｋ ｍ 250 ○ ○ 1207 橋梁用防護柵

組立歩道―ブランド品― 1113033042
組立歩道 ＵＡ（Ｂ）－１．５Ｙ（Ｎ） 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員１．５ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　ス
ラブプレート 高欄なし 縁石あり 植平工業

組立歩道　ＵＡＢ－１．５ＹＮ型 縁石有　幅１．５　鋼管　植平 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113033044
組立歩道 ＵＡ（Ｂ）－２．０Ｙ（Ｎ） 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員２．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　ス
ラブプレート 高欄なし 縁石あり 植平工業

組立歩道　ＵＡＢ－２．０ＹＮ型 縁石有　幅２　鋼管　植平 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113033046
組立歩道 ＵＡ（Ｂ）－２．５Ｙ（Ｎ） 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員２．５ｍ スパン３．０ｍ 支柱　Ｈ形鋼 床版
スラブプレート 高欄なし 縁石あり 植平工業

組立歩道　ＵＡＢ－２．５ＹＮ型 縁石有　幅２．５　Ｈ形鋼　植平 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材
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組立歩道―ブランド品― 1113033048
組立歩道 ＵＡ（Ｂ）－３．０Ｙ（Ｎ） 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員３．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　Ｈ形鋼 床版
スラブプレート 高欄なし 縁石あり 植平工業

組立歩道　ＵＡＢ－３．０ＹＮ型 縁石有　幅３　Ｈ形鋼　植平 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113033050 組立歩道 ＵＣ－１．５ 支柱無し 幅員１．５ｍ スパン３．０ｍ 床版　スラブプレート 高欄なし 縁石あり 植平工業 組立歩道　ＵＣ－１．５型 縁石有　支柱無　幅１．５　植平 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113033052 組立歩道 ＵＣ－２．０ 支柱無し 幅員２．０ｍ スパン３．０ｍ 床版　スラブプレート 高欄なし 縁石あり 植平工業 組立歩道　ＵＣ－２．０型 縁石有　支柱無　幅２　植平 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113033242
組立歩道 ＵＡ（Ｂ）－１．５Ｙ（Ｎ） 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員１．５ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　ス
ラブプレート 高欄なし 縁石なし 植平工業

組立歩道　ＵＡＢ－１．５ＹＮ型 縁石無　幅１．５　鋼管　植平 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113033244
組立歩道 ＵＡ（Ｂ）－２．０Ｙ（Ｎ） 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員２．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　ス
ラブプレート 高欄なし 縁石なし 植平工業

組立歩道　ＵＡＢ－２．０ＹＮ型 縁石無　幅２　鋼管　植平 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113033246
組立歩道 ＵＡ（Ｂ）－２．５Ｙ（Ｎ） 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員２．５ｍ スパン３．０ｍ 支柱　Ｈ形鋼 床版
スラブプレート 高欄なし 縁石なし 植平工業

組立歩道　ＵＡＢ－２．５ＹＮ型 縁石無　幅２．５　Ｈ形鋼　植平 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113033248
組立歩道 ＵＡ（Ｂ）－３．０Ｙ（Ｎ） 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員３．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　Ｈ形鋼 床版
スラブプレート 高欄なし 縁石なし 植平工業

組立歩道　ＵＡＢ－３．０ＹＮ型 縁石無　幅３　Ｈ形鋼　植平 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113033250 組立歩道 ＵＣ－１．５ 支柱無し 幅員１．５ｍ スパン３．０ｍ 床版　スラブプレート 高欄なし 縁石なし 植平工業 組立歩道　ＵＣ－１．５型 縁石無　支柱無　幅１．５　植平 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113033252 組立歩道 ＵＣ－２．０ 支柱無し 幅員２．０ｍ スパン３．０ｍ 床版　スラブプレート 高欄なし 縁石なし 植平工業 組立歩道　ＵＣ－２．０型 縁石無　支柱無　幅２　植平 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031708
組立歩道 ＳＡＤ・ＳＢＤ　３－０８ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員０．８ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　高耐
食性デッキプレート 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＡＤ・ＳＢＤ型 縁石有　３－０８鋼管支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031710
組立歩道 ＳＡＤ・ＳＢＤ　３－１３ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員１．３ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　高耐
食性デッキプレート 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＡＤ・ＳＢＤ型 縁石有　３－１３鋼管支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031712
組立歩道 ＳＡＤ・ＳＢＤ　３－１８ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員１．８ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　高耐
食性デッキプレート 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＡＤ・ＳＢＤ型 縁石有　３－１８鋼管支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031714
組立歩道 ＳＣＤ　３－０８ 支柱無し 幅員０．８ｍ スパン３．０ｍ 床版　高耐食性デッキプレート 高欄　Ｈ１．１
ｍ　縦格子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＣＤ型 縁石有　３－０８支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031716
組立歩道 ＳＣＤ　３－１３ 支柱無し 幅員１．３ｍ スパン３．０ｍ 床版　高耐食性デッキプレート 高欄　Ｈ１．１
ｍ　縦格子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＣＤ型 縁石有　３－１３支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031718
組立歩道 ＳＣＤ　３－１８ 支柱無し 幅員１．８ｍ スパン３．０ｍ 床版　高耐食性デッキプレート 高欄　Ｈ１．１
ｍ　縦格子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＣＤ型 縁石有　３－１８支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031720
組立歩道 ＳＡ・ＳＢ　３－１０ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員１．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　ＰＣ穴あ
き床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＡ・ＳＢ型 縁石有　３－１０鋼管支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031722
組立歩道 ＳＡ・ＳＢ　３－１５ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員１．５ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　ＰＣ穴あ
き床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＡ・ＳＢ型 縁石有　３－１５鋼管支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031724
組立歩道 ＳＡ・ＳＢ　３－２０ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員２．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　ＰＣ穴あ
き床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＡ・ＳＢ型 縁石有　３－２０鋼管支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材
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組立歩道―ブランド品― 1113031726
組立歩道 ＳＡ・ＳＢ　３－２５ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員２．５ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　ＰＣ穴あ
き床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＡ・ＳＢ型 縁石有　３－２５鋼管支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031728
組立歩道 ＳＡ・ＳＢ　３－３０ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員３．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　ＰＣ穴あ
き床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＡ・ＳＢ型 縁石有　３－３０鋼管支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031730
組立歩道 ＳＣ　３－１０ 支柱無し 幅員１．０ｍ スパン３．０ｍ 床版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子
縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＣ型 縁石有　３－１０支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031732
組立歩道 ＳＣ　３－１５ 支柱無し 幅員１．５ｍ スパン３．０ｍ 床版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子
縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＣ型 縁石有　３－１５支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031734
組立歩道 ＳＣ　３－２０ 支柱無し 幅員２．０ｍ スパン３．０ｍ 床版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子
縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＣ型 縁石有　３－２０支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031736
組立歩道 ＳＣ　３－２５ 支柱無し 幅員２．５ｍ スパン３．０ｍ 床版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子
縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＣ型 縁石有　３－２５支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031738
組立歩道 ＳＣ　３－３０ 支柱無し 幅員３．０ｍ スパン３．０ｍ 床版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子
縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＣ型 縁石有　３－３０支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031740
組立歩道 ＳＡＣ・ＳＢＣ　３－１５ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員１．５ｍ スパン３．０ｍ 支柱　コンクリート 床
版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＡＣ・ＳＢＣ型 縁石有　３－１５ＣＯ支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031742
組立歩道 ＳＡＣ・ＳＢＣ　３－２０ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員２．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　コンクリート 床
版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＡＣ・ＳＢＣ型 縁石有　３－２０ＣＯ支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031744
組立歩道 ＳＡＣ・ＳＢＣ　３－２５ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員２．５ｍ スパン３．０ｍ 支柱　コンクリート 床
版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＡＣ・ＳＢＣ型 縁石有　３－２５ＣＯ支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031746
組立歩道 ＳＡＣ・ＳＢＣ　３－３０ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員３．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　コンクリート 床
版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＡＣ・ＳＢＣ型 縁石有　３－３０ＣＯ支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031748
組立歩道 ＳＣＣ　３－１５ 支柱無し 幅員１．５ｍ スパン３．０ｍ 床版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格
子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＣＣ型 縁石有　３－１５支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031750
組立歩道 ＳＣＣ　３－２０ 支柱無し 幅員２．０ｍ スパン３．０ｍ 床版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格
子 縁石あり 積水樹脂

組立歩道　ＳＣＣ型 縁石有　３－２０支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031756
組立歩道 ＳＡＤ・ＳＢＤ　３－１０ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員１．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　高耐
食性デッキプレート 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＡＤ・ＳＢＤ型 縁石無　３－１０鋼管支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031758
組立歩道 ＳＡＤ・ＳＢＤ　３－１５ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員１．５ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　高耐
食性デッキプレート 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＡＤ・ＳＢＤ型 縁石無　３－１５鋼管支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031760
組立歩道 ＳＡＤ・ＳＢＤ　３－２０ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員２．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　高耐
食性デッキプレート 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＡＤ・ＳＢＤ型 縁石無　３－２０鋼管支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031768
組立歩道 ＳＣＤ　３－０８ 支柱無し 幅員０．８ｍ スパン３．０ｍ 床版　高耐食性デッキプレート 高欄　Ｈ１．１
ｍ　縦格子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＣＤ型 縁石無　３－０８支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031770
組立歩道 ＳＣＤ　３－１３ 支柱無し 幅員１．３ｍ スパン３．０ｍ 床版　高耐食性デッキプレート 高欄　Ｈ１．１
ｍ　縦格子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＣＤ型 縁石無　３－１３支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材
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組立歩道―ブランド品― 1113031772
組立歩道 ＳＣＤ　３－１８ 支柱無し 幅員１．８ｍ スパン３．０ｍ 床版　高耐食性デッキプレート 高欄　Ｈ１．１
ｍ　縦格子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＣＤ型 縁石無　３－１８支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031774
組立歩道 ＳＡ・ＳＢ　３－１０ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員１．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　ＰＣ穴あ
き床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＡ・ＳＢ型 縁石無　３－１０鋼管支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031776
組立歩道 ＳＡ・ＳＢ　３－１５ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員１．５ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　ＰＣ穴あ
き床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＡ・ＳＢ型 縁石無　３－１５鋼管支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031778
組立歩道 ＳＡ・ＳＢ　３－２０ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員２．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　ＰＣ穴あ
き床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＡ・ＳＢ型 縁石無　３－２０鋼管支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031780
組立歩道 ＳＡ・ＳＢ　３－２５ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員２．５ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　ＰＣ穴あ
き床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＡ・ＳＢ型 縁石無　３－２５鋼管支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031782
組立歩道 ＳＡ・ＳＢ　３－３０ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員３．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版　ＰＣ穴あ
き床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＡ・ＳＢ型 縁石無　３－３０鋼管支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031784
組立歩道 ＳＣ　３－１０ 支柱無し 幅員１．０ｍ スパン３．０ｍ 床版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子
縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＣ型 縁石無　３－１０支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031786
組立歩道 ＳＣ　３－１５ 支柱無し 幅員１．５ｍ スパン３．０ｍ 床版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子
縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＣ型 縁石無　３－１５支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031788
組立歩道 ＳＣ　３－２０ 支柱無し 幅員２．０ｍ スパン３．０ｍ 床版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子
縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＣ型 縁石無　３－２０支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031790
組立歩道 ＳＣ　３－２５ 支柱無し 幅員２．５ｍ スパン３．０ｍ 床版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子
縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＣ型 縁石無　３－２５支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031792
組立歩道 ＳＣ　３－３０ 支柱無し 幅員３．０ｍ スパン３．０ｍ 床版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子
縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＣ型 縁石無　３－３０支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031794
組立歩道 ＳＡＣ・ＳＢＣ　３－１５ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員１．５ｍ スパン３．０ｍ 支柱　コンクリート 床
版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＡＣ・ＳＢＣ型 縁石無　３－１５ＣＯ支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031796
組立歩道 ＳＡＣ・ＳＢＣ　３－２０ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員２．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　コンクリート 床
版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＡＣ・ＳＢＣ型 縁石無　３－２０ＣＯ支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031798
組立歩道 ＳＡＣ・ＳＢＣ　３－２５ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員２．５ｍ スパン３．０ｍ 支柱　コンクリート 床
版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＡＣ・ＳＢＣ型 縁石無　３－２５ＣＯ支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031800
組立歩道 ＳＡＣ・ＳＢＣ　３－３０ 支柱垂直Ａ・支柱傾斜Ｂ 幅員３．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　コンクリート 床
版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＡＣ・ＳＢＣ型 縁石無　３－３０ＣＯ支柱　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031802
組立歩道 ＳＣＣ　３－１５ 支柱無し 幅員１．５ｍ スパン３．０ｍ 床版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格
子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＣＣ型 縁石無　３－１５支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113031804
組立歩道 ＳＣＣ　３－２０ 支柱無し 幅員２．０ｍ スパン３．０ｍ 床版　ＰＣ穴あき床版 高欄　Ｈ１．１ｍ　縦格
子 縁石なし 積水樹脂

組立歩道　ＳＣＣ型 縁石無　３－２０支柱無し　積水 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113039025 組立歩道 ＰＣ床版　加算額 斜め１カット 積水樹脂 組立歩道　ＰＣ床版　加算額 斜め１カット　積水 カット 251 ○ ○ 1113 組立道路材
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組立歩道―ブランド品― 1113039030 組立歩道 ＰＣ床版　加算額 表面すべり防止仕上げ 積水樹脂 組立歩道　ＰＣ床版　加算額 表面すべり防止仕上げ　積水 ｍ２ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113039035 組立歩道 コンクリート支柱　長さ加算額 長さ１０ｃｍ毎 積水樹脂 組立歩道　コンクリ支柱　加算額 Ｌ１０ｃｍごと　積水 本 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113030220
組立歩道 ＫＡ（Ｂ）－１．０Ｙ（Ｎ） 支柱傾斜Ａ・支柱垂直Ｂ 幅員１．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版
デッキプレート 高欄なし 縁石あり 日鉄神鋼建材

組立歩道　ＫＡＢ－１．０ＹＮ型 縁石有　幅１　鋼管　日鉄 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113030225
組立歩道 ＫＡ（Ｂ）－１．５Ｙ（Ｎ） 支柱傾斜Ａ・支柱垂直Ｂ 幅員１．５ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版
デッキプレート 高欄なし 縁石あり 日鉄神鋼建材

組立歩道　ＫＡＢ－１．５ＹＮ型 縁石有　幅１．５　鋼管　日鉄 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113030230
組立歩道 ＫＡ（Ｂ）－２．０Ｙ（Ｎ） 支柱傾斜Ａ・支柱垂直Ｂ 幅員２．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版
デッキプレート 高欄なし 縁石あり 日鉄神鋼建材

組立歩道　ＫＡＢ－２．０ＹＮ型 縁石有　幅２　鋼管　日鉄 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113030420
組立歩道 ＫＡ（Ｂ）－１．０Ｙ（Ｎ） 支柱傾斜Ａ・支柱垂直Ｂ 幅員１．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版
デッキプレート 高欄なし 縁石なし 日鉄神鋼建材

組立歩道　ＫＡＢ－１．０ＹＮ型 縁石無　幅１　鋼管　日鉄 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113030425
組立歩道 ＫＡ（Ｂ）－１．５Ｙ（Ｎ） 支柱傾斜Ａ・支柱垂直Ｂ 幅員１．５ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版
デッキプレート 高欄なし 縁石なし 日鉄神鋼建材

組立歩道　ＫＡＢ－１．５ＹＮ型 縁石無　幅１．５　鋼管　日鉄 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

組立歩道―ブランド品― 1113030430
組立歩道 ＫＡ（Ｂ）－２．０Ｙ（Ｎ） 支柱傾斜Ａ・支柱垂直Ｂ 幅員２．０ｍ スパン３．０ｍ 支柱　鋼管 床版
デッキプレート 高欄なし 縁石なし 日鉄神鋼建材

組立歩道　ＫＡＢ－２．０ＹＮ型 縁石無　幅２　鋼管　日鉄 ｍ 251 ○ ○ 1113 組立道路材

道路用コンクリート製品 1105150010 道路用コンクリート製品 舗装用平板 幅３０ｃｍ×高３０ｃｍ×厚６ｃｍ １３ｋｇ／枚 舗装用コンクリート普通平板 ３０×３０×６ｃｍ 枚 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105010005 道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ａ 幅１５／１７ｃｍ×高２０ｃｍ×長６０ｃｍ ４４ｋｇ／個 歩車道境界ブロック　Ａ １５／１７×２０×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105010010 道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ａ　Ｒもの（曲） ４４ｋｇ／個 歩車道境界ブロック　Ａ Ｒもの　曲 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105010015 道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ｂ 幅１８／２０．５ｃｍ×高２５ｃｍ×長６０ｃｍ ６６ｋｇ／個 歩車道境界ブロック　Ｂ １８／２０．５×２５×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105010020 道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ｂ　Ｒもの（曲） ６６ｋｇ／個 歩車道境界ブロック　Ｂ Ｒもの　曲 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105010025 道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ｃ 幅１８／２１ｃｍ×高３０ｃｍ×長６０ｃｍ ８１ｋｇ／個 歩車道境界ブロック　Ｃ １８／２１×３０×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105010030 道路用コンクリート製品 歩車道境界 Ｃ　Ｒもの（曲） ８１ｋｇ／個 歩車道境界ブロック　Ｃ Ｒもの　曲 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105010035 道路用コンクリート製品 地先境界 Ａ 幅１２ｃｍ×高１２ｃｍ×長６０ｃｍ ２０ｋｇ／個 地先境界ブロック　Ａ １２×１２×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105010040 道路用コンクリート製品 地先境界 Ｂ 幅１５ｃｍ×高１２ｃｍ×長６０ｃｍ ２５ｋｇ／個 地先境界ブロック　Ｂ １５×１２×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105010045 道路用コンクリート製品 地先境界 Ｃ 幅１５ｃｍ×高１５ｃｍ×長６０ｃｍ ３１ｋｇ／個 地先境界ブロック　Ｃ １５×１５×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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道路用コンクリート製品 1105040010 道路用コンクリート製品 コンクリートＬ形 ２５０Ｂ 幅４５ｃｍ×高１７．５ｃｍ×長６０ｃｍ ６９ｋｇ／個 コンクリートＬ形　２５０Ｂ ４５×１７．５×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105050005 道路用コンクリート製品 鉄筋Ｌ形 ２５０Ｂ 幅４５ｃｍ×高１５．５ｃｍ×長６０ｃｍ ５９ｋｇ／個 鉄筋Ｌ形　２５０Ｂ ４５×１５．５×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105050010 道路用コンクリート製品 鉄筋Ｌ形 ３００ 幅５０ｃｍ×高１５．５ｃｍ×長６０ｃｍ ６５ｋｇ／個 鉄筋Ｌ形　３００ ５０×１５．５×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105050015 道路用コンクリート製品 鉄筋Ｌ形 ３５０ 幅５５ｃｍ×高１５．５ｃｍ×長６０ｃｍ ７２ｋｇ／個 鉄筋Ｌ形　３５０ ５５×１５．５×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070010
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） １５０ 内幅１５ｃｍ×内高１５ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ２４ｋ
ｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 １５０　１５×１５×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070020
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） １８０ 内幅１８ｃｍ×内高１８ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ３４ｋ
ｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 １８０　１８×１８×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070030
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） ２４０ 内幅２４ｃｍ×内高２４ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ５５ｋ
ｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ２４０　２４×２４×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070040
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） ３００Ａ 内幅３０ｃｍ×内高２４ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ７０
ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３００Ａ　３０×２４×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070050
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） ３００Ｂ 内幅３０ｃｍ×内高３０ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ７９
ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３００Ｂ　３０×３０×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070060
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） ３００Ｃ 内幅３０ｃｍ×内高３６ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ９２
ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３００Ｃ　３０×３６×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070070
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） ３６０Ａ 内幅３６ｃｍ×内高３０ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ９０
ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３６０Ａ　３６×３０×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070080
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） ３６０Ｂ 内幅３６ｃｍ×内高３６ｃｍ×長６０ｃｍ ★ １０
０ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３６０Ｂ　３６×３６×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070090
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） ４５０ 内幅４５ｃｍ×内高４５ｃｍ×長６０ｃｍ ★ １３４
ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ４５０　４５×４５×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070100
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） ６００ 内幅６０ｃｍ×内高６０ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ２０９
ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ６００　６０×６０×６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105081010 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（１種） １５０ 幅２１ｃｍ×厚３．５ｃｍ×長６０ｃｍ ★ １０ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 １５０　Ｌ６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105081020 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（１種） １８０ 幅２５ｃｍ×厚４ｃｍ×長６０ｃｍ ★ １４ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 １８０　Ｌ６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105081030 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（１種） ２４０ 幅３３ｃｍ×厚４．５ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ２０ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ２４０　Ｌ６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105081040 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（１種） ３００ 幅４０ｃｍ×厚６ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ３２ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ３００　Ｌ６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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道路用コンクリート製品 1105081050 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（１種） ３６０ 幅４６ｃｍ×厚６．５ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ４１ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ３６０　Ｌ６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105081060 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（１種） ４５０ 幅５６ｃｍ×厚７ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ５４ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ４５０　Ｌ６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105081070 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（１種） ６００ 幅７４ｃｍ×厚７．５ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ７７ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ６００　Ｌ６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105082010 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） １５０ 幅２１ｃｍ×厚９ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ２６ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 １５０　Ｌ６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105082020 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） １８０ 幅２５ｃｍ×厚９ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ３１ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 １８０　Ｌ６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105082030 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） ２４０ 幅３３ｃｍ×厚１０ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ４４ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ２４０　Ｌ６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105082040 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） ３００ 幅４０ｃｍ×厚１０ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ５４ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ３００　Ｌ６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105082050 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） ３６０ 幅４６ｃｍ×厚１０ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ６３ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ３６０　Ｌ６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105082060 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） ４５０ 幅５６ｃｍ×厚１２ｃｍ×長６０ｃｍ ★ ９２ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ４５０　Ｌ６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105082070 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） ６００ 幅７４ｃｍ×厚１５ｃｍ×長６０ｃｍ ★ １５３ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ６００　Ｌ６０ｃｍ 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105130010
道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） １号 幅１５ｃｍ×高１８ｃｍ×長９０ｃｍ（直形） ５７ｋｇ／
個

並木ます（植樹）ブロック １号　１５×１８×９０（直形） 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105130050
道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） １号 幅１５ｃｍ×高１７ｃｍ×長７５ｃｍ（直形） ４２．５ｋ
ｇ／個

並木ます（植樹）ブロック １号　１５×１７×７５（直形） 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105130020
道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） ２号 幅１５ｃｍ×高１８ｃｍ×長６０ｃｍ（直形） ３８ｋｇ／
個

並木ます（植樹）ブロック ２号　１５×１８×６０（直形） 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105130060
道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） ２号 幅１５ｃｍ×高１７ｃｍ×長４０ｃｍ（直形） ２０ｋｇ／
個

並木ます（植樹）ブロック ２号　１５×１７×４０（直形） 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105130030
道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） ３号 幅１５ｃｍ×高１８ｃｍ×長４５ｃｍ（直形） ２９ｋｇ／
個

並木ます（植樹）ブロック ３号　１５×１８×４５（直形） 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105130070
道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） ３号 幅１５ｃｍ×高１７ｃｍ×長８２ｃｍ（直形） ４６ｋｇ／
個

並木ます（植樹）ブロック ３号　１５×１７×８２（直形） 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105130040
道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） ５号 幅１５ｃｍ×高１８ｃｍ×長３０ｃｍ（コーナー） ２１ｋ
ｇ／個

並木ます（植樹）ブロック ５号１５×１８×３０（コーナ） 個 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231050 道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ６００ 幅５３ｃｍ×３６ｃｍ×厚１０ｃｍ ５１ｋｇ／枚 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ６００ 枚 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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道路用コンクリート製品 1105231080 道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ５００ 幅６３ｃｍ×３１ｃｍ×厚１０ｃｍ ５２ｋｇ／枚 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ５００ 枚 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231110 道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ６００ 幅７３ｃｍ×３６ｃｍ×厚１０ｃｍ ６９ｋｇ／枚 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ６００ 枚 252 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070130
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） １５０ 内幅１５ｃｍ×内高１５ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ４０
ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 １５０　１５×１５×１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070140
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） １８０ 内幅１８ｃｍ×内高１８ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ５５
ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 １８０　１８×１８×１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070150
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） ２４０ 内幅２４ｃｍ×内高２４ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ９０
ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ２４０　２４×２４×１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070160
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） ３００Ａ 内幅３０ｃｍ×内高２４ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １
１４ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３００Ａ３０×２４×１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070170
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） ３００Ｂ 内幅３０ｃｍ×内高３０ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １
２９ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３００Ｂ３０×３０×１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070180
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） ３００Ｃ 内幅３０ｃｍ×内高３６ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １
４９ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３００Ｃ３０×３６×１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070190
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） ３６０Ａ 内幅３６ｃｍ×内高３０ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １
４７ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３６０Ａ３６×３０×１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070200
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） ３６０Ｂ 内幅３６ｃｍ×内高３６ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １
６３ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３６０Ｂ３６×３６×１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070210
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） ４５０ 内幅４５ｃｍ×内高４５ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ２１
８ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ４５０　４５×４５×１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105070220
道路用コンクリート製品 鉄筋コンクリートＵ形（１種） ６００ 内幅６０ｃｍ×内高６０ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ３４
２ｋｇ／個

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ６００　６０×６０×１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105081110 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（１種） １５０ 幅２１ｃｍ×厚３．５ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １６ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 １５０　Ｌ１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105081120 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（１種） １８０ 幅２５ｃｍ×厚４ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ２２ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 １８０　Ｌ１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105081130 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（１種） ２４０ 幅３３ｃｍ×厚４．５ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ３３ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ２４０　Ｌ１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105081140 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（１種） ３００ 幅４０ｃｍ×厚６ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ５３ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ３００　Ｌ１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105081150 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（１種） ３６０ 幅４６ｃｍ×厚６．５ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ６６ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ３６０　Ｌ１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105081160 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（１種） ４５０ 幅５６ｃｍ×厚７ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ８８ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ４５０　Ｌ１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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道路用コンクリート製品 1105081170 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（１種） ６００ 幅７４ｃｍ×厚７．５ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １２５ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ６００　Ｌ１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105082110 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） １５０ 幅２１ｃｍ×厚９ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ４２ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 １５０　Ｌ１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105082120 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） １８０ 幅２５ｃｍ×厚９ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ５０ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 １８０　Ｌ１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105082130 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） ２４０ 幅３３ｃｍ×厚１０ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ７２ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ２４０　Ｌ１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105082140 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） ３００ 幅４０ｃｍ×厚１０ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ８８ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ３００　Ｌ１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105082150 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） ３６０ 幅４６ｃｍ×厚１０ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １０２ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ３６０　Ｌ１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105082160 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） ４５０ 幅５６ｃｍ×厚１２ｃｍ×長１００ｃｍ ★ １４９ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ４５０　Ｌ１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105082170 道路用コンクリート製品 Ｕ形用ふた（２種） ６００ 幅７４ｃｍ×厚１５ｃｍ×長１００ｃｍ ★ ２５０ｋｇ／個 鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ６００　Ｌ１００ｃｍ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105130080
道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） １号　埼玉県型 幅１２ｃｍ×高１５ｃｍ×長９０ｃｍ（直形）
３９ｋｇ／個

並木ます（植樹）ブロック　埼玉 １号　１２×１５×９０（直形） 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105130090
道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） ２号　埼玉県型 幅１２ｃｍ×高１５ｃｍ×長６０ｃｍ（直形）
２３ｋｇ／個

並木ます（植樹）ブロック　埼玉 ２号　１２×１５×６０（直形） 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105130100
道路用コンクリート製品 並木ますブロック（植樹） ３号　埼玉県型 幅１２ｃｍ×高１５ｃｍ×長２８．５ｃｍ（コー
ナー） １３ｋｇ／個

並木ます（植樹）ブロック　埼玉 ３号１２×１５×２８．５コーナ 個 253 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105051005
地区別道路用コンクリート製品 東北地区 盛岡市型鉄筋コンクリート Ｌ型 幅５２０ｍｍ×高１５５ｍｍ×長６００ｍ
ｍ ７１ｋｇ／個 盛岡

鉄筋Ｌ型（盛岡市） ５２０×１５５×６００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105051010
地区別道路用コンクリート製品 東北地区 基礎付歩車道境界ブロック Ｆ型標準 幅３２０ｍｍ×高３５０ｍｍ×長２，
０００ｍｍ ４１０ｋｇ／個 盛岡

基礎付歩車道境界ブロック　盛岡 Ｆ型　３２０×３５０×２０００ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105051015
地区別道路用コンクリート製品 東北地区 基礎付歩車道境界ブロック Ｍ型標準 幅３００ｍｍ×高３５０ｍｍ×長２，
０００ｍｍ ３７５ｋｇ／個 盛岡

基礎付歩車道境界ブロック　盛岡 Ｍ型　３００×３５０×２０００ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105050805
地区別道路用コンクリート製品 東北地区 特殊Ｌ型 ２７５ 幅６５０ｍｍ×高２７５ｍｍ×長６００ｍｍ １１７ｋｇ／
個 仙台

鉄筋Ｌ型（仙台） 特殊Ｌ型　２７５ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105050810
地区別道路用コンクリート製品 東北地区 特殊Ｌ型 ３３０ 幅６５０ｍｍ×高３３０ｍｍ×長５００ｍｍ １４２ｋｇ／
個 仙台

鉄筋Ｌ型（仙台） 特殊Ｌ型　３３０ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105050815 地区別道路用コンクリート製品 東北地区 Ｌ型縁塊 （グレーチング共） 幅２５０ｍｍ ５８ｋｇ／組 仙台 鉄筋Ｌ型（仙台） Ｌ型縁塊　２５０ｍｍ 組 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105050820 地区別道路用コンクリート製品 東北地区 Ｌ型縁塊 （グレーチング共） 幅３００ｍｍ ６４ｋｇ／組 仙台 鉄筋Ｌ型（仙台） Ｌ型縁塊　３００ｍｍ 組 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105091005
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用側溝（ＫＵＳ） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ３５７ｋｇ／個 水戸

歩道用側溝（茨城県型）ＫＵＳ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091010
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用側溝（ＫＵＳ） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ４８２ｋｇ／個 水戸

歩道用側溝（茨城県型）ＫＵＳ ３００×４００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091015
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用側溝（ＫＵＳ） 幅３５０ｍｍ×高３５０ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ４３３ｋｇ／個 水戸

歩道用側溝（茨城県型）ＫＵＳ ３５０×３５０×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091020
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用側溝（ＫＵＳ） 幅３５０ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ４９９ｋｇ／個 水戸

歩道用側溝（茨城県型）ＫＵＳ ３５０×４００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091025
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用側溝（ＫＵＳ） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ５１８ｋｇ／個 水戸

歩道用側溝（茨城県型）ＫＵＳ ４００×４００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091030
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用側溝（ＫＵＳ） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ６２６ｋｇ／個 水戸

歩道用側溝（茨城県型）ＫＵＳ ４００×５００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091035
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用側溝（ＫＵＲ） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ５６０ｋｇ／個 水戸

車道用側溝（茨城県型）ＫＵＲ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091040
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用側溝（ＫＵＲ） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ７１９ｋｇ／個 水戸

車道用側溝（茨城県型）ＫＵＲ ３００×４００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091045
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用側溝（ＫＵＲ） 幅３５０ｍｍ×高３５０ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ６５９ｋｇ／個 水戸

車道用側溝（茨城県型）ＫＵＲ ３５０×３５０×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091050
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用側溝（ＫＵＲ） 幅３５０ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ７４２ｋｇ／個 水戸

車道用側溝（茨城県型）ＫＵＲ ３５０×４００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091055
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用側溝（ＫＵＲ） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ７７１ｋｇ／個 水戸

車道用側溝（茨城県型）ＫＵＲ ４００×４００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091060
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用側溝（ＫＵＲ） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ９５４ｋｇ／個 水戸

車道用側溝（茨城県型）ＫＵＲ ４００×５００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105104835
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用ふた（ＩＳＬ） ３００ 幅４３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長９
９４ｍｍ １０１ｋｇ／枚 水戸

歩道用ふた（茨城県型）３００ ４３０×１００×９９４ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105104840
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用ふた（ＩＳＬ） ３５０ 幅４８０ｍｍ×高１００ｍｍ×長９
９４ｍｍ １１３ｋｇ／枚 水戸

歩道用ふた（茨城県型）３５０ ４８０×１００×９９４ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105104845
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型歩道用ふた（ＩＳＬ） ４００ 幅５３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長９
９４ｍｍ １２５ｋｇ／枚 水戸

歩道用ふた（茨城県型）４００ ５３０×１００×９９４ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105104850
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用ふた（ＩＲＬ） ３００ 幅４３０ｍｍ×高１３０ｍｍ×長９
９４ｍｍ １３２ｋｇ／枚 水戸

車道用ふた（茨城県型）３００ ４３０×１３０×９９４ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105104855
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用ふた（ＩＲＬ） ３５０ 幅４８０ｍｍ×高１３０ｍｍ×長９
９４ｍｍ １４８ｋｇ／枚 水戸

車道用ふた（茨城県型）３５０ ４８０×１３０×９９４ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105104860
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型車道用ふた（ＩＲＬ） ４００ 幅５３０ｍｍ×高１３０ｍｍ×長９
９４ｍｍ １６３ｋｇ／枚 水戸

車道用ふた（茨城県型）４００ ５３０×１３０×９９４ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105104865
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型排水側溝ふた歩道用（ＩＳＶ） ３００ 幅４３０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ×長９９４ｍｍ ９７ｋｇ／枚 水戸

排水用ふた（茨城県型）３００ ４３０×１００×９９４ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105104870
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型排水側溝ふた歩道用（ＩＳＶ） ４００ 幅５３０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ×長９９４ｍｍ １２０ｋｇ／枚 水戸

排水用ふた（茨城県型）４００ ５３０×１００×９９４ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105104875
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型排水側溝ふた車道用（ＩＲＶ） ３００ 幅４３０ｍｍ×高１３０ｍ
ｍ×長９９４ｍｍ １２８ｋｇ／枚 水戸

排水用ふた（茨城県型）３００ ４３０×１３０×９９４ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105104880
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 茨城県型排水側溝ふた車道用（ＩＲＶ） ４００ 幅５３０ｍｍ×高１３０ｍ
ｍ×長９９４ｍｍ １５８ｋｇ／枚 水戸

排水用ふた（茨城県型）４００ ５３０×１３０×９９４ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105090902
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型歩道用側溝（Ｕ１２） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長４，０００
ｍｍ ９４３ｋｇ／個 宇都宮

歩道用側溝（栃木県型）Ｕ１２ ３００×３００×４０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105090904
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型歩道用側溝（Ｕ１２） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長４，０００
ｍｍ １，１２２ｋｇ／個 宇都宮

歩道用側溝（栃木県型）Ｕ１２ ３００×４００×４０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105090906
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型歩道用側溝（Ｕ１２） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長４，０００
ｍｍ １，２９９ｋｇ／個 宇都宮

歩道用側溝（栃木県型）Ｕ１２ ４００×４００×４０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105090908
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型歩道用側溝（Ｕ１２） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長４，０００
ｍｍ １，５４１ｋｇ／個 宇都宮

歩道用側溝（栃木県型）Ｕ１２ ４００×５００×４０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105090910
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型車道用側溝（Ｕ４） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長４，０００ｍ
ｍ １，３２０ｋｇ／個 宇都宮

車道用側溝（栃木県型）Ｕ４ ３００×３００×４０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105090912
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型車道用側溝（Ｕ４） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長４，０００ｍ
ｍ １，５２０ｋｇ／個 宇都宮

車道用側溝（栃木県型）Ｕ４ ３００×４００×４０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105090914
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型車道用側溝（Ｕ４） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長４，０００ｍ
ｍ １，６２０ｋｇ／個 宇都宮

車道用側溝（栃木県型）Ｕ４ ４００×４００×４０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105090916
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型車道用側溝（Ｕ４） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長４，０００ｍ
ｍ １，８３０ｋｇ／個 宇都宮

車道用側溝（栃木県型）Ｕ４ ４００×５００×４０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105106005
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型歩道用ふた（Ｃ７） ３００ 幅４３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５０
０ｍｍ ５３ｋｇ／枚 宇都宮

歩道用ふた（栃木県型）３００ ４３０×１００×５００ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105106010
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型歩道用ふた（Ｃ７） ４００ 幅５３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５０
０ｍｍ ６５ｋｇ／枚 宇都宮

歩道用ふた（栃木県型）４００ ５３０×１００×５００ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105106015
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型車道用ふた（Ｃ３） ３００ 幅４３０ｍｍ×高１３０ｍｍ×長５０
０ｍｍ ６８ｋｇ／枚 宇都宮

車道用ふた（栃木県型）３００ ４３０×１３０×５００ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105106020
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 栃木県型車道用ふた（Ｃ３） ４００ 幅５３０ｍｍ×高１３０ｍｍ×長５０
０ｍｍ ８５ｋｇ／枚 宇都宮

車道用ふた（栃木県型）４００ ５３０×１３０×５００ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105090801
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型歩道用側溝（ＧＰＵ２） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，００
０ｍｍ ３８３ｋｇ／個 前橋

歩道用側溝（群馬県型）ＧＰＵ２ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105090802
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型歩道用側溝（ＧＰＵ２） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，００
０ｍｍ ４５５ｋｇ／個 前橋

歩道用側溝（群馬県型）ＧＰＵ２ ３００×４００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105090803
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型歩道用側溝（ＧＰＵ２） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，００
０ｍｍ ４９２ｋｇ／個 前橋

歩道用側溝（群馬県型）ＧＰＵ２ ４００×４００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105090804
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型歩道用側溝（ＧＰＵ２） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，００
０ｍｍ ５７１ｋｇ／個 前橋

歩道用側溝（群馬県型）ＧＰＵ２ ４００×５００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105090820
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型車道用側溝（ＧＰＵ３） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，００
０ｍｍ ４２５ｋｇ／個 前橋

車道用側溝（群馬県型）ＧＰＵ３ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105090822
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型車道用側溝（ＧＰＵ３） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，００
０ｍｍ ４８１ｋｇ／個 前橋

車道用側溝（群馬県型）ＧＰＵ３ ３００×４００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105090824
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型車道用側溝（ＧＰＵ３） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，００
０ｍｍ ５２０ｋｇ／個 前橋

車道用側溝（群馬県型）ＧＰＵ３ ４００×４００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105090826
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型車道用側溝（ＧＰＵ３） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，００
０ｍｍ ６３８ｋｇ／個 前橋

車道用側溝（群馬県型）ＧＰＵ３ ４００×５００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105106205
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型歩道用ふた（ＰＣ３） ３００ 幅４００ｍｍ×高１００ｍｍ×長５
００ｍｍ ３６ｋｇ／枚 前橋

歩道用ふた（群馬県型）３００ ４００×１００×５００ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105106210
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型歩道用ふた（ＰＣ３） ４００ 幅５００ｍｍ×高１１０ｍｍ×長５
００ｍｍ ４７ｋｇ／枚 前橋

歩道用ふた（群馬県型）４００ ５００×１１０×５００ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105106215
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型車道用ふた（ＰＣ４） ３００ 幅４００ｍｍ×高１００ｍｍ×長５
００ｍｍ ４７ｋｇ／枚 前橋

車道用ふた（群馬県型）３００ ４００×１００×５００ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105106220
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 群馬県型車道用ふた（ＰＣ４） ４００ 幅５００ｍｍ×高１１０ｍｍ×長５
００ｍｍ ６５ｋｇ／枚 前橋

車道用ふた（群馬県型）４００ ５００×１１０×５００ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105100440
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 埼玉県型側溝ふた（普通・手掛） 幅３９０ｍｍ×高５０ｍｍ×長６００ｍｍ
３１ｋｇ／枚 さいたま

側溝ふた（埼玉県型）普通・手掛 ３９０×５０×６００ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105100445
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 埼玉県型側溝ふた（網付き） 幅３９０ｍｍ×高５０ｍｍ×長６００ｍｍ ３
０ｋｇ／枚 さいたま

側溝ふた（埼玉県型）　網付 ３９０×５０×６００ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105100415
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 埼玉県型側溝ふた（普通・手掛） 幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍ
ｍ ５６ｋｇ／枚 さいたま

側溝ふた（埼玉県型）普通・手掛 ３９０×１００×６００ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105100420
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 埼玉県型側溝ふた（網付き） 幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍｍ
５４ｋｇ／枚 さいたま

側溝ふた（埼玉県型）　網付 ３９０×１００×６００ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105098005
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型歩道用側溝（ＣＨ１） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ３４２ｋｇ／個 千葉

歩道用側溝（千葉県型）ＣＨ１ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105098007
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型歩道用側溝（ＣＨ１） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ４１４ｋｇ／個 千葉

歩道用側溝（千葉県型）ＣＨ１ ３００×４００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105098010
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型歩道用側溝（ＣＨ１） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ４４５ｋｇ／個 千葉

歩道用側溝（千葉県型）ＣＨ１ ４００×４００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105098012
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型歩道用側溝（ＣＨ１） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ５２４ｋｇ／個 千葉

歩道用側溝（千葉県型）ＣＨ１ ４００×５００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105098015
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型車道用側溝（ＣＨ２５） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，００
０ｍｍ ４１３ｋｇ／個 千葉

車道用側溝（千葉県型）ＣＨ２５ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105098017
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型車道用側溝（ＣＨ２５） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，００
０ｍｍ ４９１ｋｇ／個 千葉

車道用側溝（千葉県型）ＣＨ２５ ３００×４００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105098020
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型車道用側溝（ＣＨ２５） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，００
０ｍｍ ５０４ｋｇ／個 千葉

車道用側溝（千葉県型）ＣＨ２５ ４００×４００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105098022
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型車道用側溝（ＣＨ２５） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，００
０ｍｍ ６２３ｋｇ／個 千葉

車道用側溝（千葉県型）ＣＨ２５ ４００×５００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105103805
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型歩道用ふた（ＣＨＬ１） ３００ 幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ×長
４９５ｍｍ ３７ｋｇ／枚 千葉

歩道用ふた（千葉県型）３００ ３９０×１００×４９５ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105103810
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型歩道用ふた（ＣＨＬ１） ４００ 幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ×長
４９５ｍｍ ４６ｋｇ／枚 千葉

歩道用ふた（千葉県型）４００ ４９０×１００×４９５ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105103815
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型車道用ふた（ＣＨＬ２５） ３００ 幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ×
長４９５ｍｍ ４６ｋｇ／枚 千葉

車道用ふた（千葉県型）３００ ３９０×１００×４９５ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105103820
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型車道用ふた（ＣＨＬ２５） ４００ 幅４９０ｍｍ×高１２０ｍｍ×
長４９５ｍｍ ６７ｋｇ／枚 千葉

車道用ふた（千葉県型）４００ ４９０×１２０×４９５ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105103825
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型用歩車道ブロック一体ふた（ＢＦＬ） ３０ 幅３９０ｍｍ×高２９
４ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３５４ｋｇ／個 千葉

歩車道ブロック一体蓋　千葉県型 ＢＦＬ　３０ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105103830
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型用歩車道ブロック一体ふた（ＢＦＬ） ４０ 幅４９０ｍｍ×高２９
１ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４０２ｋｇ／個 千葉

歩車道ブロック一体蓋　千葉県型 ＢＦＬ　４０ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105103832
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型用歩車道ブロック一体ふた（ＢＦＳＬ） ３０－１５ 幅３９０ｍｍ
×高２４４ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３４３ｋｇ／個 千葉

歩車道ブロック一体蓋　千葉県型 ＢＦＳＬ　３０－１５ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105103834
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 千葉県型用歩車道ブロック一体ふた（ＢＦＳＬ） ３０－２０ 幅３９０ｍｍ
×高２９４ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３８０ｋｇ／個 千葉

歩車道ブロック一体蓋　千葉県型 ＢＦＳＬ　３０－２０ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105098045
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 長尺Ｕ字溝（ＬＤＵ） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２
６４ｋｇ／個 千葉

長尺Ｕ字溝（千葉）ＬＤＵ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105098050
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 長尺Ｕ字溝（ＬＤＵ） 幅３６０ｍｍ×高３６０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３
３３ｋｇ／個 千葉

長尺Ｕ字溝（千葉）ＬＤＵ ３６０×３６０×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105098025
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 長尺Ｕ字溝（ＬＤＵ） 幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４
４６ｋｇ／個 千葉

長尺Ｕ字溝（千葉）ＬＤＵ ４５０×４５０×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105098030
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 長尺Ｕ字溝（ＬＤＵ） 幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６
９８ｋｇ／個 千葉

長尺Ｕ字溝（千葉）ＬＤＵ ６００×６００×２０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082080
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（２種Ａ２） ２４０ 幅３３０ｍｍ×高１００ｍｍ×
長６００ｍｍ ４５ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） ２種Ａ２　２４０ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082090
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（２種Ａ２） ３００ 幅４００ｍｍ×高１００ｍｍ×
長６００ｍｍ ５６ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） ２種Ａ２　３００ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105100205
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 東京都型鉄筋コンクリートＬ型（ふた掛け用） ２４０ 幅３４０ｍｍ×高１
５５ｍｍ×長６００ｍｍ ４５ｋｇ／個 東京

Ｌ型側溝蓋（東京都型）ふた掛用 ２４０　３４０×１５５ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105100215
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 東京都型鉄筋コンクリートＬ型（ふた掛け用） ３００ 幅４００ｍｍ×高１
５５ｍｍ×長６００ｍｍ ５２ｋｇ／個 東京

Ｌ型側溝蓋（東京都型）ふた掛用 ３００　４００×１５５ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105100812
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型新設用ふた １種３００ 幅４３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００
ｍｍ ５４ｋｇ／個 横浜

新設用ふた（神奈川県型）　１種 ３００　４３０×１００ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105100814
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型新設用ふた ２種３００ 幅４３０ｍｍ×高１１０ｍｍ×長５００
ｍｍ ５８ｋｇ／個 横浜

新設用ふた（神奈川県型）　２種 ３００　４３０×１１０ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105100816
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型新設用ふた ２種４００ 幅５３０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長５００
ｍｍ ７８ｋｇ／個 横浜

新設用ふた（神奈川県型）　２種 ４００　５３０×１２０ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105100805
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型補修用ふた ２種３００ 幅４３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００
ｍｍ ５８ｋｇ／枚 横浜

補修用ふた（神奈川県型）　２種 ３００　４３０×１００ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105100810
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型補修用ふた ３種３００ 幅４３０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００
ｍｍ ７０ｋｇ／枚 横浜

補修用ふた（神奈川県型）　３種 ３００　４３０×１２０ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105100818
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型補修用ふた ３種４００ 幅５３０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００
ｍｍ ８６ｋｇ／枚 横浜

補修用ふた（神奈川県型）　３種 ４００　５３０×１２０ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105100820
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 神奈川県型補修用ふた ３種４００ 幅５５０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００
ｍｍ ９０ｋｇ／枚 横浜

補修用ふた（神奈川県型）　３種 ４００　５５０×１２０ｍｍ 枚 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105012805
地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 歩車道境界ブロック（ＴＣＫブロック） 片面Ｈ２５０ 幅１８０ｍｍ／２０
５ｍｍ×高２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２２５ｋｇ／個 富山

歩車道境界ブロック ＴＣＫブロック　片面Ｈ２５０ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105012810
地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 歩車道境界ブロック（ＴＣＫブロック） 片面Ｈ３００ 幅１８０ｍｍ／２１
０ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２７５ｋｇ／個 富山

歩車道境界ブロック ＴＣＫブロック　片面Ｈ３００ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105012815
地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 歩車道境界ブロック（ＴＣＫブロック） 片面Ｈ３５０ 幅１８０ｍｍ／２１
５ｍｍ×高３５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３２５ｋｇ／個 富山

歩車道境界ブロック ＴＣＫブロック　片面Ｈ３５０ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105012820
地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 歩車道境界ブロック（ＴＣＫブロック） 両面Ｈ３００ 幅１８０ｍｍ／２４
０ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２９５ｋｇ／個 富山

歩車道境界ブロック ＴＣＫブロック　両面Ｈ３００ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105012825
地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 歩車道境界ブロック（ＴＣＫブロック） 両面Ｈ３５０ 幅１８０ｍｍ／２５
０ｍｍ×高３５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３５０ｋｇ／個 富山

歩車道境界ブロック ＴＣＫブロック　両面Ｈ３５０ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105012830
地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 歩車道境界ブロック（ＴＣＫブロック） 両面Ｈ４００ 幅１８０ｍｍ／２６
０ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４１０ｋｇ／個 富山

歩車道境界ブロック ＴＣＫブロック　両面Ｈ４００ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105093070
地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 Ｕ型側溝（サイドデッチ） １８０ 幅１８０ｍｍ×高１８０ｍｍ×長１，０
００ｍｍ ６０ｋｇ／個 金沢

Ｕ型側溝サイドデッチ　１８０ １８０×１８０×１０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105093072
地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 Ｕ型側溝（サイドデッチ） ２４０ 幅２４０ｍｍ×高２４０ｍｍ×長１，０
００ｍｍ ９０ｋｇ／個 金沢

Ｕ型側溝サイドデッチ　２４０ ２４０×２４０×１０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105093074
地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 Ｕ型側溝（サイドデッチ） ３００Ａ 幅３００ｍｍ×高２４０ｍｍ×長１，
０００ｍｍ １２０ｋｇ／個 金沢

Ｕ型側溝サイドデッチ　３００Ａ ３００×２４０×１０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105093076
地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 Ｕ型側溝（サイドデッチ） ３００Ｂ 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長１，
０００ｍｍ １３５ｋｇ／個 金沢

Ｕ型側溝サイドデッチ　３００Ｂ ３００×３００×１０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105093078
地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 Ｕ型側溝（サイドデッチ） ３６０ 幅３６０ｍｍ×高３６０ｍｍ×長１，０
００ｍｍ １７０ｋｇ／個 金沢

Ｕ型側溝サイドデッチ　３６０ ３６０×３６０×１０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105093080
地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 Ｕ型側溝（サイドデッチ） ４５０ 幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ×長１，０
００ｍｍ ２３０ｋｇ／個 金沢

Ｕ型側溝サイドデッチ　４５０ ４５０×４５０×１０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105093082
地区別道路用コンクリート製品 北陸地区 Ｕ型側溝（サイドデッチ） ６００ 幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ×長１，０
００ｍｍ ３６５ｋｇ／個 金沢

Ｕ型側溝サイドデッチ　６００ ６００×６００×１０００ｍｍ 個 256 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091405
地区別道路用コンクリート製品 中部地区 車道用側溝（ＣＫＵ－Ⅱ・Ｔ－１４型） 幅２４０ｍｍ×高２４０ｍｍ×長
１，０００ｍｍ １４９ｋｇ／個 名古屋

車道用側溝（名古屋）ＣＫＵ－２ ２４０×２４０×１０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091410
地区別道路用コンクリート製品 中部地区 車道用側溝（ＣＫＵ－Ⅱ・Ｔ－１４型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長
１，０００ｍｍ ２０３ｋｇ／個 名古屋

車道用側溝（名古屋）ＣＫＵ－２ ３００×３００×１０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091415
地区別道路用コンクリート製品 中部地区 車道用側溝（ＣＫＵ－Ⅱ・Ｔ－１４型） 幅３００ｍｍ×高３６０ｍｍ×長
１，０００ｍｍ ２３３ｋｇ／個 名古屋

車道用側溝（名古屋）ＣＫＵ－２ ３００×３６０×１０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091420
地区別道路用コンクリート製品 中部地区 車道用側溝（ＣＫＵ－Ⅱ・Ｔ－１４型） 幅３６０ｍｍ×高３６０ｍｍ×長
１，０００ｍｍ ２４３ｋｇ／個 名古屋

車道用側溝（名古屋）ＣＫＵ－２ ３６０×３６０×１０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091425
地区別道路用コンクリート製品 中部地区 車道用側溝（ＣＫＵ－Ⅱ・Ｔ－１４型） 幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ×長
１，０００ｍｍ ３１９ｋｇ／個 名古屋

車道用側溝（名古屋）ＣＫＵ－２ ４５０×４５０×１０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105012410
地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 エプロン付き歩車道境界ブロック ＰＬ－４　１型１５０　長２，０００ ５
２１ｋｇ／個 大津

エプロン付き歩車道境界ブロック ＰＬ－４　１型１５０　大津 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105012415
地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 エプロン付き歩車道境界ブロック ＰＬ－４　２型１５０　長２，０００ ６
０８ｋｇ／個 大津

エプロン付き歩車道境界ブロック ＰＬ－４　２型１５０　大津 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105012400
地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 エプロン付き歩車道境界ブロック ＰＬ－５　１型１５０　長２，０００ ５
３５ｋｇ／個 大津

エプロン付き歩車道境界ブロック ＰＬ－５　１型１５０　大津 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105012405
地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 エプロン付き歩車道境界ブロック ＰＬ－５　２型１５０　長２，０００ ６
２９ｋｇ／個 大津

エプロン付き歩車道境界ブロック ＰＬ－５　２型１５０　大津 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105050605 地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 京都市型鉄筋コンクリートＬ形街渠 １号型 ５６ｋｇ／個 京都 鉄筋Ｌ形（京都市） 街渠１号型 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105050610 地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 京都市型鉄筋コンクリートＬ形街渠 ２号型 ４１ｋｇ／個 京都 鉄筋Ｌ形（京都市） 街渠２号型 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105010605
地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪府型歩道切下げブロック （直）　幅４０／１８０ｍｍ×高１００ｍｍ×
長６００ｍｍ ２３ｋｇ／個 大阪

歩道切下げブロック（大阪府型） ４０／１８０×１００×６００直 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105010610
地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪府型歩道切下げブロック （曲）　幅４０／１８０ｍｍ×高１００ｍｍ×
長６００ｍｍ ２２ｋｇ／個 大阪

歩道切下げブロック（大阪府型） ４０／１８０×１００×６００曲 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105010615 地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪府型歩道段差ブロック 斜Ⅰ型 ４７ｋｇ／個 大阪 歩道段差ブロック（大阪府型） 斜１型 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105010620 地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪府型歩道段差ブロック 斜Ⅱ型 大阪 歩道段差ブロック（大阪府型） 斜２型 組 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105010625 地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪府型歩道段差ブロック 斜Ⅲ型 大阪 歩道段差ブロック（大阪府型） 斜３型 組 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105020205
地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪府型こま止めブロック Ⅰ型 （直）　幅１８０／２５０ｍｍ×高３５０
ｍｍ×長６００ｍｍ １０５ｋｇ／個 大阪

こま止めブロック（大阪府型） １型　直 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105020215
地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪府型こま止めブロック Ⅱ型 （直）　幅１８０／２３０ｍｍ×高２５０
ｍｍ×長６００ｍｍ ７１ｋｇ／個 大阪

こま止めブロック（大阪府型） ２型　直 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105020225
地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪府型こま止めブロック 斜型 幅１８０／２３０－１８０ｍｍ×高２５０
ｍｍ－１００ｍｍ×長６００ｍｍ ４７ｋｇ／個 大阪

こま止めブロック（大阪府型） 斜型 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105010805 地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道切下げブロック （直）　歩Ｂ．Ｈ１００ ２６ｋｇ／個 大阪 歩道切下げブロック（大阪市型） 歩Ｂ．Ｈ１００ｍｍ　直 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105010810 地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道切下げブロック （曲）　歩Ｂ．Ｈ１００ 大阪 歩道切下げブロック（大阪市型） 歩Ｂ．Ｈ１００ｍｍ　曲 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105010815 地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道切下げブロック （直）　歩Ｂ．Ｈ１５０ ４０ｋｇ／個 大阪 歩道切下げブロック（大阪市型） 歩Ｂ．Ｈ１５０ｍｍ　直 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105010820 地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道切下げブロック （曲）　歩Ｂ．Ｈ１５０ 大阪 歩道切下げブロック（大阪市型） 歩Ｂ．Ｈ１５０ｍｍ　曲 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105010825 地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道切下げブロック （直）　歩Ｂ．Ｈ２００ ５４ｋｇ／個 大阪 歩道切下げブロック（大阪市型） 歩Ｂ．Ｈ２００ｍｍ　直 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105010830 地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道切下げブロック （曲）　歩Ｂ．Ｈ２００ 大阪 歩道切下げブロック（大阪市型） 歩Ｂ．Ｈ２００ｍｍ　曲 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105010835 地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道段差ブロック 斜Ⅰ型 Ｈ２５０－１００ ４７ｋｇ／個 大阪 歩道段差ブロック（大阪市型） 斜１型　Ｈ２５０－１００ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105010840
地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道段差ブロック 斜Ⅱ型 Ｈ２５０－１７５，Ｈ１７５－１００ 大
阪

歩道段差ブロック（大阪市型） 斜２型　Ｈ２５０－１７５他 組 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105010845
地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 大阪市型歩道段差ブロック 斜Ⅲ型 Ｈ２５０－２００，Ｈ２００－１５０，
Ｈ１５０－１００ 大阪

歩道段差ブロック（大阪市型） 斜３型　Ｈ２５０－２００他 組 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105098605
地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 エプロン ＰＧＵ－Ａ基本 幅６６５ｍｍ×高２７０ｍｍ×長１，９９５ｍｍ
５２７ｋｇ／個 神戸

鉄筋コンクリート側溝（神戸） エプロン　ＰＧＵ－Ａ　基本 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105098610
地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 エプロン ＰＧＵ－Ｂ基本 幅７００ｍｍ×高３２０ｍｍ×長１，９９５ｍｍ
６１２ｋｇ／個 神戸

鉄筋コンクリート側溝（神戸） エプロン　ＰＧＵ－Ｂ　基本 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105098615
地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 エプロン ＰＧ５１５Ａ基本 幅６６５ｍｍ×高２７０ｍｍ×長１，９９５ｍ
ｍ ５２２ｋｇ／個 神戸

鉄筋コンクリート側溝（神戸） エプロン　ＰＧ５１５Ａ　基本 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105098620
地区別道路用コンクリート製品 近畿地区 エプロン ＰＧ５１５Ｂ基本 幅７００ｍｍ×高３２０ｍｍ×長１，９９５ｍ
ｍ ６０９ｋｇ／個 神戸

鉄筋コンクリート側溝（神戸） エプロン　ＰＧ５１５Ｂ　基本 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105106405
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 島根県型側溝用ふた ３００Ａ 幅４１０ｍｍ×高６０ｍｍ×長４９５ｍｍ ２
９ｋｇ／枚 松江

側溝用ふた（島根県型）３００Ａ ４１０×６０×４９５ｍｍ 枚 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105106410
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 島根県型側溝用ふた ３００Ｂ 幅４１０ｍｍ×高１００ｍｍ×長４９５ｍｍ
４９ｋｇ／枚 松江

側溝用ふた（島根県型）３００Ｂ ４１０×１００×４９５ｍｍ 枚 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105106415
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 島根県型側溝用ふた ３００Ｃ 幅４１０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長４９５ｍｍ
５９ｋｇ／枚 松江

側溝用ふた（島根県型）３００Ｃ ４１０×１２０×４９５ｍｍ 枚 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105106420
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 島根県型側溝用ふた ４００ 幅５３０ｍｍ×高１３０ｍｍ×長４９５ｍｍ ８
５ｋｇ／枚 松江

側溝用ふた（島根県型）４００ ５３０×１３０×４９５ｍｍ 枚 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105096305
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　横断用 ３００Ａ 幅３００ｍｍ×高３００ｍ
ｍ×長２，０００ｍｍ ４１０ｋｇ／個 広島

道路用側溝（広島） 横断用　３００Ａ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105096310
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　ふた掛なしタイプ １種３００Ａ 幅３００ｍ
ｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２５２ｋｇ／個 広島

道路用側溝（広島） ふた掛なしタイプ　１種３００Ａ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105096315
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　ふた掛なしタイプ ２種３００Ａ 幅３００ｍ
ｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３０２ｋｇ／個 広島

道路用側溝（広島） ふた掛なしタイプ　２種３００Ａ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092603
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ３型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
６２５ｋｇ／個 福岡

側溝（福岡県型）ＰＵ３型 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092604
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ３型） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
７０７ｋｇ／個 福岡

側溝（福岡県型）ＰＵ３型 ３００×４００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092607
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ３型） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
８９６ｋｇ／個 福岡

側溝（福岡県型）ＰＵ３型 ４００×４００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092608
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ３型） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
９９３ｋｇ／個 福岡

側溝（福岡県型）ＰＵ３型 ４００×５００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092610
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ４型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
４３４ｋｇ／個 福岡

側溝（福岡県型）ＰＵ４型 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092611
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ４型） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
４８８ｋｇ／個 福岡

側溝（福岡県型）ＰＵ４型 ３００×４００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092612
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ４型） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
５９７ｋｇ／個 福岡

側溝（福岡県型）ＰＵ４型 ４００×４００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092613
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ４型） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
６９２ｋｇ／個 福岡

側溝（福岡県型）ＰＵ４型 ４００×５００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092615
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ５型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
４３９ｋｇ／個 福岡

側溝（福岡県型）ＰＵ５型 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092620
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ５型） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
４９３ｋｇ／個 福岡

側溝（福岡県型）ＰＵ５型 ３００×４００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092625
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ５型） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
６０２ｋｇ／個 福岡

側溝（福岡県型）ＰＵ５型 ４００×４００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105092630
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡県型側溝（ＰＵ５型） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
６９７ｋｇ／個 福岡

側溝（福岡県型）ＰＵ５型 ４００×５００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092635
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＦＰＵ側溝 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３７０ｋｇ／
個 福岡

ＦＰＵ側溝（福岡） ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092640
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＦＰＵ側溝 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５１５ｋｇ／
個 福岡

ＦＰＵ側溝（福岡） ４００×４００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105107405
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＦＰＵ側溝用ふた （ＦＰＣ８－３） ３００用　Ｌ＝５００ｍｍ ３５ｋｇ／
枚 福岡

ＦＰＵ側溝用ふた（福岡） ＦＰＣ８－３　３００用 枚 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105107410
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＦＰＵ側溝用ふた （ＦＰＣ８－４） ４００用　Ｌ＝５００ｍｍ ５３ｋｇ／
枚 福岡

ＦＰＵ側溝用ふた（福岡） ＦＰＣ８－４　４００用 枚 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092650
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） 標準型Ａ 幅１５０／２７０ｍｍ×高７１５ｍ
ｍ×長２，０００ｍｍ ５７６ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 標準型Ａ　７１５×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092652
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） 標準型Ｂ 幅２００／３２０ｍｍ×高７１５ｍ
ｍ×長２，０００ｍｍ ６２１ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 標準型Ｂ　７１５×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092654
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ６％乗入 幅５０／１７０ｍｍ×高７１５ｍｍ
×長２，０００ｍｍ ４７６ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 ６％乗入　７１５×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092656
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ４％乗入 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ
×長２，０００ｍｍ ４８０ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 ４％乗入　７１５×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092658
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用　Ｒ－３．０ｍ 幅２０／１５０ｍ
ｍ×高７１５ｍｍ×長１，４５８／１，８３３ｍｍ ３９５ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 コーナー用　Ｒ－３ｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092660
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用　Ｒ－４．０ｍ 幅２０／１５０ｍ
ｍ×高７１５ｍｍ×長１，４８６／１，７６７ｍｍ ３９０ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 コーナー用　Ｒ－４ｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092662
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用　Ｒ－５．０ｍ 幅２０／１５０ｍ
ｍ×高７１５ｍｍ×長１，５０３／１，７２８ｍｍ ３８８ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 コーナー用　Ｒ－５ｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092664
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ニュー歩車道 片面Ａ 幅１５０／１７０ｍｍ×高２００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ １５０ｋｇ／個 福岡

ニュー歩車道　片面Ａ（福岡） ２００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092666
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ニュー歩車道 片面Ｂ 幅１８０／２０５ｍｍ×高２５０ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ２２６ｋｇ／個 福岡

ニュー歩車道　片面Ｂ（福岡） ２５０×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092668
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ニュー歩車道 片面Ｃ 幅１８０／２１０ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ２８０ｋｇ／個 福岡

ニュー歩車道　片面Ｃ（福岡） ３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092670
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ニュー歩車道 両面Ａ 幅１５０／１９０ｍｍ×高２００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ １５８ｋｇ／個 福岡

ニュー歩車道　両面Ａ（福岡） ２００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092672
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ニュー歩車道 両面Ｂ 幅１８０／２３０ｍｍ×高２５０ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ２４０ｋｇ／個 福岡

ニュー歩車道　両面Ｂ（福岡） ２５０×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092674
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ニュー歩車道 両面Ｃ 幅１８０／２４０ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ３００ｋｇ／個 福岡

ニュー歩車道　両面Ｃ（福岡） ３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105092822
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡市型　ＦＳ側溝 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４８
１ｋｇ／個 福岡

福岡市型　ＦＳ側溝 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092824
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡市型　ＦＳ側溝 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５７
１ｋｇ／個 福岡

福岡市型　ＦＳ側溝 ３００×４００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092826
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡市型　ＦＳ側溝 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６２
１ｋｇ／個 福岡

福岡市型　ＦＳ側溝 ４００×４００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092830
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡市型　ＦＳ側溝 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７０
６ｋｇ／個 福岡

福岡市型　ＦＳ側溝 ４００×５００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092832
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡市型　ＦＳ側溝 幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ８７
０ｋｇ／個 福岡

福岡市型　ＦＳ側溝 ５００×５００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092834
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡市型　ＦＳ側溝用ふた ３００用 幅２９５ｍｍ×高１２１ｍｍ×長５０
０ｍｍ ３８ｋｇ／枚 福岡

福岡市型ＦＳ側溝用ふた３００用 ２９５×１２１×５００ｍｍ 枚 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092836
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡市型　ＦＳ側溝用ふた ４００用 幅３９５ｍｍ×高１３１ｍｍ×長５０
０ｍｍ ５７ｋｇ／枚 福岡

福岡市型ＦＳ側溝用ふた４００用 ３９５×１３１×５００ｍｍ 枚 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092838
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡市型　ＦＳ側溝用ふた ５００用 幅５０５ｍｍ×高１５１ｍｍ×長５０
０ｍｍ ８６ｋｇ／枚 福岡

福岡市型ＦＳ側溝用ふた５００用 ５０５×１５１×５００ｍｍ 枚 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092840
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石分離型側溝（Ｂライン） 標準　Ⅰ型 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長
２，０００ｍｍ ６５０ｋｇ／個 福岡

縁石分離型側溝　標準　１型福岡 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092842
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石分離型側溝（Ｂライン） 車乗入れ　Ⅱ型 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ
×長２，０００ｍｍ ５７０ｋｇ／個 福岡

縁石分離型側溝　車乗入２型福岡 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092844
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石分離型側溝（Ｂライン） 縁石後付け　Ⅲ型 幅３００ｍｍ×高３００ｍ
ｍ×長２，０００ｍｍ ４６０ｋｇ／個 福岡

縁石分離型側溝縁石後付３型福岡 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092846
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石分離型側溝（Ｂライン） 天端平面　Ⅳ型 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ
×長２，０００ｍｍ ４５０ｋｇ／個 福岡

縁石分離型側溝天端平面４型福岡 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092815
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 佐賀県型側溝（ＮＳＫ－１型） 幅２５０ｍｍ×高２５０ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ３３１ｋｇ／個 佐賀

側溝（佐賀県型）ＮＳＫ－１型 ２５０×２５０×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092820
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 佐賀県型側溝（ＮＳＫ－１型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００
ｍｍ ４４７ｋｇ／個 佐賀

側溝（佐賀県型）ＮＳＫ－１型 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105102610
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 佐賀県型側溝用ふた ２５０ 幅３６０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ４
１ｋｇ／枚 佐賀

側溝用ふた（佐賀県型）２５０ ３６０×１００×５００ｍｍ 枚 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105102615
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 佐賀県型側溝用ふた ３００ 幅４１０ｍｍ×高１１０ｍｍ×長５００ｍｍ ５
２ｋｇ／枚 佐賀

側溝用ふた（佐賀県型）３００ ４１０×１１０×５００ｍｍ 枚 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092425
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＫＴ側溝 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４２０ｋｇ／個
熊本

ＫＴ側溝（熊本） ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092430
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＫＴ側溝 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５１９ｋｇ／個
熊本

ＫＴ側溝（熊本） ４００×４００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105092435
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＫＴ側溝 幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７０４ｋｇ／個
熊本

ＫＴ側溝（熊本） ５００×５００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105099402
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝（ＯＴＵⅡ型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍ
ｍ ４１８ｋｇ／個 大分

側溝（大分県型）ＯＴＵ２型 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105099407
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝（ＯＴＵⅡ型） 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍ
ｍ ４７８ｋｇ／個 大分

側溝（大分県型）ＯＴＵ２型 ３００×４００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105099412
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝（ＯＴＵⅡ型） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍ
ｍ ５４２ｋｇ／個 大分

側溝（大分県型）ＯＴＵ２型 ４００×４００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105099417
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝（ＯＴＵⅡ型） 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍ
ｍ ６４３ｋｇ／個 大分

側溝（大分県型）ＯＴＵ２型 ４００×５００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105099422
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝（ＯＴＵⅡ型） 幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍ
ｍ １，００６ｋｇ／個 大分

側溝（大分県型）ＯＴＵ２型 ６００×６００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105099427
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝（ＯＴＵⅢ型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長１，０００ｍ
ｍ ３１０ｋｇ／個 大分

側溝（大分県型）ＯＴＵ３型 ３００×３００×１０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105099435
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝（ＯＴＵⅢ型） 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長１，０００ｍ
ｍ ４０３ｋｇ／個 大分

側溝（大分県型）ＯＴＵ３型 ４００×４００×１０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105106605 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝用ふた（ＯＴＵⅡ型） ３００用 ４６ｋｇ／枚 大分 側溝用ふた（大分県型） ＯＴＵ２型　３００用 枚 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105106610 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝用ふた（ＯＴＵⅡ型） ４００用 ６７ｋｇ／枚 大分 側溝用ふた（大分県型） ＯＴＵ２型　４００用 枚 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105106615 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 大分県型側溝用ふた（ＯＴＵⅡ型） ６００用 １２２ｋｇ／枚 大分 側溝用ふた（大分県型） ＯＴＵ２型　６００用 枚 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105099505
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝２種 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４１９ｋｇ
／個 宮崎

ＭＫ側溝（宮崎）２種 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105099510
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝２種 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５１７ｋｇ
／個 宮崎

ＭＫ側溝（宮崎）２種 ４００×４００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105099515
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 ＭＫ側溝２種 幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７００ｋｇ
／個 宮崎

ＭＫ側溝（宮崎）２種 ５００×５００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105099715
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 鹿児島県型側溝 （Ａ型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
４０６ｋｇ／個 鹿児島

側溝（鹿児島県型）Ａ型 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105099720
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 鹿児島県型側溝 （ＣＧ型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍ
ｍ ４８３ｋｇ／個 鹿児島

側溝（鹿児島県型）ＣＧ型 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105099810
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 道路用ＫＤ側溝 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２６０ｋ
ｇ／個 鹿児島

道路用ＫＤ側溝（鹿児島） ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105099910
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 水路用ＫＷ側溝 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １８０ｋ
ｇ／個 鹿児島

水路用ＫＷ側溝（鹿児島） ３００×３００×２０００ｍｍ 個 257 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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国土交通省規格道路用コンクリート製品 1105050205
国土交通省規格道路用コンクリート製品 国土交通省型Ｌ形 幅６６５ｍｍ×高２７０ｍｍ×長６００ｍｍ １５７ｋｇ／
個

国土交通省型Ｌ形 ６６５×２７０×６００ｍｍ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

国土交通省規格道路用コンクリート製品 1105050210
国土交通省規格道路用コンクリート製品 国土交通省型Ｌ形 幅７００ｍｍ×高３２０ｍｍ×長６００ｍｍ １８６ｋｇ／
個

国土交通省型Ｌ形 ７００×３２０×６００ｍｍ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

国土交通省規格道路用コンクリート製品 1105050215
国土交通省規格道路用コンクリート製品 国土交通省型Ｌ形 幅７０５ｍｍ×高３７０ｍｍ×長６００ｍｍ ２０２ｋｇ／
個

国土交通省型Ｌ形 ７０５×３７０×６００ｍｍ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

国土交通省規格道路用コンクリート製品 1105050220
国土交通省規格道路用コンクリート製品 国土交通省型Ｌ形　縁塊 幅６６５ｍｍ×高２７０ｍｍ×長７００ｍｍ １３６
ｋｇ／個

国土交通省型Ｌ形　縁塊 ６６５×２７０×７００ｍｍ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

国土交通省規格道路用コンクリート製品 1105050225
国土交通省規格道路用コンクリート製品 国土交通省型Ｌ形　縁塊 幅７００ｍｍ×高３２０ｍｍ×長７００ｍｍ １６８
ｋｇ／個

国土交通省型Ｌ形　縁塊 ７００×３２０×７００ｍｍ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

国土交通省規格道路用コンクリート製品 1105050230
国土交通省規格道路用コンクリート製品 国土交通省型Ｌ形　縁塊 幅７０５ｍｍ×高３７０ｍｍ×長７００ｍｍ １８４
ｋｇ／個

国土交通省型Ｌ形　縁塊 ７０５×３７０×７００ｍｍ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

国土交通省規格道路用コンクリート製品 1105060010
国土交通省規格道路用コンクリート製品 国土交通省型Ｌ形　ふた 長４９０ｍｍ×幅３６５ｍｍ×厚６０ｍｍ ２８ｋｇ
／枚

国土交通省型Ｌ形　ふた ４９０×３６５×６０ｍｍ 枚 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105102450
各種道路用コンクリート製品 ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン ＪＦ３００（１種） ４１２ｍｍ×９５ｍｍ×５００ｍｍ
３１ｋｇ／個

ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン ＪＦ３００　１種 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105102452
各種道路用コンクリート製品 ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン ＪＦ３００（３種） ４１２ｍｍ×９５ｍｍ×５００ｍｍ
３３ｋｇ／個

ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン ＪＦ３００　３種 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105102454
各種道路用コンクリート製品 ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン ＶＳ３００ ４００ｍｍ×９５ｍｍ×５００ｍｍ ３１ｋ
ｇ／個

ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン ＶＳ３００ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105102456
各種道路用コンクリート製品 ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン ＶＳ４００ ５００ｍｍ×１１０ｍｍ×５００ｍｍ ４６
ｋｇ／個

ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン ＶＳ４００ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105102458
各種道路用コンクリート製品 ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン Ｃ１－Ｆ３００ ４３０ｍｍ×１００ｍｍ×５００ｍｍ
３９ｋｇ／個

ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン Ｃ１－Ｆ３００ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105102460
各種道路用コンクリート製品 ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン Ｃ２－Ｆ３００ ４３０ｍｍ×１１０ｍｍ×５００ｍｍ
４６ｋｇ／個

ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン Ｃ２－Ｆ３００ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105102464
各種道路用コンクリート製品 ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン Ｌｕ－Ｆ３００ｂ ３９０ｍｍ×１００ｍｍ×６００ｍｍ
３４ｋｇ／個

ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン Ｌｕ－Ｆ３００ｂ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105102466
各種道路用コンクリート製品 ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン Ｌｕ－Ｆ４００ｂ ４９０ｍｍ×１００ｍｍ×６００ｍｍ
５０ｋｇ／個

ＦＲＣ製集水ふた　ファイコン Ｌｕ－Ｆ４００ｂ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105011205
各種道路用コンクリート製品 長尺製品　歩車道境界ブロック Ａ １８０／２０５ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ
２３０ｋｇ／個

長尺製品　歩車道境界ブロックＡ １８０／２０５×２５０ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105011210
各種道路用コンクリート製品 長尺製品　歩車道境界ブロック Ｂ １８０／２１０ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ
２８０ｋｇ／個

長尺製品　歩車道境界ブロックＢ １８０／２１０×３００ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105011215
各種道路用コンクリート製品 長尺製品　歩車道境界ブロック Ｃ １８０／２１５ｍｍ×３５０ｍｍ×２，０００ｍｍ
３３０ｋｇ／個

長尺製品　歩車道境界ブロックＣ １８０／２１５×３５０ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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各種道路用コンクリート製品 1105011220
各種道路用コンクリート製品 長尺製品　歩車道境界ブロック Ｄ １８０／２２０ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ
３８０ｋｇ／個

長尺製品　歩車道境界ブロックＤ １８０／２２０×４００ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105096005
各種道路用コンクリート製品 長尺製品　Ｕ型溝（Ｔ－２０） ２４０ ２４０ｍｍ×２４０ｍｍ×２，０００ｍｍ １９
０ｋｇ／個

長尺製品　Ｕ型溝　Ｔ－２０ ２４０×２４０ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105096010
各種道路用コンクリート製品 長尺製品　Ｕ型溝（Ｔ－２０） ３００ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ２７
０ｋｇ／個

長尺製品　Ｕ型溝　Ｔ－２０ ３００×３００ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105096015
各種道路用コンクリート製品 長尺製品　Ｕ型溝（Ｔ－２０） ４５０ ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４６
０ｋｇ／個

長尺製品　Ｕ型溝　Ｔ－２０ ４５０×４５０ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105096020
各種道路用コンクリート製品 長尺製品　Ｕ型溝（Ｔ－２０） ６００ ６００ｍｍ×６００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７１
０ｋｇ／個

長尺製品　Ｕ型溝　Ｔ－２０ ６００×６００ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105096025
各種道路用コンクリート製品 長尺製品　Ｕ型溝（Ｔ－１４） ２４０ ２４０ｍｍ×２４０ｍｍ×２，０００ｍｍ １８
８ｋｇ／個

長尺製品　Ｕ型溝　Ｔ－１４ ２４０×２４０ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105096030
各種道路用コンクリート製品 長尺製品　Ｕ型溝（Ｔ－１４） ３００ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ２７
２ｋｇ／個

長尺製品　Ｕ型溝　Ｔ－１４ ３００×３００ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105096035
各種道路用コンクリート製品 長尺製品　Ｕ型溝（Ｔ－１４） ４５０ ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４５
８ｋｇ／個

長尺製品　Ｕ型溝　Ｔ－１４ ４５０×４５０ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品 1105096040
各種道路用コンクリート製品 長尺製品　Ｕ型溝（Ｔ－１４） ６００ ６００ｍｍ×６００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７１
４ｋｇ／個

長尺製品　Ｕ型溝　Ｔ－１４ ６００×６００ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品―ブランド品― 1105012605
各種道路用コンクリート製品 エプロン一体型歩道用境界ブロック　基本Ⅰ・Ⅱ型 ２００／３５０ｍｍ×４００ｍｍ×
２，５００／２，７５０ｍｍ 山形 工藤コンクリート

エプロン一体型歩道境界ブロック 基本１・２型 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品―ブランド品― 1105012610
各種道路用コンクリート製品 エプロン一体型歩道用境界ブロック　コーナー型 ２００／３５０ｍｍ×４００ｍｍ×
２，５００／２，６００ｍｍ 山形 工藤コンクリート

エプロン一体型歩道境界ブロック コーナー型 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品―ブランド品― 1105012615
各種道路用コンクリート製品 エプロン一体型歩道用境界ブロック　切り下げ型 ２００／３５０ｍｍ×４００ｍｍ×
２，５００ｍｍ 山形 工藤コンクリート

エプロン一体型歩道境界ブロック 切り下げ型 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品―ブランド品― 1105012620
各種道路用コンクリート製品 エプロン一体型歩道用境界ブロック　乗り入れ型 ２０／１７０ｍｍ×４００ｍｍ×２，
５００ｍｍ 山形 工藤コンクリート

エプロン一体型歩道境界ブロック 乗り入れ型 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品―ブランド品― 1105012625
各種道路用コンクリート製品 エプロン一体型歩道用境界ブロック　視線誘導標取付Ⅰ・Ⅱ型 ２００／３５０ｍｍ×４
００ｍｍ×２，５００／２，７５０ｍｍ 山形 工藤コンクリート

エプロン一体型歩道境界ブロック 視線誘導標取付１・２型 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品―ブランド品― 1105099102 各種道路用コンクリート製品 Ｌ排　Ｎ－Ⅲ型 φ３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ８４７ｋｇ／個 大阪 ケイコン Ｌ排　Ｎ－３型 径３００×２０００ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種道路用コンクリート製品―ブランド品― 1105099104 各種道路用コンクリート製品 Ｌ排　Ｎ－Ⅲ型 φ４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ８８１ｋｇ／個 大阪 ケイコン Ｌ排　Ｎ－３型 径４００×２０００ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

暗きょブロック 1105110010 暗きょブロック 組合せ暗きょブロック ２４０ 内幅２４ｃｍ×内高２４ｃｍ×長６０ｃｍ １１３ｋｇ／組 組合せ暗きょブロック ２４０　Ｗ２４×Ｈ２４×Ｌ６０ 組 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

暗きょブロック 1105110020 暗きょブロック 組合せ暗きょブロック ３００ 内幅３０ｃｍ×内高３０ｃｍ×長６０ｃｍ １４２ｋｇ／組 組合せ暗きょブロック ３００　Ｗ３０×Ｈ３０×Ｌ６０ 組 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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暗きょブロック 1105110030 暗きょブロック 組合せ暗きょブロック ３６０ 内幅３６ｃｍ×内高３６ｃｍ×長６０ｃｍ １９６ｋｇ／組 組合せ暗きょブロック ３６０　Ｗ３６×Ｈ３６×Ｌ６０ 組 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

暗きょブロック 1105110040 暗きょブロック 組合せ暗きょブロック ４５０ 内幅４５ｃｍ×内高４５ｃｍ×長５０ｃｍ ２４０ｋｇ／組 組合せ暗きょブロック ４５０　Ｗ４５×Ｈ４５×Ｌ５０ 組 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

暗きょブロック 1105110050 暗きょブロック 組合せ暗きょブロック ６００ 内幅６０ｃｍ×内高６０ｃｍ×長５０ｃｍ ３５０ｋｇ／組 組合せ暗きょブロック ６００　Ｗ６０×Ｈ６０×Ｌ５０ 組 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

国土交通省規格側溝ふた 1105101630 国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ３００ 幅４３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ５３ｋｇ／個 国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ３００ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

国土交通省規格側溝ふた 1105101625 国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ４００ 幅５３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ６６ｋｇ／個 国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ４００ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

国土交通省規格側溝ふた 1105101635 国土交通省規格側溝ふた Ｃ２－Ｂ３００ 幅４３０ｍｍ×高１１０ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ５８ｋｇ／個 国土交通省規格側溝ふた Ｃ２－Ｂ３００ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

国土交通省規格側溝ふた 1105101640 国土交通省規格側溝ふた Ｃ２－Ｂ４００ 幅５３０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ７８ｋｇ／個 国土交通省規格側溝ふた Ｃ２－Ｂ４００ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

ロングＵ 1105090220
ロングＵ Ｆ４－３５　歩道用 幅３００ｍｍ×深３５０ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１２０ｍｍ×１２０ｍｍ ★
１，３９０ｋｇ／個

ロングＵ　Ｆ４－３５　歩道用 ３００×３５０×４０００ｍｍ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

ロングＵ 1105090226
ロングＵ Ｄ４－３０　横断用 幅３００ｍｍ×深３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★
１，５５０ｋｇ／個

ロングＵ　Ｄ４－３０　横断用 ３００×３００×４０００ｍｍ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

ロングＵ 1105090230
ロングＵ Ｄ４－４０　横断用 幅３００ｍｍ×深４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★
１，８５０ｋｇ／個

ロングＵ　Ｄ４－４０　横断用 ３００×４００×４０００ｍｍ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

ロングＵ 1105090235
ロングＵ ４－３０　車道用 幅３００ｍｍ×深３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１２０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ １，
４６０ｋｇ／個

ロングＵ　４－３０　車道用 ３００×３００×４０００ｍｍ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

ロングＵ 1105090240
ロングＵ ４－４０　車道用 幅３００ｍｍ×深４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１２０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ １，
７４０ｋｇ／個

ロングＵ　４－４０　車道用 ３００×４００×４０００ｍｍ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

ロングＵ 1105097005
ロングＵ ＮＦ４－３５　歩道用 幅３００ｍｍ×深３５０ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１２０ｍｍ×１２０ｍｍ ★
８９０ｋｇ／個

ロングＵ　ＮＦ４－３５　歩道用 ３００×３５０×４０００ｍｍ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

ロングＵ 1105090275
ロングＵ ＰＵ２３３（１３３） 幅３００ｍｍ×深３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★
１，７５０ｋｇ／個

ロングＵ　ＰＵ２３３（１３３） ３００×３００×４０００ｍｍ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

ロングＵ 1105090280
ロングＵ ＰＵ２３４ 幅３００ｍｍ×深４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ ２，０４０
ｋｇ／個

ロングＵ　ＰＵ２３４ ３００×４００×４０００ｍｍ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

ロングＵ 1105090285
ロングＵ ＰＵ４３４ 幅３００ｍｍ×深４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ １，８９０
ｋｇ／個

ロングＵ　ＰＵ４３４ ３００×４００×４０００ｍｍ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

ロングＵ 1105090290
ロングＵ ＰＵ５３４ 幅３００ｍｍ×深４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★ １，９１０
ｋｇ／個

ロングＵ　ＰＵ５３４ ３００×４００×４０００ｍｍ 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

ロングＵ 1105090291
ロングＵ ＰＵ１３３　近畿型 幅３００ｍｍ×深３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★
１，７５０ｋｇ／個

ロングＵ　ＰＵ１３３ ３００×３００×４０００近畿型 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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ロングＵ 1105090292
ロングＵ ＰＵ１３４　近畿型 幅３００ｍｍ×深４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★
２，０４０ｋｇ／個

ロングＵ　ＰＵ１３４ ３００×４００×４０００近畿型 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

ロングＵ 1105090293
ロングＵ ＰＵ２３４　近畿型 幅３００ｍｍ×深４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★
１，８９０ｋｇ／個

ロングＵ　ＰＵ２３４ ３００×４００×４０００近畿型 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

ロングＵ 1105090294
ロングＵ ＰＵ５３４　近畿型 幅３００ｍｍ×深４００ｍｍ×長４，０００ｍｍ　壁厚１５０ｍｍ×１５０ｍｍ ★
１，９１０ｋｇ／個

ロングＵ　ＰＵ５３４ ３００×４００×４０００近畿型 個 258 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105090102
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ２５０ 内幅２５０ｍｍ×内高２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２９０ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

道路用側溝　１種　２５０ ２５０×２５０×２０００ｍｍ 個 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105090105
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ３００Ａ 内幅３００ｍｍ×内高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ３４８ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

道路用側溝　１種　３００Ａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105090110
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ３００Ｂ 内幅３００ｍｍ×内高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４２０ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

道路用側溝　１種　３００Ｂ ３００×４００×２０００ｍｍ 個 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105090115
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ４００Ａ 内幅４００ｍｍ×内高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４５７ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

道路用側溝　１種　４００Ａ ４００×４００×２０００ｍｍ 個 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105090116
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ４００Ｂ 内幅４００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５３７ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

道路用側溝　１種　４００Ｂ ４００×５００×２０００ｍｍ 個 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105090117
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ５００Ａ 内幅５００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５９４ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

道路用側溝　１種　５００Ａ ５００×５００×２０００ｍｍ 個 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105090118
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ５００Ｂ 内幅５００ｍｍ×内高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６８０ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

道路用側溝　１種　５００Ｂ ５００×６００×２０００ｍｍ 個 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105090119
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ２５０ 内幅２５０ｍｍ×内高２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ３３３ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

道路用側溝　３種　２５０ ２５０×２５０×２０００ｍｍ 個 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105090120
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ３００Ａ 内幅３００ｍｍ×内高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４１９ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

道路用側溝　３種　３００Ａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105090125
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ３００Ｂ 内幅３００ｍｍ×内高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４７２ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

道路用側溝　３種　３００Ｂ ３００×４００×２０００ｍｍ 個 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105090130
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ４００Ａ 内幅４００ｍｍ×内高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５０５ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

道路用側溝　３種　４００Ａ ４００×４００×２０００ｍｍ 個 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105090135
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ４００Ｂ 内幅４００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６３４ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

道路用側溝　３種　４００Ｂ ４００×５００×２０００ｍｍ 個 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105090140
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ５００Ａ 内幅５００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６８５ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

道路用側溝　３種　５００Ａ ５００×５００×２０００ｍｍ 個 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105090145
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ５００Ｂ 内幅５００ｍｍ×内高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８３５ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

道路用側溝　３種　５００Ｂ ５００×６００×２０００ｍｍ 個 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105100102
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種ふた ２５０ 幅３６２ｍｍ×厚９０ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ２９ｋｇ／枚 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

道路用側溝ふた　１種　２５０ ３６２×９０×５００ｍｍ 枚 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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道路用鉄筋コンクリート側溝 1105100105
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種ふた ３００ 幅４１２ｍｍ×厚９５ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ３３ｋｇ／枚 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

道路用側溝ふた　１種　３００ ４１２×９５×５００ｍｍ 枚 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105100110
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種ふた ４００ 幅５１２ｍｍ×厚１１０ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ４７ｋｇ／枚 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

道路用側溝ふた　１種　４００ ５１２×１１０×５００ｍｍ 枚 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105100112
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種ふた ５００ 幅６２２ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ６５ｋｇ／枚 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

道路用側溝ふた　１種　５００ ６２２×１２５×５００ｍｍ 枚 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105100114
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種ふた ２５０ 幅３６２ｍｍ×厚９０ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ３７ｋｇ／枚 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

道路用側溝ふた　３種　２５０ ３６２×９０×５００ｍｍ 枚 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105100115
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種ふた ３００ 幅４１２ｍｍ×厚９５ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ４５ｋｇ／枚 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

道路用側溝ふた　３種　３００ ４１２×９５×５００ｍｍ 枚 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105100120
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種ふた ４００ 幅５１２ｍｍ×厚１１０ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ６５ｋｇ／枚 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

道路用側溝ふた　３種　４００ ５１２×１１０×５００ｍｍ 枚 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105100125
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種ふた ５００ 幅６２２ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ９１ｋｇ／枚 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

道路用側溝ふた　３種　５００ ６２２×１２５×５００ｍｍ 枚 259 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093460 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ３２２ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093465 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ３９９ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ３００×４００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093405 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４５０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ３００×５００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093410 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５５８ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ３００×６００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093415 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６１８ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ３００×７００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093416 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７５４ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ３００×８００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093419 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４５４ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×４００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093420 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５３２ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×５００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093425 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５８８ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×６００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093430 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７１０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×７００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093431 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７７５ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×８００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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自由勾配側溝 1105093433 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５８７ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×５００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093434 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７１０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×６００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093435 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７７５ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×７００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093436 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８４０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×８００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093443 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７５４ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×６００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093444 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８８５ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×７００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093445 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９５５ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×８００×２０００ｍｍ 個 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105105605 自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（２枚掛製品用） 幅３００用　長５００ｍｍ ★ ４１ｋｇ／枚 自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛 幅３００用　長５００ｍｍ 枚 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105105610 自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（２枚掛製品用） 幅４００用　長５００ｍｍ ★ ６０ｋｇ／枚 自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛 幅４００用　長５００ｍｍ 枚 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105105615 自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（２枚掛製品用） 幅５００用　長５００ｍｍ ★ ８３ｋｇ／枚 自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛 幅５００用　長５００ｍｍ 枚 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105105620 自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（２枚掛製品用） 幅６００用　長５００ｍｍ ★ １０９ｋｇ／枚 自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛 幅６００用　長５００ｍｍ 枚 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105105505 自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（１枚掛製品用） 幅３００用　長１，０００ｍｍ ★ ６４ｋｇ／枚 自由勾配側溝　縦断用蓋　１枚掛 幅３００用　長１０００ｍｍ 枚 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105105510 自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（１枚掛製品用） 幅４００用　長１，０００ｍｍ ★ ９６ｋｇ／枚 自由勾配側溝　縦断用蓋　１枚掛 幅４００用　長１０００ｍｍ 枚 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105105515 自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（１枚掛製品用） 幅５００用　長１，０００ｍｍ ★ １４２ｋｇ／枚 自由勾配側溝　縦断用蓋　１枚掛 幅５００用　長１０００ｍｍ 枚 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105105520 自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（１枚掛製品用） 幅６００用　長１，０００ｍｍ １９０ｋｇ／枚 自由勾配側溝　縦断用蓋　１枚掛 幅６００用　長１０００ｍｍ 枚 260 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099352 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 本体　Ⅰ型 ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ３３７ｋｇ／個 マルチスリット側溝　本体 １型　３００×３００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099354 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 本体　Ⅰ型 ３００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４７３ｋｇ／個 マルチスリット側溝　本体 １型　３００×５００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099356 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 本体　Ⅰ型 ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４８８ｋｇ／個 マルチスリット側溝　本体 １型　４００×４００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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各種側溝 1105099358 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 本体　Ⅰ型 ４００ｍｍ×６００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６４７ｋｇ／個 マルチスリット側溝　本体 １型　４００×６００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099360 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 蓋　Ｆ－Ⅰ型 ３００用　Ｌ＝１，０００ｍｍ　粗目 ９１ｋｇ／枚 マルチスリット側溝　蓋 Ｆ－１型　３００用 枚 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099362 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 蓋　Ｋ－Ⅰ型 ３００用　Ｌ＝１，０００ｍｍ　粗目 １１８ｋｇ／枚 マルチスリット側溝　蓋 Ｋ－１型　３００用 枚 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099364 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 蓋　Ｒ－Ⅰ型 ３００用　Ｌ＝１，０００ｍｍ　粗目 ９１ｋｇ／枚 マルチスリット側溝　蓋 Ｒ－１型　３００用 枚 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099366 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 蓋　Ｆ－Ⅰ型 ４００用　Ｌ＝１，０００ｍｍ　粗目 １２８ｋｇ／枚 マルチスリット側溝　蓋 Ｆ－１型　４００用 枚 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099368 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 蓋　Ｋ－Ⅰ型 ４００用　Ｌ＝１，０００ｍｍ　粗目 １７１ｋｇ／枚 マルチスリット側溝　蓋 Ｋ－１型　４００用 枚 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099370 マルチスリット側溝　Ｔ－２５　縦横断用 蓋　Ｒ－Ⅰ型 ４００用　Ｌ＝１，０００ｍｍ　粗目 １２８ｋｇ／枚 マルチスリット側溝　蓋 Ｒ－１型　４００用 枚 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095414 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅰ形２５０ ２５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ４７０ｋｇ／個 遠心ボックスカルバート １形２５０ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095415 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅰ形３００ ３００ｍｍ×２，４００ｍｍ ６１０ｋｇ／個 遠心ボックスカルバート １形３００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095416 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅰ形４００ ４００ｍｍ×２，４００ｍｍ ９６３ｋｇ／個 遠心ボックスカルバート １形４００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095420 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅰ形６００ ６００ｍｍ×２，４００ｍｍ １，９６０ｋｇ／個 遠心ボックスカルバート １形６００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095425 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅲ形３５０ ３５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ７６４ｋｇ／個 遠心ボックスカルバート ３形３５０ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095430 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅲ形－Ｇ３５０ ３５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ７２０ｋｇ／個 遠心ボックスカルバート ３形－Ｇ３５０ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095445 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形２５０ ２５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ３８１ｋｇ／個 遠心ボックスカルバート ４形２５０ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095450 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形３００ ３００ｍｍ×２，４００ｍｍ ４８４ｋｇ／個 遠心ボックスカルバート ４形３００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095435 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形４００ ４００ｍｍ×２，４００ｍｍ ７５９ｋｇ／個 遠心ボックスカルバート ４形４００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095440 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形７００ ７００ｍｍ×２，４００ｍｍ １，９９０ｋｇ／個 遠心ボックスカルバート ４形７００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105125202 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅰ型（暗渠）標準タイプ φ３００×２，０００ｍｍ ８３０ｋｇ／個 特殊円型水路　１型（暗渠） 標準タイプ　径３００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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各種側溝 1105125204 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅰ型（暗渠）標準タイプ φ４００×２，０００ｍｍ ８６１ｋｇ／個 特殊円型水路　１型（暗渠） 標準タイプ　径４００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105125206 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅰ型（暗渠）グレーチング付 φ３００×２，０００ｍｍ ７８０ｋｇ／個 特殊円型水路　１型（暗渠） グレーチング付　径３００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105125208 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅰ型（暗渠）グレーチング付 φ４００×２，０００ｍｍ ８１４ｋｇ／個 特殊円型水路　１型（暗渠） グレーチング付　径４００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105125210 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅱ型（開渠）標準タイプ φ３００×２，０００ｍｍ ８１７ｋｇ／個 特殊円型水路　２型（開渠） 標準タイプ　径３００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105125212 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅱ型（開渠）標準タイプ φ４００×２，０００ｍｍ １，１０８ｋｇ／個 特殊円型水路　２型（開渠） 標準タイプ　径４００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105125214 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅲ型・Ⅳ型（開渠）グレーチング付 φ３００×２，０００ｍｍ ８１４ｋｇ／個 特殊円型水路　３型・４型　開渠 グレーチング付　径３００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105125216
円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅲ型・Ⅳ型（開渠）グレーチング付 φ４００×２，０００ｍｍ １，１０５ｋｇ
／個

特殊円型水路　３型・４型　開渠 グレーチング付　径４００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105125218 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅴ型（暗渠横断）標準タイプ φ３００×２，０００ｍｍ ９０５ｋｇ／個 特殊円型水路　５型（暗渠横断） 標準タイプ　径３００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105125220 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅴ型（暗渠横断）標準タイプ φ４００×２，０００ｍｍ ９７４ｋｇ／個 特殊円型水路　５型（暗渠横断） 標準タイプ　径４００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105125222 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ 都市型グレーチング付 φ３００×２，０００ｍｍ ８００ｋｇ／個 特殊円型水路　都市型 グレーチング付　径３００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105125224 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ 都市型グレーチング付 φ４００×２，０００ｍｍ １，０８６ｋｇ／個 特殊円型水路　都市型 グレーチング付　径４００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105125226 円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅰ型集水桝グレーチング付 φ３００用　１，０００ｍｍ ７０３ｋｇ／個 特殊円型水路　１型集水桝 グレーチング付　３００用 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105125228
円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型集水桝グレーチング付 φ３００用　１，０００ｍｍ ５００ｋｇ／
個

特殊円型水路２・３・４型集水桝 グレーチング付　３００用 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105125230
円型水路協会統一型円型水路Ｔ－２５ Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型集水桝グレーチング付 φ４００用　１，０００ｍｍ ７５５ｋｇ／
個

特殊円型水路２・３・４型集水桝 グレーチング付　４００用 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105094105 スーパー側溝（スリットタイプ）Ｔ－２５ Ⅱ・Ⅲ型標準タイプ φ２５０×２，０００ｍｍ ３６７ｋｇ／個 スーパー側溝　２・３型 標準タイプ　径２５０ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105094110 スーパー側溝（スリットタイプ）Ｔ－２５ Ⅱ・Ⅲ型標準タイプ φ３００×２，０００ｍｍ ４４３ｋｇ／個 スーパー側溝　２・３型 標準タイプ　径３００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105094115 スーパー側溝（スリットタイプ）Ｔ－２５ Ⅱ型集水枡グレーチング付 ３００用　１，０００ｍｍ ２９３ｋｇ／個 スーパー側溝　２型集水枡 グレーチング付　３００用 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105097905
Ｃドレーン（蓋なしスリット付自由勾配側溝） 縦断用１種（Ｔ－２５） ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２０００ｍｍ ３９
２ｋｇ／個

Ｃドレーン　縦断用１種 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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各種側溝 1105097910
Ｃドレーン（蓋なしスリット付自由勾配側溝） 縦断用１種（Ｔ－２５） ３００ｍｍ×５００ｍｍ×２０００ｍｍ ５２
２ｋｇ／個

Ｃドレーン　縦断用１種 ３００×５００×２０００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105097915
Ｃドレーン（蓋なしスリット付自由勾配側溝） 縦断用１種（Ｔ－２５） ３００ｍｍ×８００ｍｍ×２０００ｍｍ ８２
７ｋｇ／個

Ｃドレーン　縦断用１種 ３００×８００×２０００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105097920
Ｃドレーン（蓋なしスリット付自由勾配側溝） 街渠縦断用１種（Ｔ－２５） ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２０００ｍｍ
４３８ｋｇ／個

Ｃドレーン　街渠縦断用１種 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105097925
Ｃドレーン（蓋なしスリット付自由勾配側溝） 街渠縦断用１種（Ｔ－２５） ３００ｍｍ×５００ｍｍ×２０００ｍｍ
５７５ｋｇ／個

Ｃドレーン　街渠縦断用１種 ３００×５００×２０００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105097930
Ｃドレーン（蓋なしスリット付自由勾配側溝） 街渠縦断用１種（Ｔ－２５） ３００ｍｍ×８００ｍｍ×２０００ｍｍ
８７８ｋｇ／個

Ｃドレーン　街渠縦断用１種 ３００×８００×２０００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105097935 Ｃドレーン（蓋なしスリット付自由勾配側溝） 可変フレーム ３００用　Ｌ＝２０００ｍｍ ２７６ｋｇ／個 Ｃドレーン　可変フレーム ３００用　Ｌ＝２０００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105097940 Ｃドレーン（蓋なしスリット付自由勾配側溝） 可変フレーム（改良型） ３００用　Ｌ＝２０００ｍｍ ２７６ｋｇ／個 Ｃドレーン　可変フレーム　改良 ３００用　Ｌ＝２０００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105097705 エコノミー側溝 側溝本体（Ｈ） ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ２９７ｋｇ／個 エコノミー側溝　側溝本体 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105097710 エコノミー側溝 側溝本体（Ｈ） ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４５８ｋｇ／個 エコノミー側溝　側溝本体 ４００×４００×２０００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105107705 エコノミー側溝 側溝蓋　Ⅰ型（Ｈ） ３００用 ３６ｋｇ／枚 エコノミー側溝　側溝蓋　１型 ３００用 枚 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105107710 エコノミー側溝 側溝蓋　Ⅰ型（Ｈ） ４００用 ５１ｋｇ／枚 エコノミー側溝　側溝蓋　１型 ４００用 枚 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105097725 バリアフリー側溝 ＳＡ－２（標準品） ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４７７ｋｇ／個 バリアフリー側溝　ＳＡ－２ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105097730 バリアフリー側溝 ＳＡ－２（標準品） ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７５２ｋｇ／個 バリアフリー側溝　ＳＡ－２ ４００×４００×２０００ｍｍ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105094302 遠心力耐圧管 スーパープレス－２００ φ２００ｍｍ×２，０００ｍｍ ２６０ｋｇ／個 遠心力耐圧管 スーパープレス－２００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105094305 遠心力耐圧管 スーパープレス－３００ φ３００ｍｍ×２，５００ｍｍ ５９６ｋｇ／個 遠心力耐圧管 スーパープレス－３００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105094310 遠心力耐圧管 スーパープレス－４００ φ４００ｍｍ×２，５００ｍｍ ９５０ｋｇ／個 遠心力耐圧管 スーパープレス－４００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105094320 遠心力耐圧管 スーパープレス－６００ φ６００ｍｍ×２，５００ｍｍ ２，０９０ｋｇ／個 遠心力耐圧管 スーパープレス－６００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105094325 遠心力耐圧管 スーパープレス－１０００ φ１，０００ｍｍ×２，５００ｍｍ ４，７６０ｋｇ／個 遠心力耐圧管 スーパープレス－１０００ 個 262 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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各種側溝 1105095705 ＤＯソッコー（Ｔ－２５） ＤＯＡ　３００Ａ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４３２ｋｇ／個 ＤＯソッコー　ＤＯＡ　３００Ａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095706 ＤＯソッコー（Ｔ－２５） ＤＯＡ　３００Ｂ ３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５０４ｋｇ／個 ＤＯソッコー　ＤＯＡ　３００Ｂ ３００×４００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095727 ＤＯソッコー（Ｔ－２５） ＤＯＡ　３５０ ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ５４４ｋｇ／個 ＤＯソッコー　ＤＯＡ　３５０ ３５０×３５０×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095730 ＤＯソッコー（Ｔ－２５） ＤＯＡ　４００Ａ ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６４２ｋｇ／個 ＤＯソッコー　ＤＯＡ　４００Ａ ４００×４００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095708 ＤＯソッコー（Ｔ－２５） ＤＯＢ　３００Ａ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４４６ｋｇ／個 ＤＯソッコー　ＤＯＢ　３００Ａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095735 ＤＯソッコー（Ｔ－２５） ＤＯＢ　３００Ｂ ３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５１６ｋｇ／個 ＤＯソッコー　ＤＯＢ　３００Ｂ ３００×４００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095737 ＤＯソッコー（Ｔ－２５） ＤＯＢ　３５０ ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ５２４ｋｇ／個 ＤＯソッコー　ＤＯＢ　３５０ ３５０×３５０×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095740 ＤＯソッコー（Ｔ－２５） ＤＯＢ　４００Ａ ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６４７ｋｇ／個 ＤＯソッコー　ＤＯＢ　４００Ａ ４００×４００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095905 リボーン側溝 ＲＵ－２５０ ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ３４５ｋｇ／個 リボーン側溝　ＲＵ－２５０ ２５０×２５０×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095910 リボーン側溝 ＲＵ－３００Ａ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４３１ｋｇ／個 リボーン側溝　ＲＵ－３００Ａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095915 リボーン側溝 ＲＵ－３００Ｂ ３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４８４ｋｇ／個 リボーン側溝　ＲＵ－３００Ｂ ３００×４００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095920 リボーン側溝 ＲＵ－４００Ａ ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５２９ｋｇ／個 リボーン側溝　ＲＵ－４００Ａ ４００×４００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105105205 リボーン側溝 ふたＲＣ－２５０ ３６０ｍｍ×９０ｍｍ×５００ｍｍ ３６ｋｇ／枚 リボーン側溝ふた　ＲＣ－２５０ ３６０×９０×５００ｍｍ 枚 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105105210 リボーン側溝 ふたＲＣ－３００ ４１０ｍｍ×９５ｍｍ×５００ｍｍ ４４ｋｇ／枚 リボーン側溝ふた　ＲＣ－３００ ４１０×９５×５００ｍｍ 枚 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105105215 リボーン側溝 ふたＲＣ－４００ ５１０ｍｍ×１１０ｍｍ×５００ｍｍ ６４ｋｇ／枚 リボーン側溝ふた　ＲＣ－４００ ５１０×１１０×５００ｍｍ 枚 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105097750 ＷＩＮ側溝 縦断用　Ｔ２５ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ３２０ｋｇ／個 ＷＩＮ側溝　縦断用　Ｔ２５ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105097755 ＷＩＮ側溝 縦断用　Ｔ２５ ３００ｍｍ×６００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４８５ｋｇ／個 ＷＩＮ側溝　縦断用　Ｔ２５ ３００×６００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105097760 ＷＩＮ側溝 縦断用　Ｔ２５ ３００ｍｍ×１，１００ｍｍ×２，０００ｍｍ ８００ｋｇ／個 ＷＩＮ側溝　縦断用　Ｔ２５ ３００×１１００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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各種側溝 1105097751 ＷＩＮⅡ側溝 縦断用　Ｔ２５ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ３２０ｋｇ／個 ＷＩＮ２側溝　縦断用　Ｔ２５ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105097756 ＷＩＮⅡ側溝 縦断用　Ｔ２５ ３００ｍｍ×６００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４８５ｋｇ／個 ＷＩＮ２側溝　縦断用　Ｔ２５ ３００×６００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105097761 ＷＩＮⅡ側溝 縦断用　Ｔ２５ ３００ｍｍ×１，１００ｍｍ×２，０００ｍｍ ８００ｋｇ／個 ＷＩＮ２側溝　縦断用　Ｔ２５ ３００×１１００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105121605 プレハイ ＰＯ－３０ φ３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４６６ｋｇ／個 円型水路　プレハイ ＰＯ－３０ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105121610 プレハイ ＰＯＧ－３０（グレーチング付きます） φ３００ｍｍ×１，０００ｍｍ ４０７ｋｇ／個 円型水路　プレハイ ＰＯＧ－３０　グレーチング付桝 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105121615 プレハイ ＰＯ－４０ φ４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７４０ｋｇ／個 円型水路　プレハイ ＰＯ－４０ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105121620 プレハイ ＰＯＧ－４０（グレーチング付きます） φ４００ｍｍ×１，０００ｍｍ ５６０ｋｇ／個 円型水路　プレハイ ＰＯＧ－４０　グレーチング付桝 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095612 クリーン側溝 ３００Ａ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ３７５ｋｇ／個 クリーン側溝　３００Ａ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095613 クリーン側溝 ３００ＡＧ（グレーチング付き） ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ３４８ｋｇ／個 クリーン側溝　３００ＡＧ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095615 クリーン側溝 ３５０Ａ ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４９８ｋｇ／個 クリーン側溝　３５０Ａ ３５０×３５０×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095620 クリーン側溝 ３５０ＡＧ（グレーチング付き） ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４５２ｋｇ／個 クリーン側溝　３５０ＡＧ ３５０×３５０×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095605 クリーン側溝 ４００Ａ ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５９６ｋｇ／個 クリーン側溝　４００Ａ ４００×４００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095625 クリーン側溝 ５００Ａ ５００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７８５ｋｇ／個 クリーン側溝　５００Ａ ５００×５００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095630 クリーン側溝 ６００Ａ ６００ｍｍ×６００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，１３０ｋｇ／個 クリーン側溝　６００Ａ ６００×６００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099216 スリット溝 スリット溝（Ｔ－２５）（縦断用）Ｖ－２５０ ３９０ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４５６ｋｇ／個 スリット溝　縦断用　Ｔ－２５ Ｖ－２５０　３９０×４００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099217 スリット溝 スリット溝（Ｔ－２５）（縦断用）Ｖ－３００ ４５０ｍｍ×４８０ｍｍ×２，０００ｍｍ ６２６ｋｇ／個 スリット溝　縦断用　Ｔ－２５ Ｖ－３００　４５０×４８０ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099218
スリット溝 スリット溝（Ｔ－２５）（縦断用）Ｖ－４００ ６００ｍｍ×６４０ｍｍ×２，０００ｍｍ １，０４１ｋｇ
／個

スリット溝　縦断用　Ｔ－２５ Ｖ－４００　６００×６４０ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099219
スリット溝 スリット溝（Ｔ－２５）（縦断用）Ｖ－４５０ ６８０ｍｍ×７１０ｍｍ×２，０００ｍｍ １，２７７ｋｇ
／個

スリット溝　縦断用　Ｔ－２５ Ｖ－４５０　６８０×７１０ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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各種側溝 1105099220 スリット溝 スリット溝（Ｔ－２５）（重耐用）Ｐ－２５０ ５００ｍｍ×４６０ｍｍ×２，０００ｍｍ ７９１ｋｇ／個 スリット溝　重耐用　Ｔ－２５ Ｐ－２５０　５００×４６０ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099225
スリット溝 スリット溝（Ｔ－２５）（重耐用）Ｐ－３００ ５８０ｍｍ×５３０ｍｍ×２，０００ｍｍ １，０２９ｋｇ
／個

スリット溝　重耐用　Ｔ－２５ Ｐ－３００　５８０×５３０ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099230
スリット溝 スリット溝（Ｔ－２５）（重耐用）Ｐ－４００ ７４０ｍｍ×６７０ｍｍ×２，０００ｍｍ １，５９９ｋｇ
／個

スリット溝　重耐用　Ｔ－２５ Ｐ－４００　７４０×６７０ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099245
スリット溝 スリットます（Ｔ－２５）（グレーチング付き）ＶＭ－２５０ ３９０ｍｍ×５８０ｍｍ×１，０００ｍｍ
２７６ｋｇ／個

スリットます　グレ付　Ｔ－２５ ＶＭ２５０　３９０×５８０ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105099250
スリット溝 スリットます（Ｔ－２５）（グレーチング付き）ＶＭ－３００ ４５０ｍｍ×６５０ｍｍ×１，０００ｍｍ
３３５ｋｇ／個

スリットます　グレ付　Ｔ－２５ ＶＭ３００　４５０×６５０ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105096505 ＨＲＣ卵形側溝 Ｅ－２００（スリット縦断用） １７５ｍｍ×２，０００ｍｍ ４００ｋｇ／個 ＨＲＣ卵形側溝　スリット縦断用 Ｅ２００　１７５×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105096510 ＨＲＣ卵形側溝 Ｅ－２５０（スリット縦断用） ２００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５４９ｋｇ／個 ＨＲＣ卵形側溝　スリット縦断用 Ｅ２５０　２００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105096515 ＨＲＣ卵形側溝 Ｅ－３００（スリット縦断用） ２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ７２７ｋｇ／個 ＨＲＣ卵形側溝　スリット縦断用 Ｅ３００　２５０×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105096525 新型卵形側溝 Ｅ－３００Ｓ（スリットタイプ標準） ２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ５５０ｋｇ／個 新型卵形側溝スリットタイプ標準 Ｅ３００Ｓ　２５０×２０００ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105093105 長尺道路用側溝（車道用・Ｔ－２５） ＰＵＴ－２５０ ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×５，０００ｍｍ ８３０ｋｇ／個 長尺道路用側溝　ＰＵＴ－２５０ ２５０×２５０×５０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105093110 長尺道路用側溝（車道用・Ｔ－２５） ＰＵＴ－３００ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×５，０００ｍｍ ９６０ｋｇ／個 長尺道路用側溝　ＰＵＴ－３００ ３００×３００×５０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105093115 長尺道路用側溝（車道用・Ｔ－２５） ＰＵＴ－４００ ４００ｍｍ×４００ｍｍ×５，０００ｍｍ １，２３０ｋｇ／個 長尺道路用側溝　ＰＵＴ－４００ ４００×４００×５０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105093120 長尺道路用側溝（車道用・Ｔ－２５） ＰＵＴ－５００ ５００ｍｍ×５００ｍｍ×５，０００ｍｍ １，６７０ｋｇ／個 長尺道路用側溝　ＰＵＴ－５００ ５００×５００×５０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105093305 長尺Ｕ形溝（Ⅱ型） ＰＵ－２４０ ２４０ｍｍ×２４０ｍｍ×５，０００ｍｍ ４７５ｋｇ／個 長尺Ｕ形溝　２型　ＰＵ－２４０ ２４０×２４０×５０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105093310 長尺Ｕ形溝（Ⅱ型） ＰＵ－３００ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×５，０００ｍｍ ６６０ｋｇ／個 長尺Ｕ形溝　２型　ＰＵ－３００ ３００×３００×５０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105093315 長尺Ｕ形溝（Ⅱ型） ＰＵ－４５０ ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×５，０００ｍｍ １，１２０ｋｇ／個 長尺Ｕ形溝　２型　ＰＵ－４５０ ４５０×４５０×５０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105093320 長尺Ｕ形溝（Ⅱ型） ＰＵ－６００ ６００ｍｍ×６００ｍｍ×５，０００ｍｍ １，７４０ｋｇ／個 長尺Ｕ形溝　２型　ＰＵ－６００ ６００×６００×５０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105098338 ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５ ＮＳＫ　３００Ｃ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５１０ｋｇ／個 ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５ ＮＳＫ　３００Ｃ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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各種側溝 1105098342 ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５ ＮＳＫ　３００Ｃ桝 ３００ｍｍ×３００ｍｍ　Ｈ６９０ｍｍ ３４０ｋｇ／個 ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５ ＮＳＫ　３００Ｃ桝 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105098311 ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５ ＮＳＫ　４００Ａ φ４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ８３０ｋｇ／個 ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５ ＮＳＫ　４００Ａ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105098341 ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５ ＮＳＫ　４００ＡＭ Ｈ＝８５０ｍｍ ５４０ｋｇ／個 ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５ ＮＳＫ　４００ＡＭ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105098840 ＲＰＵ側溝 幅２５０×高２５０×長２，０００ｍｍ ３１５ｋｇ／個 ＲＰＵ側溝 ２５０×２５０×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105098841 ＲＰＵ側溝 幅３００×高３００×長２，０００ｍｍ ３７０ｋｇ／個 ＲＰＵ側溝 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105098842 ＲＰＵ側溝 幅４００×高４００×長２，０００ｍｍ ５１５ｋｇ／個 ＲＰＵ側溝 ４００×４００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105098843 ＲＰＵ側溝 幅５００×高５００×長２，０００ｍｍ ７０５ｋｇ／個 ＲＰＵ側溝 ５００×５００×２０００ｍｍ 個 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105098844 ＲＰＵ側溝蓋 ２５０用 幅２７４×厚９０×長４９８ｍｍ ２８ｋｇ／枚 ＲＰＵ側溝蓋　２５０用 ２７４×９０×４９８ｍｍ 枚 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105098845 ＲＰＵ側溝蓋 ３００用 幅３２４×厚９５×長４９８ｍｍ ３５ｋｇ／枚 ＲＰＵ側溝蓋　３００用 ３２４×９５×４９８ｍｍ 枚 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105098846 ＲＰＵ側溝蓋 ４００用 幅４２４×厚１１０×長４９８ｍｍ ５３ｋｇ／枚 ＲＰＵ側溝蓋　４００用 ４２４×１１０×４９８ｍｍ 枚 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105098847 ＲＰＵ側溝蓋 ５００用 幅５２４×厚１２５×長４９８ｍｍ ７５ｋｇ／枚 ＲＰＵ側溝蓋　５００用 ５２４×１２５×４９８ｍｍ 枚 263 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095231 アーボ箱形パイプ エプロンシリーズ・普通形 Ａ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ４９８ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプ　エプロン普通 Ａ３０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095232 アーボ箱形パイプ エプロンシリーズ・普通形 Ａ４０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ７２３ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプ　エプロン普通 Ａ４０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095234 アーボ箱形パイプ エプロンシリーズ・普通形 Ａ４５Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ８１９ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプ　エプロン普通 Ａ４５Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095237 アーボ箱形パイプ エプロンシリーズ・普通形 ＡＷ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ７６６ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプ　エプロン普通 ＡＷ３０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095241 アーボ箱形パイプ エプロンシリーズ・グレーチング付 Ｃ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ４９１ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプエプロングレ付 Ｃ３０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095242 アーボ箱形パイプ エプロンシリーズ・グレーチング付 Ｃ４０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ６９７ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプエプロングレ付 Ｃ４０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095244 アーボ箱形パイプ エプロンシリーズ・グレーチング付 Ｃ４５Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ７９１ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプエプロングレ付 Ｃ４５Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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各種側溝―ブランド品― 1105095247 アーボ箱形パイプ エプロンシリーズ・グレーチング付 ＣＷ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ７３８ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプエプロングレ付 ＣＷ３０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095252 アーボ箱形パイプ エプロンスリット・ＥＳ形 ＥＳ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ４８６ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプ　エプロン スリット・ＥＳ形　ＥＳ３０Ｖ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095250 アーボ箱形パイプ 集水桝・Ｓ形 Ｓ３００　ｈ１，０００ ５１６ｋｇ／組 アーボ アーボ箱形パイプ　集水桝Ｓ形 Ｓ３００　ｈ１０００ 組 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095255 アーボ箱形パイプ 集水桝・Ｓ形 ＳＷ３００・４００・４５０ ７１１ｋｇ／組 アーボ アーボ箱形パイプ　集水桝Ｓ形 ＳＷ３００・４００・４５０ 組 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095256 アーボ箱形パイプ 集水桝・ロングＨＬ形 ＨＬ３０１　ｈ１，０００ １，０２６ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプ　集水桝 ロングＨＬ形　ＨＬ３０１ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095330 アーボ箱形パイプ フラットシリーズ・普通形 ＸＡ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ５１４ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプ　フラット普通 ＸＡ３０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095332 アーボ箱形パイプ フラットシリーズ・普通形 ＸＡ４０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ７１０ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプ　フラット普通 ＸＡ４０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095334 アーボ箱形パイプ フラットシリーズ・普通形 ＸＡ４５Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ８３６ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプ　フラット普通 ＸＡ４５Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095336 アーボ箱形パイプ フラットシリーズ・グレーチング付 ＸＣ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ５１０ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプフラットグレ付 ＸＣ３０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095338 アーボ箱形パイプ フラットシリーズ・グレーチング付 ＸＣ４０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ６７７ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプフラットグレ付 ＸＣ４０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095340 アーボ箱形パイプ フラットシリーズ・グレーチング付 ＸＣ４５Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ８１４ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプフラットグレ付 ＸＣ４５Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095257 アーボ箱形パイプ スリムスリット・Ｊ形 Ｊ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ５２１ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプスリムスリット Ｊ形　Ｊ３０Ｖ×Ｌ２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095254 アーボ箱形パイプ スリムスリット・ＪＳ形 ＪＳ３０Ｖ×Ｌ２，０００ｍｍ ５３０ｋｇ／個 アーボ アーボ箱形パイプスリムスリット ＪＳ形　ＪＳ３０Ｖ×Ｌ２０００ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105121805
ノンスリップ円型水路 ハイスルー　ＨＴ１－３０Ｂ φ３００×２，０００ｍｍ ６６７ｋｇ／個 植平コンクリート工
業

ノンスリップ円型水路ハイスルー ＨＴ１－３０Ｂ　径３００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105121810
ノンスリップ円型水路 ハイスルー　ＨＴ１－３０Ｄ φ３００×２，０００ｍｍ ６３９ｋｇ／個 植平コンクリート工
業

ノンスリップ円型水路ハイスルー ＨＴ１－３０Ｄ　径３００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105121822
エコノミー側溝ｅスルー ｅスルー　ＥＴ－３０－Ｓ φ３００×２，０００ｍｍ ４０６ｋｇ／個 植平コンクリート工
業

エコノミー側溝ｅスルー ｅスルー　ＥＴ－３０－Ｓ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098105 暗渠側溝 スリットスルー（ライン導水） φ３００×２，０００ｍｍ ５４０ｋｇ／個 植平コンクリート工業 暗渠側溝　スリットスルー 径３００×２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093905
ボックス側溝 ロードランナー　Ｒ２－ＫＡＤ－３０×３０ ３００×３００×２，０００ｍｍ ８７０ｋｇ／個 カイ
エー共和コンクリート

ボックス側溝　ロードランナー Ｒ２－ＫＡＤ－３０×３０ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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各種側溝―ブランド品― 1105093910
ボックス側溝 ロードランナー　Ｒ２－ＫＡＤ－３０×４０ ３００×４００×２，０００ｍｍ １，０２１ｋｇ／個 カ
イエー共和コンクリート

ボックス側溝　ロードランナー Ｒ２－ＫＡＤ－３０×４０ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093915
ボックス側溝 ロードランナー　Ｒ２－ＫＡＬＤ－３０×３０ ３００×３００×２，０００ｍｍ ５５９ｋｇ／個 カイ
エー共和コンクリート

ボックス側溝　ロードランナー Ｒ２－ＫＡＬＤ－３０×３０ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093920
ボックス側溝 ロードランナー　Ｒ２－ＫＡＬＤ－３０×４０ ３００×４００×２，０００ｍｍ ６１４ｋｇ／個 カイ
エー共和コンクリート

ボックス側溝　ロードランナー Ｒ２－ＫＡＬＤ－３０×４０ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093925
スリット側溝 スリットドレーン　ＳＤ－３０×３０ ３００×３００×２，０００ｍｍ ５０２ｋｇ／個 カイエー共和
コンクリート

スリット側溝　スリットドレーン ＳＤ－３０×３０ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093930
スリット側溝 スリットドレーン　ＳＤ－３０×４０ ３００×４００×２，０００ｍｍ ５５２ｋｇ／個 カイエー共和
コンクリート

スリット側溝　スリットドレーン ＳＤ－３０×４０ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093935
スリット側溝 スリットドレーン　ＳＤ－Ｋ－３０×３０ ３００×３００×２，０００ｍｍ ５３９ｋｇ／個 カイエー
共和コンクリート

スリット側溝　スリットドレーン ＳＤ－Ｋ－３０×３０ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093940
スリット側溝 スリットドレーン　ＳＤ－Ｋ－３０×４０ ３００×４００×２，０００ｍｍ ５８９ｋｇ／個 カイエー
共和コンクリート

スリット側溝　スリットドレーン ＳＤ－Ｋ－３０×４０ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093955
フロンティア側溝 マウンドタイプ　Ｍ－３０×３０ ３００×３００×２，０００ｍｍ ５３３ｋｇ／個 カイエー共和
コンクリート

フロンティア側溝 マウンドタイプ　Ｍ－３０×３０ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093960
フロンティア側溝 センターＶタイプ　Ｖ－３０×３０ ３００×３００×２，０００ｍｍ ５１４ｋｇ／個 カイエー共
和コンクリート

フロンティア側溝 センターＶタイプＶ－３０×３０ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105121405 丸形水路 丸形３０ソクハイ ４９０ｍｍ×４３５ｍｍ×２，０００ｍｍ ４８０ｋｇ／個 草竹コンクリート工業 円形水路　丸形３０ソクハイ ４９０×４３５×２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105121412 丸形水路 丸形３０ソクハイ集水 ４９０ｍｍ×４３５ｍｍ×１，０００ｍｍ ２２１ｋｇ／個 草竹コンクリート工業 円形水路　丸形３０ソクハイ集水 ４９０×４３５×１０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105121440 丸形水路 丸形３０Ｗソクハイ ４９０ｍｍ×４３５ｍｍ×２，０００ｍｍ ４６２ｋｇ／個 草竹コンクリート工業 円形水路　丸形３０Ｗソクハイ ４９０×４３５×２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105121430 丸形水路 丸形溝３０凹 ４８０ｍｍ×４７５ｍｍ×２，０００ｍｍ ５９２ｋｇ／個 草竹コンクリート工業 円形水路　丸形溝３０凹 ４８０×４７５×２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098532 鋼製側溝スマートドレーン Ｃ型標準 ５０ｍｍ×５０ｍｍ×１，０００ｍｍ ７．５ｋｇ／個 ソイル工業 鋼製側溝　スマートドレーン Ｃ型　５０×５０×１０００ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098534 鋼製側溝スマートドレーン Ｃ型標準 １００ｍｍ×１００ｍｍ×１，０００ｍｍ １４．０ｋｇ／個 ソイル工業 鋼製側溝　スマートドレーン Ｃ型１００×１００×１０００ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098536 鋼製側溝スマートドレーン Ｃ型標準 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ×１，０００ｍｍ ２６．０ｋｇ／個 ソイル工業 鋼製側溝　スマートドレーン Ｃ型１５０×１５０×１０００ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098538
鋼製側溝スマートドレーン Ｓ型標準（スリット高５０ｍｍ） ５０ｍｍ×５０ｍｍ×１，０００ｍｍ １２．０ｋｇ／個
ソイル工業

鋼製側溝　スマートドレーン Ｓ型５０×５０×１０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098540
鋼製側溝スマートドレーン Ｓ型標準（スリット高５０ｍｍ） １００ｍｍ×１００ｍｍ×１，０００ｍｍ １７．０ｋｇ
／個 ソイル工業

鋼製側溝　スマートドレーン Ｓ型１００×１００×１０００ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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各種側溝―ブランド品― 1105098542
鋼製側溝スマートドレーン Ｓ型標準（スリット高５０ｍｍ） １５０ｍｍ×１５０ｍｍ×１，０００ｍｍ ３０．０ｋｇ
／個 ソイル工業

鋼製側溝　スマートドレーン Ｓ型１５０×１５０×１０００ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098544 鋼製側溝スマートドレーン Ｅ型標準 １００ｍｍ×１００ｍｍ×１，０００ｍｍ １３．８ｋｇ／個 ソイル工業 鋼製側溝　スマートドレーン Ｅ型１００×１００×１０００ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105094905 薄型水路 ＴＮ－２００ １７０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４０３ｋｇ／個 ゴトウコンクリート 薄型水路　ＴＮ－２００ １７０×２５０×２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105094910 薄型水路 ＴＮ－３００ ２５０ｍｍ×３１０ｍｍ×２，０００ｍｍ ５５６ｋｇ／個 ゴトウコンクリート 薄型水路　ＴＮ－３００ ２５０×３１０×２０００ｍｍ 個 264 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095550 スリム側溝 スタンダードタイプ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４７６ｋｇ／個 千葉窯業 スリム側溝　スタンダードタイプ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095552 スリム側溝 スタンダードタイプ ３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５３４ｋｇ／個 千葉窯業 スリム側溝　スタンダードタイプ ３００×４００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095554 スリム側溝 桝タイプ（細目ボルト固定Ｇｒ付） ３００ｍｍ×３００ｍｍ×１，０００ｍｍ ３１８ｋｇ／個 千葉窯業 スリム側溝　桝タイプ ３００×３００×１０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095556 スリム側溝 桝タイプ（細目ボルト固定Ｇｒ付） ３００ｍｍ×４００ｍｍ×１，０００ｍｍ ３４５ｋｇ／個 千葉窯業 スリム側溝　桝タイプ ３００×４００×１０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095558 スリム側溝 グレーチングタイプ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４５７ｋｇ／個 千葉窯業 スリム側溝　グレーチングタイプ ３００×３００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095560 スリム側溝 グレーチングタイプ ３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５１５ｋｇ／個 千葉窯業 スリム側溝　グレーチングタイプ ３００×４００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098805 ＰＵ可変側溝 ＰＵ可変側溝 ３００（幅）ｍｍ×７００（深）ｍｍ ６６７ｋｇ／個 松岡コンクリート工業 ＰＵ可変側溝 Ｗ３００×Ｈ７００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098820 ＰＵ可変側溝 ＣＤ側溝 ３００（幅）ｍｍ×５００（深）ｍｍ ５５６ｋｇ／個 松岡コンクリート工業 ＣＤ側溝 Ｗ３００×Ｈ５００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105104505 ＰＵ可変側溝 ノイズガードふた ３００用 ４５ｋｇ／枚 松岡コンクリート工業 ノイズガードふた Ｗ３００ｍｍ用 枚 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098825 ＰＵ可変側溝 卵形側溝３００ ３６０ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４６１ｋｇ／個 松岡コンクリート工業 卵形側溝　３００ ３６０×５００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098830
ＰＵ可変側溝 卵形側溝（透水用）３００ ３６０ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４６１ｋｇ／個 松岡コンクリー
ト工業

卵形側溝　透水用　３００ ３６０×５００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098835
ＰＵ可変側溝 卵形側溝桝３００用（普通目グレーチング付き） ３６０ｍｍ×６９０ｍｍ×１，０００ｍｍ ２５７ｋｇ
／個 松岡コンクリート工業

卵形側溝桝３００用 ３６０×６９０×１０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105096801
土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） 本体 ３００ｍｍ×８００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７５４ｋｇ／個 東海
商事ブロック工業

カセットウォール　本体 ３００×８００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105096802
土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） 本体 ４００ｍｍ×１，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ ９９９ｋｇ／個
東海商事ブロック工業

カセットウォール　本体 ４００×１０００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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各種側溝―ブランド品― 1105096803
土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） 本体 ５００ｍｍ×１，２００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，３８３ｋｇ／
個 東海商事ブロック工業

カセットウォール　本体 ５００×１２００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105096800
土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） ＦＶＳ（転落防止柵専用）本体 ３００ｍｍ×８００ｍｍ×２，０００
ｍｍ ９５８ｋｇ／個 東海商事ブロック工業

カセットウォール　ＦＶＳ本体 ３００×８００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105096808
土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） ＦＶＳ（転落防止柵専用）本体 ４００ｍｍ×１，０００ｍｍ×２，０
００ｍｍ １，２６８ｋｇ／個 東海商事ブロック工業

カセットウォール　ＦＶＳ本体 ４００×１０００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105096809
土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） ＦＶＳ（転落防止柵専用）本体 ５００ｍｍ×１，２００ｍｍ×２，０
００ｍｍ １，５７２ｋｇ／個 東海商事ブロック工業

カセットウォール　ＦＶＳ本体 ５００×１２００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105096804 土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） 底版 ４５０ｍｍ １８４ｋｇ／個 東海商事ブロック工業 カセットウォール　底版 ４５０ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105096806 土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） 底版 ６００ｍｍ ２４５ｋｇ／個 東海商事ブロック工業 カセットウォール　底版 ６００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105096807 土留可変側溝カセットウォール（底版組立式） 底版 ８００ｍｍ ３６３ｋｇ／個 東海商事ブロック工業 カセットウォール　底版 ８００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093702 スーパーＭＸドレーン 本体 ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ２７０ｋｇ／個 前田製管 スーパーＭＸドレーン　本体 ２５０×２５０×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093704 スーパーＭＸドレーン 本体 ２５０ｍｍ×３５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ３３５ｋｇ／個 前田製管 スーパーＭＸドレーン　本体 ２５０×３５０×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093706 スーパーＭＸドレーン 本体 ２５０ｍｍ×４５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４１０ｋｇ／個 前田製管 スーパーＭＸドレーン　本体 ２５０×４５０×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093708 スーパーＭＸドレーン 本体 ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ３４０ｋｇ／個 前田製管 スーパーＭＸドレーン　本体 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093712 スーパーＭＸドレーン 本体 ３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４１５ｋｇ／個 前田製管 スーパーＭＸドレーン　本体 ３００×４００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093714 スーパーＭＸドレーン 本体 ３００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４９５ｋｇ／個 前田製管 スーパーＭＸドレーン　本体 ３００×５００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093716 スーパーＭＸドレーン 本体 ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４９０ｋｇ／個 前田製管 スーパーＭＸドレーン　本体 ４００×４００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093718 スーパーＭＸドレーン 本体 ４００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５７５ｋｇ／個 前田製管 スーパーＭＸドレーン　本体 ４００×５００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093722 スーパーＭＸドレーン 本体 ４００ｍｍ×６００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６６５ｋｇ／個 前田製管 スーパーＭＸドレーン　本体 ４００×６００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105106810 スーパーＭＸドレーン 蓋版２５０用 ２７２ｍｍ×４９８ｍｍ ２３ｋｇ／枚 前田製管 スーパーＭＸドレーン　蓋版 ２５０用　２７２×４９８ｍｍ 枚 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105106815 スーパーＭＸドレーン 蓋版３００用 ３２８ｍｍ×４９８ｍｍ ３２ｋｇ／枚 前田製管 スーパーＭＸドレーン　蓋版 ３００用　３２８×４９８ｍｍ 枚 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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各種側溝―ブランド品― 1105106820 スーパーＭＸドレーン 蓋版４００用 ４１６ｍｍ×４９８ｍｍ ４６ｋｇ／枚 前田製管 スーパーＭＸドレーン　蓋版 ４００用　４１６×４９８ｍｍ 枚 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098322
アクアラン（排水舗装用側溝） ３００Ａ φ３００×２，０００ｍｍ ８５５ｋｇ／個 舗装排水システム技術協会加盟
各社

アクアラン　３００Ａ ３００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098324
アクアラン（排水舗装用側溝） ３００Ｂ φ３００×２，０００ｍｍ １，１２０ｋｇ／個 舗装排水システム技術協会
加盟各社

アクアラン　３００Ｂ ３００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098326
アクアラン（排水舗装用側溝） ３００ＡＭ桝 φ３００×１，０００ｍｍ ８４０ｋｇ／個 舗装排水システム技術協会
加盟各社

アクアラン　３００ＡＭ桝 ３００×１０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098328
アクアラン（排水舗装用側溝） ３００ＢＭ桝 φ３００×１，０００ｍｍ ９３０ｋｇ／個 舗装排水システム技術協会
加盟各社

アクアラン　３００ＢＭ桝 ３００×１０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098330
アクアラン（排水舗装用側溝） ４００Ａ φ４００×２，０００ｍｍ ８５５ｋｇ／個 舗装排水システム技術協会加盟
各社

アクアラン　４００Ａ ４００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098332
アクアラン（排水舗装用側溝） ４００Ｂ φ４００×２，０００ｍｍ １，１２０ｋｇ／個 舗装排水システム技術協会
加盟各社

アクアラン　４００Ｂ ４００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098334
アクアラン（排水舗装用側溝） ４００ＡＭ桝 φ４００×１，０００ｍｍ ８６０ｋｇ／個 舗装排水システム技術協会
加盟各社

アクアラン　４００ＡＭ桝 ４００×１０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105098336
アクアラン（排水舗装用側溝） ４００ＢＭ桝 φ４００×１，０００ｍｍ ９５０ｋｇ／個 舗装排水システム技術協会
加盟各社

アクアラン　４００ＢＭ桝 ４００×１０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093505 ＭＵ・ＭＥ暗渠 ＭＵ暗渠 ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４６５ｋｇ／個 前田製管 ＭＵ暗渠 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093510 ＭＵ・ＭＥ暗渠 ＭＵ暗渠 ３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５３５ｋｇ／個 前田製管 ＭＵ暗渠 ３００×４００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093515 ＭＵ・ＭＥ暗渠 ＭＵ暗渠 ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６３０ｋｇ／個 前田製管 ＭＵ暗渠 ４００×４００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093520 ＭＵ・ＭＥ暗渠 ＭＵ暗渠 ４００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６９５ｋｇ／個 前田製管 ＭＵ暗渠 ４００×５００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093525 ＭＵ・ＭＥ暗渠 ＭＵ暗渠 ５００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，０２０ｋｇ／個 前田製管 ＭＵ暗渠 ５００×５００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093530 ＭＵ・ＭＥ暗渠 ＭＵ暗渠 ５００ｍｍ×６００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，１００ｋｇ／個 前田製管 ＭＵ暗渠 ５００×６００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093535 ＭＵ・ＭＥ暗渠 ＭＥ暗渠 ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４６０ｋｇ／個 前田製管 ＭＥ暗渠 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093540 ＭＵ・ＭＥ暗渠 ＭＥ暗渠 ３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５１５ｋｇ／個 前田製管 ＭＥ暗渠 ３００×４００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093545 ＭＵ・ＭＥ暗渠 ＭＥ暗渠 ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６１５ｋｇ／個 前田製管 ＭＥ暗渠 ４００×４００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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各種側溝―ブランド品― 1105093550 ＭＵ・ＭＥ暗渠 ＭＥ暗渠 ４００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６７５ｋｇ／個 前田製管 ＭＥ暗渠 ４００×５００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093555 ＭＵ・ＭＥ暗渠 ＭＥ暗渠 ５００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，０４０ｋｇ／個 前田製管 ＭＥ暗渠 ５００×５００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105093560 ＭＵ・ＭＥ暗渠 ＭＥ暗渠 ５００ｍｍ×６００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，１００ｋｇ／個 前田製管 ＭＥ暗渠 ５００×６００×２０００ｍｍ 個 265 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105096840
都市型側溝 片流れタイプ　ＵＧＫ－３００ ３６０ｍｍ×４９５ｍｍ×２，０００ｍｍ ４４０ｋｇ／個 ゴトウコンク
リート

都市型側溝 片流れタイプ　ＵＧＫ－３００ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105096855
都市型側溝 片流れタイプ　ＵＧＫ－３００（普通目グレーチング付き） ３６０ｍｍ×４９５ｍｍ×２，０００ｍｍ ４
０９ｋｇ／個 ゴトウコンクリート

都市型側溝普通目グレーチング付 片流れ　ＵＧＫ－３００ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105096885
都市型側溝 シェイプアップスリット　ＵＧＫＳ－２５０ ３１０ｍｍ×４２３ｍｍ×２，０００ｍｍ ３４３ｋｇ／個
ゴトウコンクリート

都市型側溝　シェイプアップ ＵＧＫＳ－２５０ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105096890
都市型側溝 シェイプアップスリット　ＵＧＫＳ－３００ ３６０ｍｍ×４９８ｍｍ×２，０００ｍｍ ４３７ｋｇ／個
ゴトウコンクリート

都市型側溝　シェイプアップ ＵＧＫＳ－３００ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105096895
都市型側溝 シェイプアップスリット　ＵＧＦＳ－２５０ ３１０ｍｍ×４２３ｍｍ×２，０００ｍｍ ３５８ｋｇ／個
ゴトウコンクリート

都市型側溝　シェイプアップ ＵＧＦＳ－２５０ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105096900
都市型側溝 シェイプアップスリット　ＵＧＦＳ－３００ ３６０ｍｍ×４９８ｍｍ×２，０００ｍｍ ４５２ｋｇ／個
ゴトウコンクリート

都市型側溝　シェイプアップ ＵＧＦＳ－３００ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105096910
都市型側溝 シェイプアップスリット　管理桝２５０（普通目グレーチング付） ３１０ｍｍ×６１５ｍｍ×１，０００
ｍｍ １９１ｋｇ／個 ゴトウコンクリート

都市型側溝　シェイプアップ 管理桝２５０ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105096915
都市型側溝 シェイプアップスリット　管理桝３００（普通目グレーチング付） ３６０ｍｍ×６９０ｍｍ×１，０００
ｍｍ ２５０ｋｇ／個 ゴトウコンクリート

都市型側溝　シェイプアップ 管理桝３００ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1317060003
側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　２５０×２５０ ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ３６６ｋｇ／個 富山コン
クリート工業

側溝カルバート Ｖ・Ｌタイプ　２５０×２５０ 個 266 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

各種側溝―ブランド品― 1317060005
側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　３００×３００ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５０１ｋｇ／個 富山コン
クリート工業

側溝カルバート Ｖ・Ｌタイプ　３００×３００ 個 266 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

各種側溝―ブランド品― 1317060007
側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　３００×４００ ３００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５５７ｋｇ／個 富山コン
クリート工業

側溝カルバート Ｖ・Ｌタイプ　３００×４００ 個 266 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

各種側溝―ブランド品― 1317060009
側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　４００×４００ ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７９９ｋｇ／個 富山コン
クリート工業

側溝カルバート Ｖ・Ｌタイプ　４００×４００ 個 266 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

各種側溝―ブランド品― 1317060011
側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　４００×５００ ４００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ８６５ｋｇ／個 富山コン
クリート工業

側溝カルバート Ｖ・Ｌタイプ　４００×５００ 個 266 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

各種側溝―ブランド品― 1317060013
側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　５００×５００ ５００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，１１７ｋｇ／個 富山
コンクリート工業

側溝カルバート Ｖ・Ｌタイプ　５００×５００ 個 266 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

各種側溝―ブランド品― 1317060015
側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　６００×６００ ６００ｍｍ×６００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，４５５ｋｇ／個 富山
コンクリート工業

側溝カルバート Ｖ・Ｌタイプ　６００×６００ 個 266 ○ ○ 1317 ボックスカルバート
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各種側溝―ブランド品― 1317060017
側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　７００×７００ ７００ｍｍ×７００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，８０２ｋｇ／個 富山
コンクリート工業

側溝カルバート Ｖ・Ｌタイプ　７００×７００ 個 266 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

各種側溝―ブランド品― 1317060019
側溝カルバート Ｖ，Ｌタイプ　８００×８００ ８００ｍｍ×８００ｍｍ×２，０００ｍｍ ２，０３１ｋｇ／個 富山
コンクリート工業

側溝カルバート Ｖ・Ｌタイプ　８００×８００ 個 266 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

各種側溝―ブランド品― 1317060020
側溝カルバート コーナー　６Ｒ　３００ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×１，０００ｍｍ ２５１ｋｇ／個 富山コンクリー
ト工業

側溝カルバート コーナー６Ｒ　３００ 個 266 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

各種側溝―ブランド品― 1317060022
側溝カルバート コーナー　８Ｒ　４００ ４００ｍｍ×４００ｍｍ×１，０００ｍｍ ４００ｋｇ／個 富山コンクリー
ト工業

側溝カルバート コーナー８Ｒ　４００ 個 266 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

各種側溝―ブランド品― 1317060028
側溝カルバート 管理ます（改良型）　２５０ ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×１，０００ｍｍ ３０２ｋｇ／個 富山コンク
リート工業

側溝カルバート 管理ます（改良型）　２５０ 個 266 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

各種側溝―ブランド品― 1317060030
側溝カルバート 管理ます（改良型）　３００ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×１，０００ｍｍ ３７８ｋｇ／個 富山コンク
リート工業

側溝カルバート 管理ます（改良型）　３００ 個 266 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

各種側溝―ブランド品― 1105095342 箱形ヒューム管 Ａ型（普通型） φ３００ｍｍ×Ｌ２，４３０ｍｍ ４７０ｋｇ／個 札幌 北海アサノロックラー 箱形ヒューム管　Ａ型　普通型 径３００×Ｌ２４３０ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095344
箱形ヒューム管 Ｃ型（グレーチング付き） φ３００ｍｍ×Ｌ２，４３０ｍｍ ４７０ｋｇ／個 札幌 北海アサノロック
ラー

箱形ヒューム管　Ｃ型　グレ付き 径３００×Ｌ２４３０ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095346 箱形ヒューム管 Ａ型（普通型） φ４００ｍｍ×Ｌ２，４３０ｍｍ ５７０ｋｇ／個 札幌 北海アサノロックラー 箱形ヒューム管　Ａ型　普通型 径４００×Ｌ２４３０ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095348
箱形ヒューム管 Ｃ型（グレーチング付き） φ４００ｍｍ×Ｌ２，４３０ｍｍ ５７０ｋｇ／個 札幌 北海アサノロック
ラー

箱形ヒューム管　Ｃ型　グレ付き 径４００×Ｌ２４３０ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095350 箱形ヒューム管 Ａ型（普通型） φ４５０ｍｍ×Ｌ２，４３０ｍｍ ７８０ｋｇ／個 札幌 北海アサノロックラー 箱形ヒューム管　Ａ型　普通型 径４５０×Ｌ２４３０ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095352
箱形ヒューム管 Ｃ型（グレーチング付き） φ４５０ｍｍ×Ｌ２，４３０ｍｍ ７８０ｋｇ／個 札幌 北海アサノロック
ラー

箱形ヒューム管　Ｃ型　グレ付き 径４５０×Ｌ２４３０ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095354
箱形ヒューム管 Ｄ型（グレーチングます付き） φ４００ｍｍ×Ｌ２，４３０ｍｍ ７７０ｋｇ／個 札幌 北海アサノ
ロックラー

箱形ヒューム管　Ｄ型　グレ桝付 径４００×Ｌ２４３０ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095356
箱形ヒューム管 Ｄ型（グレーチングます付き） φ４５０ｍｍ×Ｌ２，４３０ｍｍ １，０１０ｋｇ／個 札幌 北海アサ
ノロックラー

箱形ヒューム管　Ｄ型　グレ桝付 径４５０×Ｌ２４３０ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095358 箱形ヒューム管 専用桝（グレーチング付き） φ３００用 ６９５ｋｇ／個 札幌 北海アサノロックラー 箱形ヒューム管　専用桝　グレ付 径３００用 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105095360 箱形ヒューム管 専用桝（グレーチング付き） φ４５０用 ８１５ｋｇ／個 札幌 北海アサノロックラー 箱形ヒューム管　専用桝　グレ付 径４５０用 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105097305 境界集水溝 ＫＳ－１５０ φ１００ｍｍ １３２ｋｇ／ｍ 盛岡・仙台 ニポロジャパン 境界集水溝 ＫＳ－１５０　径１００ｍｍ ｍ 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105097310 境界集水溝 ＫＳ－２００ φ１００ｍｍ １８６ｋｇ／ｍ 盛岡・仙台 ニポロジャパン 境界集水溝 ＫＳ－２００　径１００ｍｍ ｍ 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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各種側溝―ブランド品― 1105121215 円形水路ＪＮＳ 横断用　２００Ｃ φ２００ｍｍ×Ｌ１，０００ｍｍ １９０ｋｇ／個 長野・岐阜 木曾建設産業 円形水路ＪＮＳ　横断用２００Ｃ 径２００×Ｌ１０００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105121220 円形水路ＪＮＳ 横断用　２５０Ｃ φ２５０ｍｍ×Ｌ１，０００ｍｍ ２４５ｋｇ／個 長野・岐阜 木曾建設産業 円形水路ＪＮＳ　横断用２５０Ｃ 径２５０×Ｌ１０００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105121205 円形水路ＪＮＳ 横断用　３００Ｃ φ３００ｍｍ×Ｌ１，０００ｍｍ ３２５ｋｇ／個 長野・岐阜 木曾建設産業 円形水路ＪＮＳ　横断用３００Ｃ 径３００×Ｌ１０００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105121223 円形水路ＪＮＳ 側溝用　２００Ａ φ２００ｍｍ×Ｌ１，０００ｍｍ ２１０ｋｇ／個 長野・岐阜 木曾建設産業 円形水路ＪＮＳ　側溝用２００Ａ 径２００×Ｌ１０００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105121225 円形水路ＪＮＳ 側溝用　３００Ａ φ３００ｍｍ×Ｌ１，０００ｍｍ ３６０ｋｇ／個 長野・岐阜 木曾建設産業 円形水路ＪＮＳ　側溝用３００Ａ 径３００×Ｌ１０００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105121208 円形水路ＪＮＳ 側溝用　２００Ｔ φ２００ｍｍ×Ｌ１，０００ｍｍ ３２０ｋｇ／個 長野・岐阜 木曾建設産業 円形水路ＪＮＳ　側溝用２００Ｔ 径２００×Ｌ１０００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105121210 円形水路ＪＮＳ 側溝用　３００Ｔ φ３００ｍｍ×Ｌ１，０００ｍｍ ４７２ｋｇ／個 長野・岐阜 木曾建設産業 円形水路ＪＮＳ　側溝用３００Ｔ 径３００×Ｌ１０００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105121230 円形水路ＪＮＳ フロア用　２００Ｆ φ２００ｍｍ×Ｌ１，０００ｍｍ １７８ｋｇ／個 長野・岐阜 木曾建設産業 円形水路ＪＮＳフロア用２００Ｆ 径２００×Ｌ１０００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105090505 ＮＳ側溝 Ｆ型３００Ａ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６１２ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ産業 ＮＳ側溝　Ｆ型３００Ａ ３００×３００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105090510
ＮＳ側溝 Ｆ型３００Ａ（Ｔ－２５Ｇ付） ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５７５ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ
産業

ＮＳ側溝　Ｆ型３００Ａ Ｔ－２５Ｇ付３００×３００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105090515 ＮＳ側溝 Ｓ型２５０ ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４８６ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ産業 ＮＳ側溝　Ｓ型２５０ ２５０×２５０ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105090520
ＮＳ側溝 Ｓ型２５０（Ｔ－２５Ｇ付） ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４５６ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ産
業

ＮＳ側溝　Ｓ型２５０ Ｔ－２５Ｇ付２５０×２５０ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105090525 ＮＳ側溝 Ｓ型３００Ａ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６０３ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ産業 ＮＳ側溝　Ｓ型３００Ａ ３００×３００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105090530
ＮＳ側溝 Ｓ型３００Ａ（Ｔ－２５Ｇ付） ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５６６ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ
産業

ＮＳ側溝　Ｓ型３００Ａ Ｔ－２５Ｇ付３００×３００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105090535 ＮＳ側溝 Ｇ型３００Ａ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６３８ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ産業 ＮＳ側溝　Ｇ型３００Ａ ３００×３００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105090540
ＮＳ側溝 Ｇ型３００Ａ（Ｔ－２５Ｇ付） ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６０１ｋｇ／個 名古屋 スエヒロ
産業

ＮＳ側溝　Ｇ型３００Ａ Ｔ－２５Ｇ付３００×３００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105090545
ＮＳ側溝 ＮＳ側溝桝　３００×５５０　Ｔ－２５　ボルト固定 ３００ｍｍ×７８０ｍｍ×Ｈ５５０ｍｍ ５８０ｋｇ／
個 名古屋 スエヒロ産業

ＮＳ側溝桝　３００×５５０ Ｔ２５ボルト固定３００×７８０ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105091305 ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ２５０Ａ ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４１５ｋｇ／個 名古屋 フジプレコン ＳＥ側溝　ＳＥ－ＤＺ２５０Ａ ２５０×２５０ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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各種側溝―ブランド品― 1105091310 ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ３００Ａ ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５００ｋｇ／個 名古屋 フジプレコン ＳＥ側溝　ＳＥ－ＤＺ３００Ａ ３００×３００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105091315
ＳＥ側溝 ＳＥ－Ｋ３００×５００（可変） ３００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ４７９ｋｇ／個 名古屋 フジプ
レコン

ＳＥ側溝ＳＥ－Ｋ３００×５００ ３００×５００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105091320 ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ２５０Ａ　横断 ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４１５ｋｇ／個 名古屋 フジプレコン ＳＥ側溝　ＳＥ－ＤＺ２５０Ａ 横断　２５０×２５０ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105091325 ＳＥ側溝 ＳＥ－ＤＺ３００Ａ　横断 ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５００ｋｇ／個 名古屋 フジプレコン ＳＥ側溝　ＳＥ－ＤＺ３００Ａ 横断　３００×３００ｍｍ 個 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105102825 ＨＣふた ３種－３００ ４３０ｍｍ×７０ｍｍ×５００ｍｍ ３６ｋｇ／枚 広島・山口 カワノ工業 ＨＣふた　３種－３００ ４３０×７０×５００ｍｍ 枚 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105102810 ＨＣふた 穴あき３種－３００ ４３０ｍｍ×７０ｍｍ×５００ｍｍ ３４ｋｇ／枚 広島・山口 カワノ工業 ＨＣふた　穴あき３種－３００ ４３０×７０×５００ｍｍ 枚 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105102835 ＨＣふた アングル付き２４０Ｕ ２２５ｍｍ×６０ｍｍ×６００ｍｍ ２４ｋｇ／枚 広島・山口 カワノ工業 ＨＣふた　アングル付き２４０Ｕ ２２５×６０×６００ｍｍ 枚 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105102830 ＨＣふた アングル付き３００Ｕ ２８５ｍｍ×６０ｍｍ×６００ｍｍ ２９ｋｇ／枚 広島・山口 カワノ工業 ＨＣふた　アングル付き３００Ｕ ２８５×６０×６００ｍｍ 枚 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105099151 ＳＫロードレイン側溝 スタンダード ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４１０ｋｇ／本 那覇 新興工材 ＳＫロードレイン側溝スタンダド ２５０×２５０ｍｍ 本 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105099152 ＳＫロードレイン側溝 スタンダード ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５２０ｋｇ／本 那覇 新興工材 ＳＫロードレイン側溝スタンダド ３００×３００ｍｍ 本 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105099153 ＳＫロードレイン側溝 スタンダード ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７７５ｋｇ／本 那覇 新興工材 ＳＫロードレイン側溝スタンダド ４００×４００ｍｍ 本 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105099154 ＳＫロードレイン側溝 乗入 ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ４３５ｋｇ／本 那覇 新興工材 ＳＫロードレイン側溝　乗入 ２５０×２５０ｍｍ 本 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105099155 ＳＫロードレイン側溝 乗入 ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２，０００ｍｍ ５５５ｋｇ／本 那覇 新興工材 ＳＫロードレイン側溝　乗入 ３００×３００ｍｍ 本 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝―ブランド品― 1105099156 ＳＫロードレイン側溝 乗入 ４００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ８２５ｋｇ／本 那覇 新興工材 ＳＫロードレイン側溝　乗入 ４００×４００ｍｍ 本 266 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125002 円型水路 横断用 φ１５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 横断用　径１５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125004 円型水路 横断用 φ２０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 横断用　径２０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125006 円型水路 横断用 φ２５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 横断用　径２５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125008 円型水路 横断用 φ３０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 横断用　径３０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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円型水路 1105125010 円型水路 横断用 φ３５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 横断用　径３５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125012 円型水路 横断用 φ４０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 横断用　径４０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125014 円型水路 横断用 φ４５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 横断用　径４５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125016 円型水路 横断用 φ５０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 横断用　径５０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125018 円型水路 横断用 φ６０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 横断用　径６０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125020 円型水路 縦断用 φ１５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 縦断用　径１５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125022 円型水路 縦断用 φ２０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 縦断用　径２０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125024 円型水路 縦断用 φ２５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 縦断用　径２５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125026 円型水路 縦断用 φ３０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 縦断用　径３０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125028 円型水路 縦断用 φ３５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 縦断用　径３５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125030 円型水路 縦断用 φ４０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 縦断用　径４０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125032 円型水路 縦断用 φ４５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 縦断用　径４５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125034 円型水路 縦断用 φ５０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 縦断用　径５０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125036 円型水路 縦断用 φ６０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 縦断用　径６０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125038 円型水路 乗り入れ用 φ２０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 乗り入れ用　径２０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125040 円型水路 乗り入れ用 φ２５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 乗り入れ用　径２５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125042 円型水路 乗り入れ用 φ３０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 乗り入れ用　径３０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125044 円型水路 乗り入れ用 φ３５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 乗り入れ用　径３５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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円型水路 1105125046 円型水路 乗り入れ用 φ４０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 乗り入れ用　径４０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125048 円型水路 乗り入れ用 φ４５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 乗り入れ用　径４５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125050 円型水路 乗り入れ用 φ５０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 乗り入れ用　径５０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125052 円型水路 都市型用 φ１５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 都市型用　径１５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125054 円型水路 都市型用 φ２０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 都市型用　径２０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125056 円型水路 都市型用 φ２５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 都市型用　径２５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125058 円型水路 都市型用 φ３０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 都市型用　径３０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125060 円型水路 都市型用 φ３５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 都市型用　径３５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125062 円型水路 都市型用 φ４０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 都市型用　径４０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125064 円型水路 都市型用 φ４５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 都市型用　径４５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125066 円型水路 都市型用 φ５０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 都市型用　径５０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125068 円型水路 スポーツ施設用 φ１５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 スポーツ施設用　径１５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125070 円型水路 スポーツ施設用 φ１８ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 スポーツ施設用　径１８ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125072 円型水路 スポーツ施設用 φ２０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 スポーツ施設用　径２０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125074 円型水路 スポーツ施設用 φ２５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 スポーツ施設用　径２５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125076 円型水路 スポーツ施設用 φ３０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路 スポーツ施設用　径３０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125084 円型水路 軽荷重用 φ２０ｃｍ 荷重Ｔ－６ 円型水路 軽荷重用　径２０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125086 円型水路 境界ブロック（片面Ｒ） Ｈ１０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路　境界ブロック Ｈ１０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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円型水路 1105125088 円型水路 境界ブロック（片面Ｒ） Ｈ１５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路　境界ブロック Ｈ１５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125090 円型水路 境界ブロック（片面Ｒ） Ｈ２０ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路　境界ブロック Ｈ２０ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

円型水路 1105125092 円型水路 境界ブロック（片面Ｒ） Ｈ２５ｃｍ 荷重Ｔ－２５ 円型水路　境界ブロック Ｈ２５ｃｍ ｍ 267 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

防護柵基礎 1111011012 防護柵基礎 プレガードⅡ Ｂ・Ｃ種 Ｂ＝８００ ８００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６３０ｋｇ／個 プレガード２　Ｂ・Ｃ種 ８００×４００×２０００ｍｍ 個 268 ○ ○ 1111 防護柵

防護柵基礎 1111011014 防護柵基礎 プレガードⅡ Ｂ・Ｃ種 Ｂ＝９００ ９００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ６６６ｋｇ／個 プレガード２　Ｂ・Ｃ種 ９００×４００×２０００ｍｍ 個 268 ○ ○ 1111 防護柵

防護柵基礎 1111011016 防護柵基礎 プレガードⅡ Ｂ・Ｃ種 Ｂ＝１０００ １，０００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７０５ｋｇ／個 プレガード２　Ｂ・Ｃ種 １０００×４００×２０００ｍｍ 個 268 ○ ○ 1111 防護柵

防護柵基礎 1111011018 防護柵基礎 プレガードⅡ Ｂ・Ｃ種 Ｂ＝１１００ １，１００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７４３ｋｇ／個 プレガード２　Ｂ・Ｃ種 １１００×４００×２０００ｍｍ 個 268 ○ ○ 1111 防護柵

防護柵基礎 1111011020 防護柵基礎 プレガードⅡ Ｂ・Ｃ種 Ｂ＝１２００ １，２００ｍｍ×４００ｍｍ×２，０００ｍｍ ７８１ｋｇ／個 プレガード２　Ｂ・Ｃ種 １２００×４００×２０００ｍｍ 個 268 ○ ○ 1111 防護柵

張出歩道セーフティロード 1113010410 張出歩道セーフティロード ＳＲ－１０ 有効幅員１．０～１．５ｍ 床版幅１．５ｍ ６６０ｋｇ／ｍ 張出歩道セーフティロード ＳＲ－１０ ｍ 268 ○ ○ 1113 組立道路材

張出歩道セーフティロード 1113010420 張出歩道セーフティロード ＳＲ－１５ 有効幅員１．５～２．０ｍ 床版幅１．５ｍ ９５３ｋｇ／ｍ 張出歩道セーフティロード ＳＲ－１５ ｍ 268 ○ ○ 1113 組立道路材

張出歩道セーフティロード 1113010430 張出歩道セーフティロード ＳＲ－２０ 有効幅員２．０～２．５ｍ 床版幅１．５ｍ １，２９７ｋｇ／ｍ 張出歩道セーフティロード ＳＲ－２０ ｍ 268 ○ ○ 1113 組立道路材

張出歩道セーフティロード 1113010440 張出歩道セーフティロード ＳＲ－２５ 有効幅員２．５～３．０ｍ 床版幅１．５ｍ １，６９７ｋｇ／ｍ 張出歩道セーフティロード ＳＲ－２５ ｍ 268 ○ ○ 1113 組立道路材

張出歩道セーフティロード 1113010510
張出歩道ニューセーフティロード ＮＳＲ－１０ 有効高７５０ｍｍ 有効幅員１．０～１．５ｍ 床版幅１．５ｍ ９４６
ｋｇ／ｍ

張出歩道ニューセーフティロード ＮＳＲ－１０ ｍ 268 ○ ○ 1113 組立道路材

張出歩道セーフティロード 1113010515
張出歩道ニューセーフティロード ＮＳＲ－１５ 有効高８００ｍｍ 有効幅員１．５～２．０ｍ 床版幅１．５ｍ １，３
７１ｋｇ／ｍ

張出歩道ニューセーフティロード ＮＳＲ－１５ ｍ 268 ○ ○ 1113 組立道路材

張出歩道セーフティロード 1113010520
張出歩道ニューセーフティロード ＮＳＲ－２０ 有効高９００ｍｍ 有効幅員２．０～２．５ｍ 床版幅１．５ｍ １，８
０２ｋｇ／ｍ

張出歩道ニューセーフティロード ＮＳＲ－２０ ｍ 268 ○ ○ 1113 組立道路材

張出歩道セーフティロード 1113010525
張出歩道ニューセーフティロード ＮＳＲ－２５ 有効高１，０００ｍｍ 有効幅員２．５～３．０ｍ 床版幅１．５ｍ
２，３８４ｋｇ／ｍ

張出歩道ニューセーフティロード ＮＳＲ－２５ ｍ 268 ○ ○ 1113 組立道路材

張出歩道ロードエル 1113010610 張出歩道ロードエル １０００型 高１，０００ｍｍ×床板幅１，５００ｍｍ １，６３７ｋｇ／本 張出歩道ロードエル １０００×１５００ｍｍ 本 268 ○ ○ 1113 組立道路材

張出歩道ロードエル 1113010620 張出歩道ロードエル １５００型 高１，５００ｍｍ×床板幅１，５００ｍｍ ２，０６２ｋｇ／本 張出歩道ロードエル １５００×１５００ｍｍ 本 268 ○ ○ 1113 組立道路材
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張出歩道ロードエル 1113010630 張出歩道ロードエル ２０００型 高２，０００ｍｍ×床板幅１，５００ｍｍ ２，４６４ｋｇ／本 張出歩道ロードエル ２０００×１５００ｍｍ 本 268 ○ ○ 1113 組立道路材

張出歩道ロードエル 1113010640 張出歩道ロードエル ２５００型 高２，５００ｍｍ×床板幅１，５００ｍｍ ３，８８５ｋｇ／本 張出歩道ロードエル ２５００×１５００ｍｍ 本 268 ○ ○ 1113 組立道路材

張出歩道ロードエル 1113010650 張出歩道ロードエル ３０００型 高３，０００ｍｍ×床板幅１，５００ｍｍ ４，４４１ｋｇ／本 張出歩道ロードエル ３０００×１５００ｍｍ 本 268 ○ ○ 1113 組立道路材

防草コンクリート製品－ブランド品－ 1907181000
防草コンクリート製品 ＧＳボードライト 本体パネル １，１００ｍｍ×１，０００ｍｍ×８ｍｍ １８．９ｋｇ インフ
ラテック

ＧＳボードライト　本体パネル １１００×１０００×８ｍｍ 枚 269 ○ ○ 1907 のり面防護材

防草コンクリート製品－ブランド品－ 1907181005
防草コンクリート製品 ＧＳボードライト 本体パネル １，１００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１０ｍｍ ２３．７ｋｇ イン
フラテック

ＧＳボードライト　本体パネル １１００×１０００×１０ｍｍ 枚 269 ○ ○ 1907 のり面防護材

防草コンクリート製品－ブランド品－ 1907181010
防草コンクリート製品 グラスカル 本体パネル １，０００ｍｍ×１，６００ｍｍ×４５ｍｍ １９２ｋｇ インフラテッ
ク

グラスカル　本体パネル １０００×１６００×４５ｍｍ 枚 269 ○ ○ 1907 のり面防護材

防草コンクリート製品－ブランド品－ 1907181015 防草コンクリート製品 グラスカル 底板ブロック ９９０ｍｍ×２５０ｍｍ×８０ｍｍ ４３ｋｇ インフラテック グラスカル　底板ブロック ９９０×２５０×８０ｍｍ 枚 269 ○ ○ 1907 のり面防護材

防草コンクリート製品－ブランド品－ 1907182000
防草コンクリート製品 アームブロックアンカータイプ ＮＪ 法長１，５００ｍｍ×１，０００ｍｍ ２０７ｋｇ ニポロ
ジャパン

アームブロックアンカータイプ ＮＪ法長１５００×１０００ｍｍ 枚 269 ○ ○ 1907 のり面防護材

防草コンクリート製品－ブランド品－ 1907182005
防草コンクリート製品 アームブロックアンカータイプ ＮＪ 法長１，８００ｍｍ×１，０００ｍｍ ２４８ｋｇ ニポロ
ジャパン

アームブロックアンカータイプ ＮＪ法長１８００×１０００ｍｍ 枚 269 ○ ○ 1907 のり面防護材

防草コンクリート製品－ブランド品－ 1907182010
防草コンクリート製品 ショルダーブロック ＳＢ－２５０ フラットタイプ ２５０ｍｍ×１，０００ｍｍ　法長１，０
００ｍｍ １１７ｋｇ ニポロジャパン

ショルダーブロック ＳＢ－２５０　フラット　２５０ 枚 269 ○ ○ 1907 のり面防護材

防草コンクリート製品－ブランド品－ 1907182015
防草コンクリート製品 ショルダーブロック ＳＢ－５００ フラットタイプ ５００ｍｍ×１，０００ｍｍ　法長１，０
００ｍｍ １４１ｋｇ ニポロジャパン

ショルダーブロック ＳＢ－５００　フラット　５００ 枚 269 ○ ○ 1907 のり面防護材

防草コンクリート製品－ブランド品－ 1907182020
防草コンクリート製品 ショルダーブロックシート ＳＳ－２５０ フラットタイプ ２５０ｍｍ×１，０００ｍｍ　法長
１，０００ｍｍ ２６ｋｇ ニポロジャパン

ショルダーブロックシート ＳＳ－２５０　フラット　２５０ 枚 269 ○ ○ 1907 のり面防護材

防草コンクリート製品－ブランド品－ 1907182025
防草コンクリート製品 ショルダーブロックシート ＳＳ－２５０ Ｌ型タイプ ３１０ｍｍ×１，０００ｍｍ　法長１，
０００ｍｍ ３９ｋｇ ニポロジャパン

ショルダーブロックシート ＳＳ－２５０　Ｌ型　３１０ 枚 269 ○ ○ 1907 のり面防護材

防草コンクリート製品－ブランド品－ 1907182030
防草コンクリート製品 ショルダーブロックシート ＳＳ－５００ フラットタイプ ５００ｍｍ×１，０００ｍｍ　法長
１，０００ｍｍ ４９ｋｇ ニポロジャパン

ショルダーブロックシート ＳＳ－５００　フラット　５００ 枚 269 ○ ○ 1907 のり面防護材

防草コンクリート製品－ブランド品－ 1907182035
防草コンクリート製品 ショルダーブロックシート ＳＳ－５００ Ｌ型タイプ ５６０ｍｍ×１，０００ｍｍ　法長１，
０００ｍｍ ６２ｋｇ ニポロジャパン

ショルダーブロックシート ＳＳ－５００　Ｌ型　５６０ 枚 269 ○ ○ 1907 のり面防護材

コンクリート境界杭 1911015020 コンクリート境界杭 国土交通省型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ コンクリート境界杭 国土交通省型　１２×１２×９０ 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

コンクリート境界杭 1911015030 コンクリート境界杭 国土交通省型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ コンクリート境界杭 国土交通省型１２×１２×１００ 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

コンクリート境界杭 1911015040 コンクリート境界杭 国土交通省型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１２０ｃｍ コンクリート境界杭 国土交通省型１２×１２×１２０ 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい
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コンクリート境界杭 1911016010 コンクリート境界杭 農林水産省型 １３ｃｍ×１３ｃｍ×７０ｃｍ コンクリート境界杭 農林水産省型　１３×１３×７０ 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

コンクリート境界杭 1911016020 コンクリート境界杭 農林水産省型 １３ｃｍ×１３ｃｍ×９０ｃｍ コンクリート境界杭 農林水産省型　１３×１３×９０ 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

コンクリート境界杭 1911010685 コンクリート境界杭 開発局型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×７５ｃｍ コンクリート境界杭 開発局型　１２×１２×７５ 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

コンクリート境界杭 1911017010 コンクリート境界杭 旧道路公団型 １５ｃｍ×１５ｃｍ×９０ｃｍ コンクリート境界杭 旧道路公団型　１５×１５×９０ 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010840 コンクリート境界杭 北海道地区 道型 １０ｃｍ×３０ｃｍ×７０ｃｍ 札幌 コンクリート境界杭 １０×３０×７０　北海道型札幌 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010850 コンクリート境界杭 北海道地区 道型 １０ｃｍ×３０ｃｍ×７０ｃｍ 函館 コンクリート境界杭 １０×３０×７０　北海道型函館 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010870 コンクリート境界杭 北海道地区 道型 １０ｃｍ×３０ｃｍ×７０ｃｍ 旭川 コンクリート境界杭 １０×３０×７０　北海道型旭川 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010860 コンクリート境界杭 北海道地区 道型 １０ｃｍ×３０ｃｍ×７０ｃｍ 室蘭 コンクリート境界杭 １０×３０×７０　北海道型室蘭 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010890 コンクリート境界杭 北海道地区 道型 １０ｃｍ×３０ｃｍ×７０ｃｍ 釧路 コンクリート境界杭 １０×３０×７０　北海道型釧路 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010880 コンクリート境界杭 北海道地区 道型 １０ｃｍ×３０ｃｍ×７０ｃｍ 帯広 コンクリート境界杭 １０×３０×７０　北海道型帯広 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010670 コンクリート境界杭 東北地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 青森 コンクリート境界杭 １２×１２×１００　青森県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010660 コンクリート境界杭 東北地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１２０ｃｍ 盛岡 コンクリート境界杭 １２×１２×１２０　岩手県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010600 コンクリート境界杭 東北地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 仙台 コンクリート境界杭 １２×１２×１００　宮城県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010630 コンクリート境界杭 東北地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 秋田 コンクリート境界杭 １２×１２×１００　秋田県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010620 コンクリート境界杭 東北地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 山形 コンクリート境界杭 １２×１２×１００　山形県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010610 コンクリート境界杭 東北地区 県型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×１００ｃｍ 福島 コンクリート境界杭 １０×１０×１００　福島県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010060 コンクリート境界杭 関東地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 水戸 コンクリート境界杭 １２×１２×９０　茨城県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010070 コンクリート境界杭 関東地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 宇都宮 コンクリート境界杭 １２×１２×９０　栃木県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい
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地区別コンクリート境界杭 1911010080 コンクリート境界杭 関東地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×８０ｃｍ 前橋 コンクリート境界杭 １２×１２×８０　群馬県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010050 コンクリート境界杭 関東地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ さいたま コンクリート境界杭 １２×１２×９０　埼玉県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010040 コンクリート境界杭 関東地区 県型 １０．５ｃｍ×１０．５ｃｍ×９０ｃｍ 千葉 コンクリート境界杭 １０．５×１０．５×９０千葉県 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010020 コンクリート境界杭 関東地区 都型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 東京 コンクリート境界杭 １２×１２×９０　東京都型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010030 コンクリート境界杭 関東地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 横浜 コンクリート境界杭 １２×１２×１００　神奈川県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010090 コンクリート境界杭 関東地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×７５ｃｍ 甲府 コンクリート境界杭 １２×１２×７５　山梨県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010100 コンクリート境界杭 関東地区 県型 １１ｃｍ×１１ｃｍ×８０ｃｍ 長野 コンクリート境界杭 １１×１１×８０　長野県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010520 コンクリート境界杭 北陸地区 県型 ９ｃｍ×９ｃｍ×９０ｃｍ 新潟 コンクリート境界杭 ９×９×９０　新潟県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010540 コンクリート境界杭 北陸地区 県型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×１００ｃｍ 富山 コンクリート境界杭 １０×１０×１００　富山県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010760 コンクリート境界杭 北陸地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１２０ｃｍ 金沢 コンクリート境界杭 １２×１２×１２０　石川県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010210 コンクリート境界杭 中部地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 岐阜 コンクリート境界杭 １２×１２×９０　岐阜県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010750 コンクリート境界杭 中部地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 静岡 コンクリート境界杭 １２×１２×１００静岡県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010240 コンクリート境界杭 中部地区 県型 ９ｃｍ×９ｃｍ×７５ｃｍ 静岡 コンクリート境界杭 ９×９×７５　静岡県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010200 コンクリート境界杭 中部地区 県型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×１００ｃｍ 名古屋 コンクリート境界杭 １０×１０×１００　愛知県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010220 コンクリート境界杭 中部地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ リサイクル認定品 津 コンクリート境界杭 １２×１２×１００　三重県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010530 コンクリート境界杭 近畿地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 福井 コンクリート境界杭 １２×１２×９０　福井県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010140 コンクリート境界杭 近畿地区 県型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×６０ｃｍ 大津 コンクリート境界杭 １０×１０×６０　滋賀県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010150 コンクリート境界杭 近畿地区 府型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×６０ｃｍ 京都 コンクリート境界杭 １２×１２×６０　京都府型京都 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい
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地区別コンクリート境界杭 1911010160 コンクリート境界杭 近畿地区 府型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×６０ｃｍ 福知山 コンクリート境界杭 １０×１０×６０京都府型福知山 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010135 コンクリート境界杭 近畿地区 府型 ９ｃｍ×９ｃｍ×６０ｃｍ 大阪 コンクリート境界杭 ９×９×６０　大阪府型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010130 コンクリート境界杭 近畿地区 府型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×８０ｃｍ 大阪 コンクリート境界杭 １２×１２×８０　大阪府型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010180 コンクリート境界杭 近畿地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×８０ｃｍ 神戸 コンクリート境界杭 １２×１２×８０　兵庫県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010175 コンクリート境界杭 近畿地区 県型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×１００ｃｍ 和歌山 コンクリート境界杭 １０×１０×１００　和歌山県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010390 コンクリート境界杭 中国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×８０ｃｍ 鳥取 コンクリート境界杭 １２×１２×８０　鳥取県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010400 コンクリート境界杭 中国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 松江 コンクリート境界杭 １２×１２×９０　島根県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010380 コンクリート境界杭 中国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 岡山 コンクリート境界杭 １２×１２×１００　岡山県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010370 コンクリート境界杭 中国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 広島 コンクリート境界杭 １２×１２×１００　広島県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010410 コンクリート境界杭 中国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×８０ｃｍ 山口 コンクリート境界杭 １２×１２×８０　山口県型山口 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010420 コンクリート境界杭 中国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×８０ｃｍ 下関 コンクリート境界杭 １２×１２×８０　山口県型下関 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010470 コンクリート境界杭 四国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 徳島 コンクリート境界杭 １２×１２×９０　徳島県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010460 コンクリート境界杭 四国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×６０ｃｍ 高松 コンクリート境界杭 １２×１２×６０　香川県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010480 コンクリート境界杭 四国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 松山 コンクリート境界杭 １２×１２×９０　愛媛県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010490 コンクリート境界杭 四国地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 高知 コンクリート境界杭 １２×１２×９０　高知県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010270 コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 福岡 コンクリート境界杭 １２×１２×１００福岡県型福岡 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010280 コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 ９ｃｍ×９ｃｍ×６０ｃｍ 北九州 コンクリート境界杭 ９×９×６０　福岡県型北九州 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010290 コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×１００ｃｍ 佐賀 コンクリート境界杭 １０×１０×１００　佐賀県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

563 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

地区別コンクリート境界杭 1911010770 コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 長崎 コンクリート境界杭 １２×１２×９０　長崎県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010322 コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１１０ｃｍ 熊本 コンクリート境界杭 １２×１２×１１０　熊本県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010310 コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 １０ｃｍ×１０ｃｍ×８０ｃｍ 大分 コンクリート境界杭 １０×１０×８０　大分県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010900 コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１２０ｃｍ 宮崎 コンクリート境界杭 １２×１２×１２０　宮崎県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010340 コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×１００ｃｍ 鹿児島 コンクリート境界杭 １２×１２×１００　鹿児島県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート境界杭 1911010350 コンクリート境界杭 九州・沖縄地区 県型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９０ｃｍ 那覇 コンクリート境界杭 １２×１２×９０　沖縄県型 本 269 ○ ○ 1911 境界標くい

地区別コンクリート製ます類 1105193602
地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます　Ⅰ型上部 ８４０ｍｍ×９２０ｍｍ×１８０ｍｍ／２１０ｍｍ
３０２ｋｇ／個 北海道地区 札幌

雨水ます（北海道開発局型） １型Ａ上部　８４０×９２０ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193604
地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます　（Ａ）下部 ８４０ｍｍ×８４０ｍｍ×１，０００ｍｍ ９１
２ｋｇ／個 北海道地区 札幌

雨水ます（北海道開発局型） １型Ａ下部　８４０×８４０ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193605
地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 グレーチングふた　（Ｔ－２５） ４７０ｍｍ×５４０ｍｍ×５６ｍｍ
細目 北海道地区 札幌

雨水ます（北海道開発局型） １型Ａ　グレーチングふた　細目 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193608
地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　１００ ８４０ｍｍ×８４０ｍｍ×１００ｍｍ １０２
ｋｇ／個 北海道地区 札幌

雨水ます（北海道開発局型） １型Ａ　中間部１００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193610
地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　２００ ８４０ｍｍ×８４０ｍｍ×２００ｍｍ １８５
ｋｇ／個 北海道地区 札幌

雨水ます（北海道開発局型） １型Ａ　中間部２００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193612
地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　３００ ８４０ｍｍ×８４０ｍｍ×３００ｍｍ ２６８
ｋｇ／個 北海道地区 札幌

雨水ます（北海道開発局型） １型Ａ　中間部３００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193614
地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　４００ ８４０ｍｍ×８４０ｍｍ×４００ｍｍ ３５１
ｋｇ／個 北海道地区 札幌

雨水ます（北海道開発局型） １型Ａ　中間部４００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193616
地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　５００ ８４０ｍｍ×８４０ｍｍ×５００ｍｍ ４３４
ｋｇ／個 北海道地区 札幌

雨水ます（北海道開発局型） １型Ａ　中間部５００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193618
地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ますⅠ型上部 １，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ×１８０ｍｍ／２１
０ｍｍ ５２６ｋｇ／個 北海道地区 札幌

雨水ます（北海道開発局型） １型Ｂ上部　１１００×１１００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193620
地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます（Ｂ）下部 １，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ×１，２００ｍｍ
１，７０７ｋｇ／個 北海道地区 札幌

雨水ます（北海道開発局型） １型Ｂ下部　１１００×１１００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193621
地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 グレーチングふた（Ｔ－２５） ５１２ｍｍ×８００ｍｍ×８１ｍｍ　細
目 北海道地区 札幌

雨水ます（北海道開発局型） １型Ｂ　グレーチングふた　細目 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193624
地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　１００ １，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ×１００ｍｍ
１６６ｋｇ／個 北海道地区 札幌

雨水ます（北海道開発局型） １型Ｂ　中間部１００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別コンクリート製ます類 1105193628
地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　２００ １，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ×２００ｍｍ
３０２ｋｇ／個 北海道地区 札幌

雨水ます（北海道開発局型） １型Ｂ　中間部２００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193630
地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　３００ １，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ×３００ｍｍ
４３９ｋｇ／個 北海道地区 札幌

雨水ます（北海道開発局型） １型Ｂ　中間部３００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193632
地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　４００ １，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ×４００ｍｍ
５７６ｋｇ／個 北海道地区 札幌

雨水ます（北海道開発局型） １型Ｂ　中間部４００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193634
地区別コンクリート製ます類 北海道開発局型 雨水ます中間部　５００ １，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ×５００ｍｍ
７１３ｋｇ／個 北海道地区 札幌

雨水ます（北海道開発局型） １型Ｂ　中間部５００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193642
地区別コンクリート製ます類 札幌市型 市１型雨水ます　上部 ８４０ｍｍ×９２０ｍｍ×１８０ｍｍ／２１０ｍｍ ２
９９ｋｇ／個 北海道地区 札幌

雨水ます（札幌市型） １型　上部　８４０×９２０ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193644
地区別コンクリート製ます類 札幌市型 市１型雨水ます　下部 ８４０ｍｍ×８４０ｍｍ×１，０００ｍｍ ９１２ｋｇ
／個 北海道地区 札幌

雨水ます（札幌市型） １型　下部　８４０×８４０ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193646 地区別コンクリート製ます類 札幌市型 グレーチングふた ４７０ｍｍ×５２０ｍｍ×５６ｍｍ 北海道地区 札幌 雨水ます（札幌市型） グレーチングふた　４７０×５６ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193648
地区別コンクリート製ます類 札幌市型 市１型雨水ます　中間部１５０ ８４０ｍｍ×８４０ｍｍ×１５０ｍｍ １４４
ｋｇ／個 北海道地区 札幌

雨水ます（札幌市型） １型　中間部１５０　８４０ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193654 地区別コンクリート製ます類 札幌市型 市１型雨水ます　除芥金具 φ１５０用 北海道地区 札幌 雨水ます（札幌市型） １型　除芥金具　径１５０用 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193402 地区別コンクリート製ます類 青森市型雨水ます Ｌ形　ふた ３８０ｍｍ×４７０ｍｍ ２７ｋｇ／個 東北地区 青森 Ｌ形雨水ます（青森市型） ふた　３８０×４７０ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193404 地区別コンクリート製ます類 青森市型雨水ます Ｌ形　縁塊 ６００ｍｍ×５００ｍｍ ７３ｋｇ／個 東北地区 青森 Ｌ形雨水ます（青森市型） 縁塊　６００×５００ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193406
地区別コンクリート製ます類 青森市型雨水ます Ｌ形　側塊 内径５００ｍｍ×１５０ｍｍ ４０ｋｇ／個 東北地区 青
森

Ｌ形雨水ます（青森市型） 側塊　内径５００×１５０ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193408
地区別コンクリート製ます類 青森市型雨水ます Ｌ形　側塊 内径５００ｍｍ×５００ｍｍ ５９ｋｇ／個 東北地区 青
森

Ｌ形雨水ます（青森市型） 側塊　内径５００×５００ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105193410
地区別コンクリート製ます類 青森市型雨水ます Ｌ形　底塊 内径５００ｍｍ×１２０ｍｍ ７２ｋｇ／個 東北地区 青
森

Ｌ形雨水ます（青森市型） 底塊　内径５００×１２０ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105203403 地区別コンクリート製ます類 青森市型汚水ます Ｌ形　ふた ３８０ｍｍ×４７０ｍｍ ２６ｋｇ／個 東北地区 青森 Ｌ形汚水ます（青森市型） ふた　３８０×４７０ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105203404 地区別コンクリート製ます類 青森市型汚水ます Ｌ形　縁塊 ６００ｍｍ×５００ｍｍ ７３ｋｇ／個 東北地区 青森 Ｌ形汚水ます（青森市型） 縁塊　６００×５００ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105203406
地区別コンクリート製ます類 青森市型汚水ます Ｌ形　側塊 内径５００ｍｍ×１５０ｍｍ ４０ｋｇ／個 東北地区 青
森

Ｌ形汚水ます（青森市型） 側塊　内径５００×１５０ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105203408
地区別コンクリート製ます類 青森市型汚水ます Ｌ形　側塊 内径５００ｍｍ×４００ｍｍ ５８ｋｇ／個 東北地区 青
森

Ｌ形汚水ます（青森市型） 側塊　内径５００×４００ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別コンクリート製ます類 1105203410
地区別コンクリート製ます類 青森市型汚水ます Ｌ形　底塊 内径５００ｍｍ×１５０ｍｍ ７５ｋｇ／個 東北地区 青
森

Ｌ形汚水ます（青森市型） 底塊　内径５００×１５０ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202802 地区別コンクリート製ます類 汚水ます 円形５００用　ふた ３４ｋｇ／個 東北地区 山形 円形汚水ます（山形県型） ５００用　ふた 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202804
地区別コンクリート製ます類 汚水ます 円形５００用　縁塊 内径５００ｍｍ×１００ｍｍ ５１ｋｇ／個 東北地区 山
形

円形汚水ます（山形県型） ５００用縁塊　径５００×１００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202806
地区別コンクリート製ます類 汚水ます 円形５００用　直１号 内径５００ｍｍ×２００ｍｍ ３０ｋｇ／個 東北地区
山形

円形汚水ます（山形県型） ５００用直１号径５００×２００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202808
地区別コンクリート製ます類 汚水ます 円形５００用　直２号 内径５００ｍｍ×４００ｍｍ ５５ｋｇ／個 東北地区
山形

円形汚水ます（山形県型） ５００用直２号径５００×４００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202810
地区別コンクリート製ます類 汚水ます 円形５００用　直３号 内径５００ｍｍ×４００ｍｍ ６１ｋｇ／個 東北地区
山形

円形汚水ます（山形県型） ５００用直３号径５００×４００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202812
地区別コンクリート製ます類 汚水ます 円形５００用　斜形 内径５００ｍｍ×２００ｍｍ ５８ｋｇ／個 東北地区 山
形

円形汚水ます（山形県型） ５００用斜形　径５００×２００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202814
地区別コンクリート製ます類 汚水ます 円形５００用　底塊 内径５００ｍｍ×１５０ｍｍ ６２ｋｇ／個 東北地区 山
形

円形汚水ます（山形県型） ５００用底塊　径５００×１５０ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105192402
地区別コンクリート製ます類 仙台市型雨水ます 角形３００　本体 ３００ｍｍ×３００ｍｍ×６００ｍｍ １０２ｋｇ
／個 東北地区 仙台

角形雨水ます（仙台市型） ３００　本体 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105192406
地区別コンクリート製ます類 仙台市型雨水ます 角形３００用　ふた ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ×５０ｍｍ １３ｋｇ／
個 東北地区 仙台

角形雨水ます（仙台市型） ３００用ふた　３５０×５０ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202410
地区別コンクリート製ます類 仙台市型汚水ます・枠付き　シール別 丸型３３０（ふたＴ－２　ＦＣ製） 内径３３０ｍ
ｍ×６００ｍｍ ９５ｋｇ／組 東北地区 仙台

汚水ます（仙台市型） 丸３３０　ふた付　Ｔ－２　ＦＣ 組 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202412
地区別コンクリート製ます類 仙台市型汚水ます・枠付き　シール別 丸型４００（ふたＴ－２　ＦＣ製） 内径４００ｍ
ｍ×９００ｍｍ １６９ｋｇ／組 東北地区 仙台

汚水ます（仙台市型） 丸４００　ふた付　Ｔ－２　ＦＣ 組 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202414
地区別コンクリート製ます類 仙台市型汚水ます・枠付き　シール別 丸型４５０（ふたＴ－２　ＦＣ製） 内径４５０ｍ
ｍ×１，２００ｍｍ ２４４ｋｇ／組 東北地区 仙台

汚水ます（仙台市型） 丸４５０　ふた付　Ｔ－２　ＦＣ 組 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202416
地区別コンクリート製ます類 仙台市型汚水ます・枠付き　シール別 丸型６００（ふたＴ－２　ＦＣ製） 内径６００ｍ
ｍ×１，５００ｍｍ ４７９ｋｇ／組 東北地区 仙台

汚水ます（仙台市型） 丸６００　ふた付　Ｔ－２　ＦＣ 組 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202418
地区別コンクリート製ます類 仙台市型汚水ます・枠付き　シール別 丸型３３０（ふたＴ－６　ＦＣＤ製） 内径３３０
ｍｍ×６００ｍｍ ９８ｋｇ／組 東北地区 仙台

汚水ます（仙台市型） 丸３３０ふた付　Ｔ－６　ＦＣＤ 組 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202420
地区別コンクリート製ます類 仙台市型汚水ます・枠付き　シール別 丸型４００（ふたＴ－６　ＦＣＤ製） 内径４００
ｍｍ×９００ｍｍ １７２ｋｇ／組 東北地区 仙台

汚水ます（仙台市型） 丸４００ふた付　Ｔ－６　ＦＣＤ 組 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202422
地区別コンクリート製ます類 仙台市型汚水ます・枠付き　シール別 丸型４５０（ふたＴ－６　ＦＣＤ製） 内径４５０
ｍｍ×１，２００ｍｍ ２４８ｋｇ／組 東北地区 仙台

汚水ます（仙台市型） 丸４５０ふた付　Ｔ－６　ＦＣＤ 組 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202424
地区別コンクリート製ます類 仙台市型汚水ます・枠付き　シール別 丸型６００（ふたＴ－６　ＦＣＤ製） 内径６００
ｍｍ×１，５００ｍｍ ４８６ｋｇ／組 東北地区 仙台

汚水ます（仙台市型） 丸６００ふた付　Ｔ－６　ＦＣＤ 組 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別コンクリート製ます類 1105190602
地区別コンクリート製ます類 宇都宮市型 街路用　雨水ます ５００ｍｍ×６００ｍｍ×９７５ｍｍ ３１３ｋｇ／組 関
東地区 宇都宮

街路用雨水ます（宇都宮市型） ５００×６００×９７５ｍｍ 組 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190604
地区別コンクリート製ます類 宇都宮市型 車道用　雨水ます ５２０ｍｍ×５２０ｍｍ×９１０ｍｍ ３００ｋｇ／組 関
東地区 宇都宮

車道用雨水ます（宇都宮市型） ５２０×５２０×９１０ｍｍ 組 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190202
地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます ２５０用　ふた ３００ｍｍ×４６０ｍｍ×６０ｍｍ ２２ｋｇ／個
関東地区 東京

Ｌ形用集水ます（都型） ２５０用ふた　３００×４６０ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190204
地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます ２５０用　縁塊 ４５０ｍｍ×６００ｍｍ×２２０ｍｍ ６３ｋｇ／
個 関東地区 東京

Ｌ形用集水ます（都型） ２５０用縁塊　４５０×６００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190206
地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます ３００用　ふた ３５０ｍｍ×４６０ｍｍ×６０ｍｍ ２６ｋｇ／個
関東地区 東京

Ｌ形用集水ます（都型） ３００用ふた　３５０×４６０ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190208
地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます ３００用　縁塊 ５００ｍｍ×６００ｍｍ×２２０ｍｍ ６６ｋｇ／
個 関東地区 東京

Ｌ形用集水ます（都型） ３００用縁塊　５００×６００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190210
地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます ３５０用　ふた ４００ｍｍ×４６０ｍｍ×６０ｍｍ ３０ｋｇ／個
関東地区 東京

Ｌ形用集水ます（都型） ３５０用ふた　４００×４６０ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190212
地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます ３５０用　縁塊 ５５０ｍｍ×６００ｍｍ×２２０ｍｍ ７０ｋｇ／
個 関東地区 東京

Ｌ形用集水ます（都型） ３５０用縁塊　５５０×６００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190214
地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます 側塊（異形甲） ４５０ｍｍ×１５０ｍｍ ４３ｋｇ／個 関東地区
東京

Ｌ形用集水ます（都型） 側塊（異形甲）　４５０×１５０ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190216
地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます 側塊（異形甲） ４５０ｍｍ×２００ｍｍ ３８ｋｇ／個 関東地区
東京

Ｌ形用集水ます（都型） 側塊（異形甲）　４５０×２００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190218
地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます 側塊（異形甲） ４５０ｍｍ×５００ｍｍ ８９ｋｇ／個 関東地区
東京

Ｌ形用集水ます（都型） 側塊（異形甲）　４５０×５００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190220 地区別コンクリート製ます類 都型Ｌ形用集水ます 底塊 ５５０ｍｍ×８０ｍｍ ４１ｋｇ／個 関東地区 東京 Ｌ形用集水ます（都型） 底塊　５５０×８０ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190226
地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます １５５型　普通ふた ４６０ｍｍ×４００ｍｍ×６０ｍｍ ３０ｋ
ｇ／個 関東地区 東京

街きょます（都建設局型） １５５型普通蓋　４６０×４００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190228
地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます １５５型　縁塊 ６６５ｍｍ×６００ｍｍ×１７０ｍｍ／２７０ｍ
ｍ １１３ｋｇ／個 関東地区 東京

街きょます（都建設局型） １５５型　縁塊　６６５×６００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190230
地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます ２０５Ａ　普通ふた ４６０ｍｍ×４００ｍｍ×６０ｍｍ ３０ｋ
ｇ／個 関東地区 東京

街きょます（都建設局型） ２０５Ａ普通蓋　４６０×４００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190232
地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます ２０５Ａ　縁塊 ７００ｍｍ×６００ｍｍ×１８０ｍｍ／３２０ｍ
ｍ １３５ｋｇ／個 関東地区 東京

街きょます（都建設局型） ２０５Ａ　縁塊　７００×６００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190234
地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます ２０５Ｂ　普通ふた ５６０ｍｍ×４００ｍｍ×６０ｍｍ ３７ｋ
ｇ／個 関東地区 東京

街きょます（都建設局型） ２０５Ｂ普通蓋　５６０×４００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190236
地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます ２０５Ｂ　縁塊 ７００ｍｍ×７００ｍｍ×１８０ｍｍ／３２０ｍ
ｍ １５５ｋｇ／個 関東地区 東京

街きょます（都建設局型） ２０５Ｂ　縁塊　７００×７００ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別コンクリート製ます類 1105190238
地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます ２０６　普通ふた ５００ｍｍ×６１０ｍｍ×６０ｍｍ ５０ｋｇ
／個 関東地区 東京

街きょます（都建設局型） ２０６　普通蓋　５００×６１０ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190240
地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます ２０６　縁塊 ８００ｍｍ×７５０ｍｍ×１８０ｍｍ／３２０ｍｍ
１６９ｋｇ／個 関東地区 東京

街きょます（都建設局型） ２０６　縁塊　８００×７５０ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190242
地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます 側塊３号 丸形内径　５００ｍｍ×３００ｍｍ １０６ｋｇ／個 関
東地区 東京

街きょます（都建設局型） 側塊３号　５００×３００ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190244
地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます 側塊２号 丸形内径　５００ｍｍ×３００ｍｍ　有孔 ９９ｋｇ／
個 関東地区 東京

街きょます（都建設局型）　有孔 側塊２号　５００×３００ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190246
地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます 側塊１号 丸形内径　５００ｍｍ×３００ｍｍ　有孔 ９９ｋｇ／
個 関東地区 東京

街きょます（都建設局型）　有孔 側塊１号　５００×３００ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190248 地区別コンクリート製ます類 都建設局型街きょます 底塊 ６５０ｍｍ×１００ｍｍ ９２ｋｇ／個 関東地区 東京 街きょます（都建設局型） 底塊　６５０×１００ｍｍ 個 270 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 3609010010
地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます側塊 ３００　内径３００ｍｍ×３００ｍｍ×高３００ｍｍ
３０ｋｇ／個 関東地区 東京

改良ます　側塊　３００ 内径３００×３００×Ｈ３００ 個 270 ○ ○ 3609 ます類

地区別コンクリート製ます類 3609010020
地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます側塊 ３６０　内径３６０ｍｍ×３６０ｍｍ×高３００ｍｍ
３８ｋｇ／個 関東地区 東京

改良ます　側塊　３６０ 内径３６０×３６０×Ｈ３００ 個 270 ○ ○ 3609 ます類

地区別コンクリート製ます類 3609010030
地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます側塊 ４５０　内径４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×高３００ｍｍ
６３ｋｇ／個 関東地区 東京

改良ます　側塊　４５０ 内径４５０×４５０×Ｈ３００ 個 270 ○ ○ 3609 ます類

地区別コンクリート製ます類 3609010040
地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます側塊 ６００　内径６００ｍｍ×６００ｍｍ×高３００ｍｍ
９３ｋｇ／個 関東地区 東京

改良ます　側塊　６００ 内径６００×６００×Ｈ３００ 個 270 ○ ○ 3609 ます類

地区別コンクリート製ます類 3609010060
地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます側塊（半ます） ３００　内径３００ｍｍ×３００ｍｍ×高
１５０ｍｍ １６ｋｇ／個 関東地区 東京

改良ます　半ます　３００ 内径３００×３００×Ｈ１５０ 個 270 ○ ○ 3609 ます類

地区別コンクリート製ます類 3609010070
地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます側塊（半ます） ３６０　内径３６０ｍｍ×３６０ｍｍ×高
１５０ｍｍ ２０ｋｇ／個 関東地区 東京

改良ます　半ます　３６０ 内径３６０×３６０×Ｈ１５０ 個 270 ○ ○ 3609 ます類

地区別コンクリート製ます類 3609010080
地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます側塊（半ます） ４５０　内径４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×高
１５０ｍｍ ３３ｋｇ／個 関東地区 東京

改良ます　半ます　４５０ 内径４５０×４５０×Ｈ１５０ 個 270 ○ ○ 3609 ます類

地区別コンクリート製ます類 3609010090
地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます側塊（半ます） ６００　内径６００ｍｍ×６００ｍｍ×高
１５０ｍｍ ４６ｋｇ／個 関東地区 東京

改良ます　半ます　６００ 内径６００×６００×Ｈ１５０ 個 270 ○ ○ 3609 ます類

地区別コンクリート製ます類 3609020010
地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます用マンホールふた ３００　内径３１０ｍｍ×外径３９０ｍ
ｍ １７ｋｇ／個 関東地区 東京

改良ます用マンホールふた３００ 内径３１０×外径３９０ｍｍ 個 270 ○ ○ 3609 ます類

地区別コンクリート製ます類 3609020020
地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます用マンホールふた ３６０　内径３７０ｍｍ×外径４６０ｍ
ｍ ２５ｋｇ／個 関東地区 東京

改良ます用マンホールふた３６０ 内径３７０×外径４６０ｍｍ 個 270 ○ ○ 3609 ます類

地区別コンクリート製ます類 3609020030
地区別コンクリート製ます類 改良ます・ためます 改良ます用マンホールふた ４５０　内径４８０ｍｍ×外径５９０ｍ
ｍ ５４ｋｇ／個 関東地区 東京

改良ます用マンホールふた４５０ 内径４８０×外径５９０ｍｍ 個 270 ○ ○ 3609 ます類

地区別コンクリート製ます類 1105190268
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用　雨水ふた　３００ ３５５ｍｍ×４６０ｍｍ １５
ｋｇ／個 関東地区 東京

Ｌ形用雨水ます（都下水道局型） ふた　３００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別コンクリート製ます類 1105190270
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用　雨水縁塊　３００ ５００ｍｍ×１９０ｍｍ×６０
０ｍｍ ５８ｋｇ／個 関東地区 東京

Ｌ形用雨水ます（都下水道局型） 縁塊　３００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190272
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用　雨水ふた　３５０ ４０５ｍｍ×４６０ｍｍ ２０
ｋｇ／個 関東地区 東京

Ｌ形用雨水ます（都下水道局型） ふた　３５０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190274
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用　雨水縁塊　３５０ ５５０ｍｍ×１９０ｍｍ×６０
０ｍｍ ６１ｋｇ／個 関東地区 東京

Ｌ形用雨水ます（都下水道局型） 縁塊　３５０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190260
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用　雨水側塊　（異形甲） 内径５００ｍｍ×１５０ｍ
ｍ ４３ｋｇ／個 関東地区 東京

Ｌ形用雨水ます（都下水道局型） 側塊（異形甲）　５００×１５０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190262
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用　雨水側塊 内径５００ｍｍ×２００ｍｍ ３３ｋｇ
／個 関東地区 東京

Ｌ形用雨水ます（都下水道局型） 側塊　５００×２００ｍｍ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190264
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用　雨水側塊 内径５００ｍｍ×５００ｍｍ ７５ｋｇ
／個 関東地区 東京

Ｌ形用雨水ます（都下水道局型） 側塊　５００×５００ｍｍ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190266
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用　雨水底塊 内径５８０ｍｍ×９０ｍｍ ５０ｋｇ／
個 関東地区 東京

Ｌ形用雨水ます（都下水道局型） 底塊　５８０×９０ｍｍ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200244
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用　汚水ふた　３００ ３５５ｍｍ×４６０ｍｍ １８
ｋｇ／個 関東地区 東京

Ｌ形用汚水ます（都下水道局型） ふた　３００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200246
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用　汚水縁塊　３００ ５００ｍｍ×１９０ｍｍ×６０
０ｍｍ ５８ｋｇ／個 関東地区 東京

Ｌ形用汚水ます（都下水道局型） 縁塊　３００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200248
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用　汚水ふた　３５０ ４０５ｍｍ×４６０ｍｍ ２２
ｋｇ／個 関東地区 東京

Ｌ形用汚水ます（都下水道局型） ふた　３５０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200250
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用　汚水縁塊　３５０ ５５０ｍｍ×１９０ｍｍ×６０
０ｍｍ ６１ｋｇ／個 関東地区 東京

Ｌ形用汚水ます（都下水道局型） 縁塊　３５０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200210
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用　汚水側塊　（異形甲） 内径５００ｍｍ×１５０ｍ
ｍ ４３ｋｇ／個 関東地区 東京

Ｌ形用汚水ます（都下水道局型） 側塊（異形甲）　５００×１５０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200212
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用　汚水側塊 内径５００ｍｍ×２００ｍｍ ３３ｋｇ
／個 関東地区 東京

Ｌ形用汚水ます（都下水道局型） 側塊　５００×２００ｍｍ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200214
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用　汚水側塊 内径５００ｍｍ×４００ｍｍ ６１ｋｇ
／個 関東地区 東京

Ｌ形用汚水ます（都下水道局型） 側塊　５００×４００ｍｍ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200216
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます Ｌ形用　汚水底塊 内径５８０ｍｍ×１５０ｍｍ ７２ｋｇ
／個 関東地区 東京

Ｌ形用汚水ます（都下水道局型） 底塊　５８０×１５０ｍｍ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200256
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます 円形用　汚水ふた 径５００ｍｍ ３５ｋｇ／個 関東地区
東京

円形用汚水ます（都下水道局型） ふた　５００ｍｍ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200258 地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます 円形用　縁塊 径５００ｍｍ ３７ｋｇ／個 関東地区 東京 円形用汚水ます（都下水道局型） 縁塊　５００ｍｍ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200252
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます 円形用　側塊　（異形丙） 内径５００ｍｍ×２００ｍｍ
５９ｋｇ／個 関東地区 東京

円形用汚水ます（都下水道局型） 側塊（異形丙）５００　５９ｋｇ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別コンクリート製ます類 1105200224
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます 円形用　側塊 内径５００ｍｍ×２００ｍｍ ３３ｋｇ／個
関東地区 東京

円形用汚水ます（都下水道局型） 側塊　５００×２００　３３ｋｇ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200226
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます 円形用　側塊 内径５００ｍｍ×４００ｍｍ ６１ｋｇ／個
関東地区 東京

円形用汚水ます（都下水道局型） 側塊　５００×４００ｍｍ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200228
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます 円形用　底塊 内径５８０ｍｍ×１５０ｍｍ ７２ｋｇ／個
関東地区 東京

円形用汚水ます（都下水道局型） 底塊　５８０×１５０ｍｍ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200254
地区別コンクリート製ます類 都下水道局型雨水・汚水ます 円形用　側塊　（異形甲） 内径７００ｍｍ×２００ｍｍ
８９ｋｇ／個 関東地区 東京

円形用汚水ます（都下水道局型） 側塊（異形甲）７００ｍｍ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190422
地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます　上部側塊 タイプ－１　φ４５０×１４０ ６０ｋｇ／組 関東地区
横浜

雨水ます（横浜市型） 上部側塊　タイプ－１ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190424
地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます　上部側塊 タイプ－２　３００×４２０×１４０ ５０ｋｇ／組 関東
地区 横浜

雨水ます（横浜市型） 上部側塊　タイプ－２ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190426
地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます　中部側塊 タイプ－１　φ４５０／４４０×４００ ７４ｋｇ／組 関
東地区 横浜

雨水ます（横浜市型） 中部側塊　タイプ－１ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190428
地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます　中部側塊 タイプ－２　φ４５０／４４０×４００ ７４ｋｇ／組 関
東地区 横浜

雨水ます（横浜市型） 中部側塊　タイプ－２ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190430
地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます　底塊 タイプ－１　φ４４０／４３０×３５０ ８８ｋｇ／組 関東地
区 横浜

雨水ます（横浜市型） 底塊　タイプ－１ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190432
地区別コンクリート製ます類 横浜市型 雨水ます　底塊 タイプ－２　φ４４０／４３０×３５０ ８８ｋｇ／組 関東地
区 横浜

雨水ます（横浜市型） 底塊　タイプ－２ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200402 地区別コンクリート製ます類 横浜市型 接続汚水ます タイプ－１　ふた付き　１組 ２２０ｋｇ／組 関東地区 横浜 接続汚水ます（横浜市型） タイプ－１　ふた付き 組 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200404 地区別コンクリート製ます類 横浜市型 接続汚水ます タイプ－２　ふた付き　１組 ５２９ｋｇ／組 関東地区 横浜 接続汚水ます（横浜市型） タイプ－２　ふた付き 組 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200406 地区別コンクリート製ます類 横浜市型 接続汚水ます タイプ－３　ふた付き　１組 ７００ｋｇ／組 関東地区 横浜 接続汚水ます（横浜市型） タイプ－３　ふた付き 組 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105200408 地区別コンクリート製ます類 横浜市型 接続汚水ます タイプ－４　ふた付き　１組 ２０４ｋｇ／組 関東地区 横浜 接続汚水ます（横浜市型） タイプ－４　ふた付き 組 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190410 地区別コンクリート製ます類 横浜市型 接続雨水ます タイプ－７　ふた付き　１組 ２２３ｋｇ／組 関東地区 横浜 接続雨水ます（横浜市型） タイプ－７　ふた付き 組 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190412 地区別コンクリート製ます類 横浜市型 接続雨水ます タイプ－８　ふた付き　１組 ５３４ｋｇ／組 関東地区 横浜 接続雨水ます（横浜市型） タイプ－８　ふた付き 組 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190414 地区別コンクリート製ます類 横浜市型 接続雨水ます タイプ－９　ふた付き　１組 ７０７ｋｇ／組 関東地区 横浜 接続雨水ます（横浜市型） タイプ－９　ふた付き 組 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190416 地区別コンクリート製ます類 横浜市型 接続雨水ます タイプ－１０　ふた付き　１組 ２０８ｋｇ／組 関東地区 横浜 接続雨水ます（横浜市型） タイプ－１０　ふた付き 組 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別コンクリート製ます類 1105191202
地区別コンクリート製ます類 名古屋市型雨水ます 側溝　ますぶた ３４０ｍｍ×３２０ｍｍ×５０ｍｍ １１ｋｇ／個
中部地区 名古屋

雨水ます（名古屋市型） 側溝ますぶた　３４０×３２０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105191206
地区別コンクリート製ます類 名古屋市型雨水ます 雨水　ますぶち １２０ｍｍ×１２０ｍｍ×６００ｍｍ ２６ｋｇ／
個 中部地区 名古屋

雨水ます（名古屋市型） 雨水ますぶち　１２０×１２０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105191208
地区別コンクリート製ます類 名古屋市型雨水ます 雨水　ます境界 １７５ｍｍ×１００ｍｍ×６００ｍｍ ２５ｋｇ／
個 中部地区 名古屋

雨水ます（名古屋市型） 雨水ます境界　１７５×１００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105191210
地区別コンクリート製ます類 名古屋市型雨水ます 雨水　ます境界 １４０ｍｍ×７５ｍｍ×６００ｍｍ １５ｋｇ／個
中部地区 名古屋

雨水ます（名古屋市型） 雨水ます境界　１４０×７５ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105191212
地区別コンクリート製ます類 名古屋市型雨水ます 雨水　ます用側塊 ２２５ｍｍ／２００ｍｍ×３００ｍｍ×４５ｍｍ
２９ｋｇ／個 中部地区 名古屋

雨水ます（名古屋市型） 雨水ます用側塊 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105191214
地区別コンクリート製ます類 名古屋市型雨水ます 雨水　ます用側塊（窓無し） ２２５ｍｍ／２００ｍｍ×３００ｍｍ
×４５ｍｍ ３２ｋｇ／個 中部地区 名古屋

雨水ます（名古屋市型） 雨水ます用側塊　窓無し 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105191216
地区別コンクリート製ます類 名古屋市型雨水ます 雨水　ます用底塊 ３００ｍｍ×６００ｍｍ×４５ｍｍ １０４ｋｇ
／個 中部地区 名古屋

雨水ます（名古屋市型） 雨水ます用底塊　３００×６００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190828 地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます ます本体 Ｈ７００ｍｍ　Ａ型 ５９ｋｇ／個 近畿地区 大阪 雨水ます（大阪市型） ます本体　Ｈ７００ｍｍ　Ａ型 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190830 地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます ます本体 Ｈ７００ｍｍ　Ｂ型 ５４ｋｇ／個 近畿地区 大阪 雨水ます（大阪市型） ます本体　Ｈ７００ｍｍ　Ｂ型 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190832 地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます ます本体 Ｈ７００ｍｍ　Ｃ型 ２６ｋｇ／個 近畿地区 大阪 雨水ます（大阪市型） ます本体　Ｈ７００ｍｍ　Ｃ型 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190834 地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます ます本体 Ｈ７００ｍｍ　Ｄ型 ２９ｋｇ／個 近畿地区 大阪 雨水ます（大阪市型） ます本体　Ｈ７００ｍｍ　Ｄ型 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190836 地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます ます本体 Ｈ７００ｍｍ　Ｇ型 ４６ｋｇ／個 近畿地区 大阪 雨水ます（大阪市型） ます本体　Ｈ７００ｍｍ　Ｇ型 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190804 地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます 継続用 Ｈ２００ｍｍ　Ｅ型 ３３ｋｇ／個 近畿地区 大阪 雨水ます（大阪市型） 継続用　Ｈ２００　Ｅ型 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190806 地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます 継続用 Ｈ１００ｍｍ　Ｆ型 １６ｋｇ／個 近畿地区 大阪 雨水ます（大阪市型） 継続用　Ｈ１００　Ｆ型 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190808 地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます ふた ダクタイル製 近畿地区 大阪 雨水ます（大阪市型） ふた　ダクタイル製 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190810
地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます 一般用〈雨水〉　Ｌ型　縁石 ４５０ｍｍ×６００ｍｍ枠付き　Ｈ９０
ｍｍ 近畿地区 大阪

雨水ます（大阪市型一般用） Ｌ型縁石　４５０×６００Ｈ９０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190812
地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます 一般用〈雨水〉　本体　上部 内径４００ｍｍ×５００ｍｍ　Ｈ１３０
ｍｍ 近畿地区 大阪

雨水ます（大阪市型一般用） 本体上部４００×５００Ｈ１３０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190814
地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます 一般用〈雨水〉　本体　下部 内径４００ｍｍ×５００ｍｍ　Ｈ２５０
ｍｍ 近畿地区 大阪

雨水ます（大阪市型一般用） 本体下部４００×５００Ｈ２５０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別コンクリート製ます類 1105190816
地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます 一般用〈雨水〉　本体　底部 内径４００ｍｍ×５００ｍｍ　Ｈ３５０
ｍｍ 近畿地区 大阪

雨水ます（大阪市型一般用） 本体底部４００×５００Ｈ３５０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105190818
地区別コンクリート製ます類 大阪市型雨水ます 一般用〈雨水〉　ふた ２６０ｍｍ×３２０ｍｍ×２０厚　ＦＣＤ 近
畿地区 大阪

雨水ます（大阪市型一般用） ふた　２６０×３２０×Ｔ２０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105192024 地区別コンクリート製ます類 広島県型幹線型雨水ます 本体・蓋受・グレーチング蓋　一式 中国地区 広島 雨水ます（広島県型幹線型） 本体・蓋受・グレーチング蓋一式 組 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105192026 地区別コンクリート製ます類 広島市幹線型雨水ます 本体・蓋受・グレーチング蓋　一式 中国地区 広島 雨水ます（広島市幹線型） 本体・蓋受・グレーチング蓋一式 組 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105192028 地区別コンクリート製ます類 広島市準幹線型雨水ます 本体・蓋受・グレーチング蓋　一式 中国地区 広島 雨水ます（広島市準幹線型） 本体・蓋受・グレーチング蓋一式 組 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202002 地区別コンクリート製ます類 汚水ます 甲 ３５０ｍｍ×７５０ｍｍ １６１ｋｇ／個 中国地区 広島 汚水ます（広島県型） 甲　３５０×７５０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105202006 地区別コンクリート製ます類 汚水ます 丙１号 ４００ｍｍ×８５０ｍｍ ２０５ｋｇ／個 中国地区 広島 汚水ます（広島県型） 丙１号　４００×８５０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201402
地区別コンクリート製ます類 福岡市型汚水ます 口環　上部 ４５０ｍｍ×７５ｍｍ×１００ｍｍ ３１ｋｇ／個 九州地
区 福岡

汚水ます（福岡市型） 口環上部　４５０×７５ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201404
地区別コンクリート製ます類 福岡市型汚水ます 口環　下部（Ａ） ４５０ｍｍ×７０ｍｍ×１００ｍｍ ２９ｋｇ／個
九州地区 福岡

汚水ます（福岡市型） 口環下部Ａ　４５０×７０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201406
地区別コンクリート製ます類 福岡市型汚水ます 本体　上部（Ｂ） ４５０ｍｍ×２００ｍｍ×１００ｍｍ／５０ｍｍ
５９ｋｇ／個 九州地区 福岡

汚水ます（福岡市型） 本体上部Ｂ　４５０×２００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201408
地区別コンクリート製ます類 福岡市型汚水ます 本体　中部（Ｃ） ４５０ｍｍ×５００ｍｍ×５０ｍｍ ８６ｋｇ／個
九州地区 福岡

汚水ます（福岡市型） 本体中部Ｃ　４５０×５００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201410
地区別コンクリート製ます類 福岡市型汚水ます 本体　底部 ４５０ｍｍ×２００ｍｍ×５０ｍｍ ８２ｋｇ／個 九州地
区 福岡

汚水ます（福岡市型） 本体底部　４５０×２００×５０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105191602
地区別コンクリート製ます類 北九州市型雨水４００用 ふた ４２０ｍｍ×４５０ｍｍ×８０ｍｍ ３２ｋｇ／個 九州地
区 北九州

雨水ます（北九州市型）４００用 ふた　４２０×４５０×８０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105191604
地区別コンクリート製ます類 北九州市型雨水４００用 枠 ６００ｍｍ×５００ｍｍ×２４０ｍｍ／２００ｍｍ ６２ｋ
ｇ／個 九州地区 北九州

雨水ます（北九州市型）４００用 枠　６００×５００×２４０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105191606
地区別コンクリート製ます類 北九州市型雨水４００用 縁石 １００ｍｍ×６００ｍｍ×２４０ｍｍ ３４ｋｇ／個 九州
地区 北九州

雨水ます（北九州市型）４００用 縁石　１００×６００×２４０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105191608
地区別コンクリート製ます類 北九州市型雨水４００用 本体　上部 ４００ｍｍ×３６０ｍｍ×１００ｍｍ ８７ｋｇ／
個 九州地区 北九州

雨水ます（北九州市型）４００用 本体上部４００×３６０×１００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105191610
地区別コンクリート製ます類 北九州市型雨水４００用 本体　下部 ４００ｍｍ×３６０ｍｍ×５０ｍｍ １００ｋｇ／
個 九州地区 北九州

雨水ます（北九州市型）４００用 本体下部　４００×３６０×５０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105191612 地区別コンクリート製ます類 北九州市型雨水４００用 調整枠 Ｈ１００ｍｍ ４８ｋｇ／個 九州地区 北九州 雨水ます（北九州市型）４００用 調整枠　Ｈ１００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別コンクリート製ます類 1105191614 地区別コンクリート製ます類 北九州市型雨水４００用 調整枠 Ｈ２００ｍｍ ９６ｋｇ／個 九州地区 北九州 雨水ます（北九州市型）４００用 調整枠　Ｈ２００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201602
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水１号φ３３０ Ｌ形枠 ４５０ｍｍ×６００ｍｍ×１５５ｍｍ／９０ｍｍ
３３ｋｇ／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）１号 径３３０用　Ｌ形枠 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201604
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水１号φ３３０ ふた ３６０ｍｍ×４１０ｍｍ×３０ｍｍ １５ｋｇ／個 九
州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）１号 径３３０用　ふた 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201606
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水１号φ３３０ 本体　上部 ３３０ｍｍ×２００ｍｍ×７０ｍｍ ３１ｋｇ
／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）１号 径３３０用　本体上部 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201608
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水１号φ３３０ 本体　下部 ３３０ｍｍ×４９５ｍｍ×４０ｍｍ ４９ｋｇ
／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）１号 径３３０用　本体下部 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201610
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水１号φ３３０ インバート ３２０ｍｍ×２２５ｍｍ×４５ｍｍ ３２ｋｇ
／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）１号 径３３０用　インバート 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201612 地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水１号φ３３０ 調整枠 Ｈ１００ｍｍ ２１ｋｇ／個 九州地区 北九州 汚水ます（北九州市型）１号 径３３０用　調整枠Ｈ１００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201614 地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水１号φ３３０ 調整枠 Ｈ２００ｍｍ ４２ｋｇ／個 九州地区 北九州 汚水ます（北九州市型）１号 径３３０用　調整枠Ｈ２００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201603
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水２号φ３３０（Ｔ－１４） ふた ３２０ｍｍ×３５９ｍｍ×２０ｍｍ ９
ｋｇ／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）２号 径３３０用　Ｔ－１４　ふた 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201607
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水２号φ３３０（Ｔ－１４） 受枠 ３３０ｍｍ×４７０ｍｍ×１００ｍｍ
１８ｋｇ／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）２号 径３３０用　Ｔ－１４　受枠 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201620
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水２号φ３３０（Ｔ－１４） 本体　上部 ３３０ｍｍ×２００ｍｍ×７０ｍ
ｍ ３１ｋｇ／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）２号 径３３０用　Ｔ－１４　本体上部 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201622
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水２号φ３３０（Ｔ－１４） 本体　下部 ３３０ｍｍ×４９５ｍｍ×４０ｍ
ｍ ４９ｋｇ／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）２号 径３３０用　Ｔ－１４　本体下部 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201625
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水３号φ５００（Ｔ－２５） ふた ５００ｍｍ×５２８ｍｍ×５５ｍｍ ２
６ｋｇ／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）３号 径５００用　Ｔ－２５　ふた 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201627
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水３号φ５００（Ｔ－２５） 受枠 ５００ｍｍ×６８０ｍｍ×１１０ｍｍ
３１ｋｇ／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）３号 径５００用　Ｔ－２５　受枠 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201630
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水３号φ５００（Ｔ－２５） 本体　上部 ５００ｍｍ×２００ｍｍ×１００
ｍｍ ５９ｋｇ／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）３号 径５００用　Ｔ－２５　本体上部 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201632
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水３号φ５００（Ｔ－２５） 本体　下部 ５００ｍｍ×４００ｍｍ×４０ｍ
ｍ ５８ｋｇ／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）３号 径５００用　Ｔ－２５　本体下部 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201636
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水３号φ５００（Ｔ－２５） 調整枠 Ｈ１００ｍｍ ４５ｋｇ／個 九州地区
北九州

汚水ます（北九州市型）３号 径５００用　調整枠　Ｈ１００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201638
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水３号φ５００（Ｔ－２５） 調整枠 Ｈ２００ｍｍ ９０ｋｇ／個 九州地区
北九州

汚水ます（北九州市型）３号 径５００用　調整枠　Ｈ２００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別コンクリート製ます類 1105201639
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水４号φ７００（Ｔ－２５） ふた　（Ｔ－２５） ６００ｍｍ×６３４ｍｍ
×５６ｍｍ ４３ｋｇ／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）４号 径７００用　Ｔ－２５　ふた 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201641
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水４号φ７００（Ｔ－２５） ふた　（Ｔ－１４） ６００ｍｍ×６３４ｍｍ
×４８ｍｍ ３３ｋｇ／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）４号 径７００用　Ｔ－１４　ふた 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201656
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水４号φ７００（Ｔ－２５） 受枠 ６００ｍｍ×８２０ｍｍ×１１０ｍｍ
４７ｋｇ／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）４号 径７００用　Ｔ－２５　受枠 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201644
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水４号φ７００（Ｔ－２５） 本体　上部 ７００ｍｍ×２００ｍｍ×１５０
ｍｍ（インサート付き） １５７ｋｇ／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）４号 径７００用　Ｔ－２５　本体上部 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201646
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水４号φ７００（Ｔ－２５） 本体　下部 ７００ｍｍ×５００ｍｍ×５０ｍ
ｍ １６１ｋｇ／個 九州地区 北九州

汚水ます（北九州市型）４号 径７００用　Ｔ－２５　本体下部 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201650
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水４号φ７００（Ｔ－２５） 調整枠 Ｈ２００ｍｍ ９６ｋｇ／個 九州地区
北九州

汚水ます（北九州市型）４号 径７００用　調整枠　Ｈ２００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201652
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水４号φ７００（Ｔ－２５） 調整枠 Ｈ２５０ｍｍ １０９ｋｇ／個 九州地
区 北九州

汚水ます（北九州市型）４号 径７００用　調整枠　Ｈ２５０ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別コンクリート製ます類 1105201654
地区別コンクリート製ます類 北九州市型汚水４号φ７００（Ｔ－２５） 調整枠 Ｈ５００ｍｍ １８０ｋｇ／個 九州地
区 北九州

汚水ます（北九州市型）４号 径７００用　調整枠　Ｈ５００ 個 271 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105160370 エクステリアコンクリート平板 カラー平板 研磨平板 ３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ １２ｋｇ／枚 舗道用カラー平板 ３０×３０×６ｃｍ　研磨 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105160380 エクステリアコンクリート平板 カラー平板 研磨平板 ４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ ２２ｋｇ／枚 舗道用カラー平板 ４０×４０×６ｃｍ　研磨 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105160390 エクステリアコンクリート平板 カラー平板 未研磨平板 ３０ｃｍ×３０ｃｍ×３ｃｍ ６ｋｇ／枚 舗道用カラー平板 ３０×３０×３ｃｍ　未研磨 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105160400 エクステリアコンクリート平板 カラー平板 未研磨平板 ３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ １２ｋｇ／枚 舗道用カラー平板 ３０×３０×６ｃｍ　未研磨 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105160410 エクステリアコンクリート平板 カラー平板 未研磨平板 ４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ ２２ｋｇ／枚 舗道用カラー平板 ４０×４０×６ｃｍ　未研磨 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105160420 エクステリアコンクリート平板 カラー平板 透水性平板 ３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ １２ｋｇ／枚 舗道用カラー平板 ３０×３０×６ｃｍ　透水性 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105160450
エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出平板（白ミカゲ，金華，鹿島，蛇文） ３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ １２ｋ
ｇ／枚

舗道用平板　洗出平板 ３０×３０×６ｃｍ 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105160460
エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出平板（白ミカゲ，金華，鹿島，蛇文） ４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ ２２ｋ
ｇ／枚

舗道用平板　洗出平板 ４０×４０×６ｃｍ 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105160495
エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出平板（白ミカゲ，金華，鹿島，蛇文） ５０ｃｍ×５０ｃｍ×６ｃｍ ３４ｋ
ｇ／枚

舗道用平板　洗出平板 ５０×５０×６ｃｍ 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105160480
エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出平板（白ミカゲ，金華，鹿島，蛇文） ３０ｃｍ×６０ｃｍ×６ｃｍ ２５ｋ
ｇ／枚

舗道用平板　洗出平板 ３０×６０×６ｃｍ 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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エクステリアコンクリート平板 1105011405 エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出縁石 地先Ａ（１面） ２１ｋｇ／枚 洗出縁石 地先Ａ　１面 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105011415 エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出縁石 地先Ｃ（１面） ３２ｋｇ／枚 洗出縁石 地先Ｃ　１面 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105011435 エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出縁石 歩車道　Ａ ４４ｋｇ／枚 洗出縁石 歩車道Ａ 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105011440 エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出縁石 歩車道　Ｂ ６６ｋｇ／枚 洗出縁石 歩車道Ｂ 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105160500 エクステリアコンクリート平板 洗出 洗出皿型 ４０×６０×１１ｃｍ（基本） ５０ｋｇ／枚 舗道用平板　洗出皿型 ４０×６０×１１ｃｍ　基本 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105160540 エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石平板 ３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ １２ｋｇ／枚 舗道用平板　擬石平板 ３０×３０×６ｃｍ 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105160550 エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石平板 ４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ ２２ｋｇ／枚 舗道用平板　擬石平板 ４０×４０×６ｃｍ 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105160575 エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石平板 ５０ｃｍ×５０ｃｍ×６ｃｍ ３４ｋｇ／枚 舗道用平板　擬石平板 ５０×５０×６ｃｍ 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105160570 エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石平板 ３０ｃｍ×６０ｃｍ×６ｃｍ ２５ｋｇ／枚 舗道用平板　擬石平板 ３０×６０×６ｃｍ 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105011605 エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石縁石 地先Ａ（１面） ２１ｋｇ／枚 擬石縁石 地先Ａ　１面 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105011615 エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石縁石 地先Ｃ（１面） ３２ｋｇ／枚 擬石縁石 地先Ｃ　１面 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105011635 エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石縁石 歩車道　Ａ ４４ｋｇ／枚 擬石縁石 歩車道Ａ 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105011645 エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石縁石 歩車道　Ｂ ６６ｋｇ／枚 擬石縁石 歩車道Ｂ 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

エクステリアコンクリート平板 1105160580 エクステリアコンクリート平板 擬石 擬石皿型 ４０×６０×１１ｃｍ（基本） ５０ｋｇ／枚 舗道用平板　擬石皿型 ４０×６０×１１ｃｍ　基本 枚 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

ブロック舗装端部拘束材―ブランド品― 1105220006 ブロック舗装端部拘束材 ペイブエッジ（スパイク含む） 直線（リジットタイプ） 上田商会 ブロック舗装端部拘束材 ペイブエッジ　直線・リジット ｍ 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

ブロック舗装端部拘束材―ブランド品― 1105220008 ブロック舗装端部拘束材 ペイブエッジ（スパイク含む） 曲線（フレックスタイプ） 上田商会 ブロック舗装端部拘束材 ペイブエッジ　曲線・フレックス ｍ 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

舗装用植生ブロック―ブランド品― 1105240022 舗装用植生ブロック ＴＰＧＳ 厚８ｃｍ 太平洋プレコン工業 舗装用植生ブロック ＴＰＧＳ　Ｔ８ｃｍ ｍ２ 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

舗装用植生ブロック―ブランド品― 1105240024 舗装用植生ブロック グラス・ハイブリックボーダー 厚８ｃｍ 東洋工業 舗装用植生ブロック グラスハイブリックボーダーＴ８ ｍ２ 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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舗装用植生ブロック―ブランド品― 1105240010 舗装用植生ブロック グラス・ハイブリック１ 厚１０ｃｍ 東洋工業 舗装用植生ブロック グラス・ハイブリック１　Ｔ１０ ｍ２ 272 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック 1105180050 インターロッキングブロック インターロッキングブロック 標準品　厚６ｃｍ インターロッキングブロック 標準品　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック 1105180010 インターロッキングブロック インターロッキングブロック 標準品　厚８ｃｍ インターロッキングブロック 標準品　Ｔ８ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック 1105180185 インターロッキングブロック インターロッキングブロック 透水性　厚６ｃｍ インターロッキングブロック 透水性　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック 1105180180 インターロッキングブロック インターロッキングブロック 透水性　厚８ｃｍ インターロッキングブロック 透水性　Ｔ８ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック 1105180190 インターロッキングブロック 視覚障害者用（点状・線状） 厚６ｃｍ インターロッキングブロック 視覚障害者用　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック 1105180195 インターロッキングブロック 視覚障害者用（点状・線状） 厚８ｃｍ インターロッキングブロック 視覚障害者用　Ｔ８ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180860 インターロッキングブロック 弥生（波型）ＯＷＹ－６０ 厚６ｃｍ　保水性 荒木産業 インターロッキングブロック 弥生波型ＯＷＹ－６０　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180920 インターロッキングブロック アースクルー２５ 厚６ｃｍ　遮熱低熱・透水性 イワタ インターロッキングブロック アースクルー２５　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180200 インターロッキングブロック アスカ 厚８ｃｍ イワタ インターロッキングブロック アスカ　Ｔ８ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180840 インターロッキングブロック エコクレア カルマ 厚６ｃｍ　透水性 イワタ インターロッキングブロック エコクレアカルマ　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180830 インターロッキングブロック エコクレア ナチュラ 厚６ｃｍ　透水性 イワタ インターロッキングブロック エコクレアナチュラ　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180850 インターロッキングブロック エコクレア パルテ 厚６ｃｍ　透水性 イワタ インターロッキングブロック エコクレアパルテ　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180382 インターロッキングブロック オーシャンエコ・クール（擬石） 厚８ｃｍ　保水性 太平洋プレコン工業 インターロッキングブロック オーシャンエコ・クールＴ８ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180930 インターロッキングブロック オーシャンスリット 厚６ｃｍ　透水性 太平洋プレコン工業 インターロッキングブロック オーシャンスリット　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180384 インターロッキングブロック グランパムストーン（研磨） 厚８ｃｍ　透水性 太平洋プレコン工業 インターロッキングブロック グランパムストーン　Ｔ８ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180870 インターロッキングブロック 遮熱ＩＬＢ 厚６ｃｍ　遮熱再帰反射 太平洋プレコン工業 インターロッキングブロック 遮熱ＩＬＢ　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180880 インターロッキングブロック 遮熱ＩＬＢ 厚８ｃｍ　遮熱再帰反射 太平洋プレコン工業 インターロッキングブロック 遮熱ＩＬＢ　Ｔ８ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180070 インターロッキングブロック セレクト Ｇシリーズ 厚８ｃｍ　Ｎタイプ 太平洋プレコン工業 インターロッキングブロック セレクトＧシリーズ　Ｔ８ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180080 インターロッキングブロック セレクト Ｋシリーズ 厚８ｃｍ　Ｎタイプ 太平洋プレコン工業 インターロッキングブロック セレクトＫシリーズ　Ｔ８ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180320 インターロッキングブロック タマパーム ＧＳ，ＩＳシリーズ 厚６ｃｍ 太平洋プレコン工業 インターロッキングブロック タマパームＧＳ・ＩＳシリーズ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180310 インターロッキングブロック タマパーム Ｍシリーズ 厚６ｃｍ 太平洋プレコン工業 インターロッキングブロック タマパームＭシリーズ　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180820 インターロッキングブロック アクリナペイブ フラット 厚６ｃｍ　透水性 東洋工業 インターロッキングブロック アクリナペイブフラット　Ｔ６ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180810 インターロッキングブロック アクリナペイブ ＵＤ 厚６ｃｍ　透水性 東洋工業 インターロッキングブロック アクリナペイブＵＤ　Ｔ６ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180802 インターロッキングブロック ワンユニオンペイブ ＫＩ 厚６ｃｍ　透水性・凹凸ジョイント 東洋工業 インターロッキングブロック ワンユニオンペイブＫＩ　Ｔ６ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180730 インターロッキングブロック エコロアクア ＦＳ 厚６ｃｍ　透水性 日本興業 インターロッキングブロック エコロアクアＦＳ　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180126 インターロッキングブロック エコロアクア ＳＡＺＡＲＥ 厚６ｃｍ　透水性・研磨 日本興業 インターロッキングブロック エコロアクアＳＡＺＡＲＥ　Ｔ６ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180630 インターロッキングブロック バリアフリーペイブ 厚６ｃｍ　凸凹ジョイント 日本興業 インターロッキングブロック バリアフリーペイブ　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180640 インターロッキングブロック バリアフリーペイブ （透水タイプ） 厚６ｃｍ　凸凹ジョイント 日本興業 インターロッキングブロック バリアフリーペイブ透水Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180910 インターロッキングブロック バリアフリーペイブ ＬＳ（遮熱，透水タイプ） 厚６ｃｍ　凸凹ジョイント 日本興業 インターロッキングブロック バリアフリーペイブＬＳ　Ｔ６ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180720 インターロッキングブロック ペイブロック サンク 厚６ｃｍ 日本興業 インターロッキングブロック ペイブロックサンク　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180115 インターロッキングブロック ペイブロック フェブ 厚６ｃｍ 日本興業 インターロッキングブロック ペイブロックフェブ　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180890 インターロッキングブロック ランドサーマスエコロアクア （ノンショット） 厚６ｃｍ　遮熱・透水性 日本興業 インターロッキングブロック ランドサーマスエコロアクア磨無 ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180900 インターロッキングブロック ランドサーマスエコロアクア （ショット） 厚６ｃｍ　遮熱・透水性 日本興業 インターロッキングブロック ランドサーマスエコロアクア磨有 ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180782 インターロッキングブロック セーフティペイブ 厚６ｃｍ　透水性 ユニソン インターロッキングブロック セーフティペイブ　Ｔ６ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180784 インターロッキングブロック セーフティペイブ 厚８ｃｍ　透水性 ユニソン インターロッキングブロック セーフティペイブ　Ｔ８ｃｍ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品
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インターロッキングブロック―ブランド品― 1105180470 インターロッキングブロック サンワ・リノシリーズＮ型 厚６ｃｍ 三和コンクリート インターロッキングブロック サンワ・リノシリーズＮ型　Ｔ６ ｍ２ 273 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011786
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ２００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高４４
ｍｍ ２６．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ２５ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011592
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ２００用　横 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３８ｍｍ
２３．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝　Ｔ２０ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011594
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ２００用　側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高４４ｍｍ
２６．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 側溝　Ｔ２０ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011596
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ２００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２
ｍｍ ２１．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ１４ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011598
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ２００用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ
２１．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝　Ｔ６ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011600
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ２００用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ
１８．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 側溝　Ｔ６ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011602
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ２００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍ
ｍ １８．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011790
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ２５０用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高５０ｍｍ
３５．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝　Ｔ２５ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011792
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ２５０用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高４４ｍｍ
２９．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 側溝　Ｔ２５ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011604
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ２５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高４４
ｍｍ ２９．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝・側溝Ｔ２０ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011606
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ２５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３８
ｍｍ ２５．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝・側溝　Ｔ１４ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011608
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ２５０用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３８ｍｍ
２５．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝　Ｔ６ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011610
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ２５０用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３２ｍｍ
２２．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 側溝　Ｔ６ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011612
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ２５０用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高２５ｍ
ｍ １９．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝・側溝　Ｔ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011794
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ３００用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５５ｍｍ
４１．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝　Ｔ２５ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011796
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ３００用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５０ｍｍ
３８．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 側溝　Ｔ２５ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011614
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ３００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５０
ｍｍ ３８．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝・側溝　Ｔ２０ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011616
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ３００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４
ｍｍ ３１．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝・側溝　Ｔ１４ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011618
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ３００用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ
３１．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝　Ｔ６ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011620
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ３００用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３８ｍｍ
２８．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 側溝　Ｔ６ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011622
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ３００用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３２ｍｍ
２４．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝　Ｔ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011624
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ３００用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高２５ｍｍ
２１．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 側溝　Ｔ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011798
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ３５０用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高６０ｍｍ
４８．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝　Ｔ２５ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011800
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ３５０用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５５ｍｍ
４４．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 側溝　Ｔ２５ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011626
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ３５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５５
ｍｍ ４４．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝・側溝　Ｔ２０ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011628
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ３５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５０
ｍｍ ４１．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝・側溝　Ｔ１４ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011630
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ３５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高４４ｍ
ｍ ３３．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝・側溝　Ｔ６ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011632
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ３５０用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高３２ｍｍ
２６．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝　Ｔ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011633
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ３５０用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高２５ｍｍ
２２．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 側溝　Ｔ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011802
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ４００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高６５
ｍｍ ５４．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝・側溝　Ｔ２５ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011634
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ４００用　横 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高６０ｍｍ
５２．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝　Ｔ２０ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011636
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ４００用　側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５５ｍｍ
４８．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 側溝　Ｔ２０ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011638
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ４００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０
ｍｍ ４４．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝・側溝　Ｔ１４ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011640
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ４００用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ
４４．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝　Ｔ６ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011642
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ４００用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高４４ｍｍ
３６．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 側溝　Ｔ６ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011644
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ４００用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３８ｍｍ
３２．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝　Ｔ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011646
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ４００用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３２ｍｍ
２８．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 側溝　Ｔ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011806
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高７５
ｍｍ ６６．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ２５ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011648
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高６５
ｍｍ ５８．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ２０ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011650
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５５
ｍｍ ５１．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ１４ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011652
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５０ｍ
ｍ ４８．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ６ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011654
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ４５０用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高３８ｍｍ
３４．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝　Ｔ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011656
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ４５０用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高３２ｍｍ
３０．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 側溝　Ｔ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011808
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５００用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ
７１．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝　Ｔ２５ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011809
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５００用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高８０ｍｍ
７７．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 側溝　Ｔ２５ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011658
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５００用　横 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高６５ｍｍ
６２．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝　Ｔ２０ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011660
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５００用　側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ
７１．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 側溝　Ｔ２０ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011662
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５００用　横 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５５ｍｍ
５５．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝　Ｔ１４ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011664
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５００用　側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高６０ｍｍ
５９．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 側溝　Ｔ１４ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011666
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５００用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５５ｍｍ
５５．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝　Ｔ６ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011668
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５００用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ
５１．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 側溝　Ｔ６ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011670
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５００用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高４４ｍｍ
４１．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝　Ｔ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011671
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５００用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高３２ｍｍ
３２．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 側溝　Ｔ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011892
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５５０用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高８０ｍｍ
８１．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝　Ｔ２５ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011894
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５５０用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高９０ｍｍ
９０．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 側溝　Ｔ２５ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011672
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高７５
ｍｍ ７６．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝・側溝　Ｔ２０ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011674
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５５０用　横 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高６０ｍｍ
６３．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝　Ｔ１４ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011676
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５５０用　側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高６５ｍｍ
６６．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 側溝　Ｔ１４ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011678
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５５０用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５５ｍｍ
５８．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝　Ｔ６ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011778
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５５０用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５０ｍｍ
５４．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 側溝　Ｔ６ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011780
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５５０用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高４４ｍｍ
４３．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝　Ｔ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011810
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ５５０用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高３２ｍｍ
３４．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 側溝　Ｔ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011811
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ６００用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高９０ｍｍ
９６．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝　Ｔ２５ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011896
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ６００用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高１００ｍ
ｍ １０５．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 側溝　Ｔ２５ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011680
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ６００用　横 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高７５ｍｍ
８０．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝　Ｔ２０ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011681
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ６００用　側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高９０ｍｍ
９６．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 側溝　Ｔ２０ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011682
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ６００用　横 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高６５ｍｍ
７１．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝　Ｔ１４ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011684
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ６００用　側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高７５ｍｍ
８０．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 側溝　Ｔ１４ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011686
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ６００用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高６０ｍｍ
６７．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝　Ｔ６ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011688
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ６００用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５５ｍｍ
６１．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 側溝　Ｔ６ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011782
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ６００用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高４４ｍｍ
４６．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝　Ｔ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011784
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用 ６００用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高３８ｍｍ
４０．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 側溝　Ｔ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011718
鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 ２００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高１９ｍｍ １
２．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 歩道用　５ｋＮ／ｍ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011720
鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 ２５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高１９ｍｍ １
３．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 歩道用　５ｋＮ／ｍ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011722
鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高１９ｍｍ １
４．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 歩道用　５ｋＮ／ｍ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011724
鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 ３５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高１９ｍｍ １
５．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 歩道用　５ｋＮ／ｍ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011726
鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 ４００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高１９ｍｍ １
６．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 歩道用　５ｋＮ／ｍ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011728
鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 ４５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高１９ｍｍ １
７．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 歩道用　５ｋＮ／ｍ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011730
鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用 ５００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高１９ｍｍ １
８．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 歩道用　５ｋＮ／ｍ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011732
鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用細目 ２００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅３００ｍｍ×高１９ｍｍ
１８．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 歩道用細目　５ｋＮ／ｍ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011734
鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用細目 ２５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高１９ｍｍ
２０．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 歩道用細目　５ｋＮ／ｍ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011736
鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用細目 ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅４００ｍｍ×高１９ｍｍ
２２．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 歩道用細目　５ｋＮ／ｍ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011738
鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用細目 ３５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高１９ｍｍ
２４．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 歩道用細目　５ｋＮ／ｍ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011740
鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用細目 ４００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅５００ｍｍ×高１９ｍｍ
２５．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 歩道用細目　５ｋＮ／ｍ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011742
鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用細目 ４５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高１９ｍｍ
２７．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 歩道用細目　５ｋＮ／ｍ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115011744
鋼製グレーチング（溝ぶた） 歩道用細目 ５００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅６００ｍｍ×高１９ｍｍ
２９．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 歩道用細目　５ｋＮ／ｍ２ 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011812
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ２００用
荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高５０ｍｍ ３７．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ２５　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011692
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ２００用
荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高４４ｍｍ ３１．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ２０　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011690
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ２００用
荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３８ｍｍ ２９．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ１４　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011814
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ２５０用
荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高５５ｍｍ ４２．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ２５　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011696
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ２５０用
荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高５０ｍｍ ４０．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ２０　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011694
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ２５０用
荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高４４ｍｍ ３４．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ１４　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011816
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用
荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高６０ｍｍ ４９．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ２５　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011700
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用
荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５５ｍｍ ４６．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ２０　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011698
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用
荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５０ｍｍ ４３．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ１４　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011818
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３５０用
荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高６５ｍｍ ５６．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ２５　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011704
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３５０用
荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高６０ｍｍ ５３．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ２０　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011702
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３５０用
荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５０ｍｍ ４６．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ１４　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011820
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用
荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高７５ｍｍ ６６．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ２５　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011708
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用
荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高６５ｍｍ ６０．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ２０　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011706
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用
荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５５ｍｍ ５３．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ１４　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011822
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４５０用
荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高７５ｍｍ ７１．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ２５　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011712
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４５０用
荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高７５ｍｍ ７１．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ２０　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011710
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４５０用
荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５５ｍｍ ５６．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ１４　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011716
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用
荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ ７６．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ２０　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115011714
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用
荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高６５ｍｍ ６８．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ１４　一般用 組 274 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011834
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３０
０ｍｍ×高４４ｍｍ ２６．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ２５　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011836
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２００用　横 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３００ｍ
ｍ×高３８ｍｍ ２４．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝　Ｔ２０　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011838
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２００用　側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３００ｍ
ｍ×高４４ｍｍ ２６．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 側溝　Ｔ２０　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017044
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３０
０ｍｍ×高３２ｍｍ ２１．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017046
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２００用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ
×高３２ｍｍ ２１．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝　Ｔ６　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017048
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２００用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ
×高２５ｍｍ １８．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 側溝　Ｔ６　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017050
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３００
ｍｍ×高２５ｍｍ １８．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ２　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011840
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２５０用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍ
ｍ×高５０ｍｍ ３５．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝　Ｔ２５　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011841
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２５０用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍ
ｍ×高４４ｍｍ ２９．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 側溝　Ｔ２５　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011891
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３５
０ｍｍ×高４４ｍｍ ２９．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝・側溝　Ｔ２０　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011842
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３５
０ｍｍ×高３８ｍｍ ２６．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011843
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２５０用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ
×高３８ｍｍ ２６．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝　Ｔ６　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011844
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２５０用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ
×高３２ｍｍ ２３．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 側溝　Ｔ６　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017052
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ２５０用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３５０
ｍｍ×高２５ｍｍ １９．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝・側溝　Ｔ２　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011824
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ３００用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍ
ｍ×高５５ｍｍ ４１．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝　Ｔ２５　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011825
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ３００用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍ
ｍ×高５０ｍｍ ３９．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 側溝　Ｔ２５　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011746
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ３００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４０
０ｍｍ×高５０ｍｍ ３９．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝・側溝　Ｔ２０　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011748
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ３００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４０
０ｍｍ×高４４ｍｍ ３１．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011749
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ３００用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ
×高４４ｍｍ ３１．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝　Ｔ６　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011750
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ３００用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ
×高３８ｍｍ ２８．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 側溝　Ｔ６　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017054
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ３００用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ
×高３２ｍｍ ２５．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝　Ｔ２　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011752
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ３００用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ
×高２５ｍｍ ２１．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 側溝　Ｔ２　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011826
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ３５０用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍ
ｍ×高６０ｍｍ ４９．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝　Ｔ２５　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011827
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ３５０用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍ
ｍ×高５５ｍｍ ４５．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 側溝　Ｔ２５　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011754
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ３５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４５
０ｍｍ×高５５ｍｍ ４５．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝・側溝　Ｔ２０　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011756
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ３５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４５
０ｍｍ×高５０ｍｍ ４２．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011758
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ３５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４５０
ｍｍ×高４４ｍｍ ３４．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝・側溝　Ｔ６　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017056
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ３５０用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ
×高３２ｍｍ ２７．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝　Ｔ２　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011760
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ３５０用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ
×高２５ｍｍ ２２．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 側溝　Ｔ２　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011828
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ４００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５０
０ｍｍ×高６５ｍｍ ５５．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝・側溝　Ｔ２５　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011829
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ４００用　横 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５００ｍ
ｍ×高６０ｍｍ ５３．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝　Ｔ２０　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011762
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ４００用　側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５００ｍ
ｍ×高５５ｍｍ ４８．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 側溝　Ｔ２０　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011764
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ４００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５０
０ｍｍ×高５０ｍｍ ４５．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011765
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ４００用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ
×高５０ｍｍ ４５．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝　Ｔ６　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011766
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ４００用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ
×高４４ｍｍ ３６．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 側溝　Ｔ６　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017058
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ４００用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ
×高３８ｍｍ ３２．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝　Ｔ２　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011768
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ４００用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ
×高３２ｍｍ ２８．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 側溝　Ｔ２　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011846
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５５
０ｍｍ×高７５ｍｍ ６７．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ２５　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011848
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５５
０ｍｍ×高６５ｍｍ ５９．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ２０　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011850
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５５
０ｍｍ×高５５ｍｍ ５２．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ１４　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011852
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５５０
ｍｍ×高５０ｍｍ ４８．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ６　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017060
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ４５０用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ
×高３８ｍｍ ３５．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝　Ｔ２　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115011854
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ４５０用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ
×高３２ｍｍ ３０．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 側溝　Ｔ２　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017064
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５００用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６００ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ７２．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝　Ｔ２５　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017062
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５００用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６００ｍ
ｍ×高８０ｍｍ ７７．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 側溝　Ｔ２５　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017068
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５００用　横 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６００ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ６３．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝　Ｔ２０　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017066
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５００用　側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６００ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ７２．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 側溝　Ｔ２０　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017072
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５００用　横 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６００ｍ
ｍ×高５５ｍｍ ５５．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝　Ｔ１４　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017070
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５００用　側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６００ｍ
ｍ×高６０ｍｍ ６０．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 側溝　Ｔ１４　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017076
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５００用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ
×高５５ｍｍ ５５．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝　Ｔ６　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017074
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５００用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ
×高５０ｍｍ ５２．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 側溝　Ｔ６　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017080
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５００用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ
×高４４ｍｍ ４１．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝　Ｔ２　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017078
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５００用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ
×高３２ｍｍ ３２．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 側溝　Ｔ２　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017084
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５５０用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍ
ｍ×高８０ｍｍ ８１．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝　Ｔ２５　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017082
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５５０用　側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍ
ｍ×高９０ｍｍ ８９．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 側溝　Ｔ２５　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017086
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６５
０ｍｍ×高７５ｍｍ ７６．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝・側溝　Ｔ２０　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017090
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５５０用　横 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍ
ｍ×高６０ｍｍ ６４．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝　Ｔ１４　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017088
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５５０用　側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ６７．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 側溝　Ｔ１４　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017094
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５５０用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ
×高５５ｍｍ ５９．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝　Ｔ６　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017092
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５５０用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ
×高５０ｍｍ ５５．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 側溝　Ｔ６　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017098
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５５０用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ
×高４４ｍｍ ４４．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝　Ｔ２　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017096
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ５５０用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ
×高３２ｍｍ ３４．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 側溝　Ｔ２　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017100
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ６００用　横 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅７００ｍ
ｍ×高９０ｍｍ ９５．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝　Ｔ２５　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017104
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ６００用　横 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅７００ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ８１．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝　Ｔ２０　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017102
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ６００用　側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅７００ｍ
ｍ×高９０ｍｍ ９５．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 側溝　Ｔ２０　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017108
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ６００用　横 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅７００ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ７２．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝　Ｔ１４　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017106
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ６００用　側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅７００ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ８１．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 側溝　Ｔ１４　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017112
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ６００用　横 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ
×高６０ｍｍ ６８．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝　Ｔ６　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017110
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ６００用　側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ
×高５５ｍｍ ６２．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 側溝　Ｔ６　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017116
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ６００用　横 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ
×高４４ｍｍ ４６．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝　Ｔ２　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017114
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用 ６００用　側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ
×高３８ｍｍ ４１．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 側溝　Ｔ２　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017194
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ２００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅３００ｍ
ｍ×高２５ｍｍ ２６．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　歩道用細目 ２００用　５ｋＮ／ｍ２滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017196
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ２５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍ
ｍ×高２５ｍｍ ２８．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　歩道用細目 ２５０用　５ｋＮ／ｍ２滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115014314
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅４００ｍ
ｍ×高２５ｍｍ ３１．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　歩道用細目 ３００用　５ｋＮ／ｍ２滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115014316
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ３５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍ
ｍ×高２５ｍｍ ３４．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　歩道用細目 ３５０用　５ｋＮ／ｍ２滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115014318
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ４００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅５００ｍ
ｍ×高２５ｍｍ ３７．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　歩道用細目 ４００用　５ｋＮ／ｍ２滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017206
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ２００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高５０ｍｍ ３７．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ２５　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017208
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ２００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高４４ｍｍ ３２．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ２０　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017210
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ２００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３８ｍｍ ２９．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ１４　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011856
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ２５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高５５ｍｍ ４３．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ２５　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011858
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ２５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高５０ｍｍ ４０．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ２０　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011860
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ２５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高４４ｍｍ ３４．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ１４　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011862
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高６０ｍｍ ５０．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ２５　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011864
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５５ｍｍ ４６．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ２０　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011866
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５０ｍｍ ４４．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ１４　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011868
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ３５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高６５ｍｍ ５６．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ２５　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011870
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ３５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高６０ｍｍ ５３．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ２０　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011872
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ３５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５０ｍｍ ４７．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ１４　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011874
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高７５ｍｍ ６７．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ２５　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011876
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高６５ｍｍ ６０．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ２０　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011878
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５５ｍｍ ５３．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ１４　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011880
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ４５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高７５ｍｍ ７２．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ２５　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011882
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ４５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高７５ｍｍ ７２．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ２０　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011884
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ４５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５５ｍｍ ５７．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ１４　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017212
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ ７６．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ２０　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017214
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用） ５００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高６５ｍｍ ６９．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ１４　一般用　滑止 組 275 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012460
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－２５　２８９ｍｍ×５００ｍｍ×高５５ｍｍ
１７．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×４００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012301
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－２０　２８９ｍｍ×５００ｍｍ×高５０ｍｍ
１６．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×４００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012300
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　３０５ｍｍ×５００ｍｍ×高４４
ｍｍ １４．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×４００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012465
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×５００ｍｍ×高５５ｍｍ
２２．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×４００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012305
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×５００ｍｍ×高５０ｍｍ
２１．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×４００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012310
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×５００ｍｍ×高４４
ｍｍ １７．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×４００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012470
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×６００ｍｍ×高６５ｍｍ
３０．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×５００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012315
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×６００ｍｍ×高５５ｍｍ
２６．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×５００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012320
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×６００ｍｍ×高５０
ｍｍ ２４．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×５００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012475
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×６００ｍｍ×高６５ｍｍ
３６．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×５００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012325
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×６００ｍｍ×高５５ｍｍ
３１．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×５００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012330
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　５０１ｍｍ×６００ｍｍ×高５０
ｍｍ ２９．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×５００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018362
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－２５　２８９ｍｍ×４８８ｍｍ×高５５ｍｍ
２０．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×４００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018364
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－２０　２８９ｍｍ×４８８ｍｍ×高５０ｍｍ
１８．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×４００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012335
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　２７５ｍｍ×４８８ｍｍ×高４４
ｍｍ １５．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×４００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012480
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×４８８ｍｍ×高５５ｍｍ
２５．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×４００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012340
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×４８８ｍｍ×高５０ｍｍ
２３．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×４００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012345
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×４８８ｍｍ×高４４
ｍｍ １９．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×４００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012485
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×５８８ｍｍ×高６５ｍｍ
３３．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×５００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012350
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×５８８ｍｍ×高５５ｍｍ
２９．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×５００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012355
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×５８８ｍｍ×高５０
ｍｍ ２７．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×５００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012490
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×５８８ｍｍ×高６５ｍｍ
４０．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×５００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012360
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×５８８ｍｍ×高５５ｍｍ
３４．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×５００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012365
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　５０１ｍｍ×５８８ｍｍ×高５０
ｍｍ ３２．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×５００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012495
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×５０
０ｍｍ×高５５ｍｍ ２９．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ４００×４００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012370
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×５０
０ｍｍ×高５０ｍｍ ２７．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ４００×４００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012375
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　５１５ｍｍ×
５１５ｍｍ×高４４ｍｍ ２４．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ４００×４００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012500
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２５　５３７ｍｍ×５５
０ｍｍ×高６０ｍｍ ３６．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ４５０×４５０用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012380
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２０　５３７ｍｍ×５５
０ｍｍ×高５５ｍｍ ３４．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ４５０×４５０用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012385
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－１４・６　５３７ｍｍ×
５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ３１．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ４５０×４５０用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012505
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２５　６０７ｍｍ×６０
７ｍｍ×高６５ｍｍ ４６．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ５００×５００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012390
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２０　６０７ｍｍ×６０
７ｍｍ×高５５ｍｍ ４１．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ５００×５００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012395
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　６０７ｍｍ×
６０７ｍｍ×高５０ｍｍ ３８．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ５００×５００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012510
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２５　７１３ｍｍ×７１
３ｍｍ×高７５ｍｍ ６８．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ６００×６００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012420
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２０　７１３ｍｍ×７１
３ｍｍ×高６５ｍｍ ６０．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ６００×６００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012425
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　７１３ｍｍ×
７１３ｍｍ×高５５ｍｍ ５３．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ６００×６００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018496
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－２５　３９３ｍｍ×
４００ｍｍ×高３８ｍｍ １９．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ３００×３００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018498
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－２０　３９３ｍｍ×
４００ｍｍ×高３８ｍｍ １９．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ３００×３００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018500
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－１４・６　３９３ｍ
ｍ×４００ｍｍ×高３２ｍｍ １７．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ３００×３００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012516
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　５１５ｍｍ×
５１５ｍｍ×高４４ｍｍ ３５．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ４００×４００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012430
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　５１５ｍｍ×
５１５ｍｍ×高３８ｍｍ ３１．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ４００×４００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012435
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　５０６ｍ
ｍ×５１５ｍｍ×高３８ｍｍ ２９．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ４００×４００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012520
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２５　５４５ｍｍ×
５５０ｍｍ×高４４ｍｍ ３９．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ４５０×４５０用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012441
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２０　５４５ｍｍ×
５５０ｍｍ×高４４ｍｍ ３９．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ４５０×４５０用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012445
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－１４・６　５４４ｍ
ｍ×５５０ｍｍ×高３８ｍｍ ３３．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ４５０×４５０用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012526
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２５　６０６ｍｍ×
６１０ｍｍ×高５０ｍｍ ６５．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ５００×５００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012450
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２０　６０５ｍｍ×
６０５ｍｍ×高４４ｍｍ ４６．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ５００×５００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115012455
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　６０５ｍ
ｍ×６０５ｍｍ×高３８ｍｍ ４１．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ５００×５００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018510
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２５　７１１ｍｍ×
７１５ｍｍ×高５０ｍｍ ８６．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ６００×６００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018512
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２０　７１１ｍｍ×
７１５ｍｍ×高５０ｍｍ ８６．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ６００×６００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018514
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　６９５ｍ
ｍ×７００ｍｍ×高４４ｍｍ ５９．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ６００×６００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019352
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ３００×３００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×４００ｍｍ
×高５０ｍｍ ２０．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ３００×３００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019354
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ３００×３００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×４００ｍｍ
×高４４ｍｍ １７．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ３００×３００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019356
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ３００×３００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×４００
ｍｍ×高３８ｍｍ １５．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ３００×３００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019358
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×５００ｍｍ
×高５５ｍｍ ３０．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４００×４００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019360
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×５００ｍｍ
×高５０ｍｍ ２９．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４００×４００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019362
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　５１５ｍｍ×５１５
ｍｍ×高４４ｍｍ ２５．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４００×４００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019364
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２５　５３７ｍｍ×５５０ｍｍ
×高６０ｍｍ ３７．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４５０×４５０用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019366
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２０　５３７ｍｍ×５５０ｍｍ
×高５５ｍｍ ３５．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４５０×４５０用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019368
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ４５０×４５０用 荷重Ｔ－１４・６　５３７ｍｍ×５５０
ｍｍ×高５０ｍｍ ３２．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４５０×４５０用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019370
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ５００×５００用 荷重Ｔ－２５　６０７ｍｍ×６０７ｍｍ
×高６５ｍｍ ４７．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ５００×５００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019372
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ５００×５００用 荷重Ｔ－２０　６０７ｍｍ×６０７ｍｍ
×高５５ｍｍ ４２．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ５００×５００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019374
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ５００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　６０７ｍｍ×６０７
ｍｍ×高５０ｍｍ ３９．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ５００×５００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019376
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ６００×６００用 荷重Ｔ－２５　７１３ｍｍ×７１３ｍｍ
×高７５ｍｍ ６９．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ６００×６００用　Ｔ２５ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019378
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ６００×６００用 荷重Ｔ－２０　７１３ｍｍ×７１３ｍｍ
×高６５ｍｍ ６１．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ６００×６００用　Ｔ２０ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019380
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ６００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　７１３ｍｍ×７１３
ｍｍ×高５５ｍｍ ５４．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ６００×６００用　Ｔ１４・６ 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019404
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ３００×３００用 荷重Ｔ－２５　３９３ｍｍ×４００
ｍｍ×高３８ｍｍ ２０．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ３００×３００用　Ｔ２５　細目 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019406
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ３００×３００用 荷重Ｔ－２０　３９３ｍｍ×４００
ｍｍ×高３８ｍｍ ２０．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ３００×３００用　Ｔ２０　細目 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019408
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ３００×３００用 荷重Ｔ－１４・６　３９３ｍｍ×４
００ｍｍ×高３８ｍｍ ２０．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ３００×３００用Ｔ１４・６細目 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019410
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　５１５ｍｍ×５１５
ｍｍ×高４４ｍｍ ３５．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４００×４００用　Ｔ２５　細目 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019412
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　５１５ｍｍ×５１５
ｍｍ×高３８ｍｍ ３１．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４００×４００用　Ｔ２０　細目 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019414
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　５０６ｍｍ×５
１５ｍｍ×高３８ｍｍ ３０．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４００×４００用Ｔ１４・６細目 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019416
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２５　５４５ｍｍ×５５０
ｍｍ×高４４ｍｍ ３９．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４５０×４５０用　Ｔ２５　細目 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019418
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２０　５４５ｍｍ×５５０
ｍｍ×高４４ｍｍ ３９．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４５０×４５０用　Ｔ２０　細目 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019420
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ４５０×４５０用 荷重Ｔ－１４・６　５４４ｍｍ×５
５０ｍｍ×高３８ｍｍ ３３．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４５０×４５０用Ｔ１４・６細目 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019422
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ５００×５００用 荷重Ｔ－２５　６０６ｍｍ×６１０
ｍｍ×高５０ｍｍ ６５．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ５００×５００用　Ｔ２５　細目 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019424
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ５００×５００用 荷重Ｔ－２０　６０５ｍｍ×６０５
ｍｍ×高４４ｍｍ ４７．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ５００×５００用　Ｔ２０　細目 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019426
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ５００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　６０５ｍｍ×６
０５ｍｍ×高３８ｍｍ ４１．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ５００×５００用Ｔ１４・６細目 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019428
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ６００×６００用 荷重Ｔ－２５　７１１ｍｍ×７１５
ｍｍ×高５０ｍｍ ８６．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ６００×６００用　Ｔ２５　細目 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019430
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ６００×６００用 荷重Ｔ－２０　７１１ｍｍ×７１５
ｍｍ×高５０ｍｍ ８６．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ６００×６００用　Ｔ２０　細目 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019432
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ６００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　６９５ｍｍ×７
００ｍｍ×高４４ｍｍ ５９．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ６００×６００用Ｔ１４・６細目 組 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013375
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用 １５０用 荷重Ｔ－１４・６・２　長９９５ｍｍ×幅２１０ｍｍ×高２５ｍｍ
９．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用１５０用　Ｔ１４・６・２ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013380
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用 １８０用 荷重Ｔ－１４・６・２　長９９５ｍｍ×幅２４０ｍｍ×高２５ｍｍ
１０．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用１８０用　Ｔ１４・６・２ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013385
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用 ２４０用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ １
４．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用　２４０用　Ｔ１４・６ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013390
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用 ２４０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ １２．４ｋ
ｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用　２４０用　Ｔ２ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013395
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用 ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３７５ｍｍ×高４４ｍｍ ２２．２
ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用　３００用　Ｔ１４ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013400
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用 ３００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高３８ｍｍ １７．８ｋ
ｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用　３００用　Ｔ６ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013405
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用 ３００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高２５ｍｍ １４．１ｋ
ｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用　３００用　Ｔ２ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013665
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用 ４５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５４７ｍｍ×高５５ｍｍ ４４．１
ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用　４５０用　Ｔ１４ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013670
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用 ４５０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５２５ｍｍ×高５０ｍｍ ３５．８ｋ
ｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用　４５０用　Ｔ６ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013675
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用 ４５０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高３２ｍｍ ２１．７ｋ
ｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用　４５０用　Ｔ２ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013410
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用ゴム付き（騒音防止） １５０用 荷重Ｔ－１４・６・２　長９９５ｍｍ×幅１９
０ｍｍ×高２５ｍｍ ９．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道ゴム付１５０Ｔ１４・６・２ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013415
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用ゴム付き（騒音防止） １８０用 荷重Ｔ－１４・６・２　長９９５ｍｍ×幅２２
０ｍｍ×高２５ｍｍ １０．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道ゴム付１８０Ｔ１４・６・２ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013420
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用ゴム付き（騒音防止） ２４０用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅２８０ｍ
ｍ×高３２ｍｍ １３．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道ゴム付２４０用　Ｔ１４・６ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013425
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用ゴム付き（騒音防止） ２４０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅２８０ｍｍ×高
２５ｍｍ １２．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道ゴム付　２４０用　Ｔ２ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013430
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×
高４４ｍｍ ２２．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道ゴム付　３００用　Ｔ１４ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013435
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３４０ｍｍ×高
３８ｍｍ １７．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道ゴム付　３００用　Ｔ６ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013440
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３４０ｍｍ×高
２５ｍｍ １４．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道ゴム付　３００用　Ｔ２ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013680
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５３５ｍｍ×
高５５ｍｍ ４３．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道ゴム付　４５０用　Ｔ１４ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013685
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高
５０ｍｍ ３５．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道ゴム付　４５０用　Ｔ６ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013690
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高
３２ｍｍ ２１．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道ゴム付　４５０用　Ｔ２ 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013335
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用 １５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅１９５ｍｍ×高１９ｍｍ
５．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用　１５０用 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013340
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用 １８０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅２２５ｍｍ×高１９ｍｍ
５．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用　１８０用 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018560
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用 ２００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅２４５ｍｍ×高１９ｍｍ
６．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用　２００用 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013345
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用 ２４０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅２８５ｍｍ×高１９ｍｍ
７．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用　２４０用 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013350
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用 ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅３４５ｍｍ×高１９ｍｍ
８．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用　３００用 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018562
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用 ３６０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅４０５ｍｍ×高１９ｍｍ
９．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用　３６０用 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013695
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用 ４５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅４９５ｍｍ×高１９ｍｍ
１１．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用　４５０用 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013355
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用細目 １５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅１９５ｍｍ×高１９ｍ
ｍ ７．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目　１５０用 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013360
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用細目 １８０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅２２５ｍｍ×高１９ｍ
ｍ ９．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目　１８０用 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018606
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用細目 ２００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅２４５ｍｍ×高１９ｍ
ｍ ９．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目　２００用 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013365
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用細目 ２４０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅２８５ｍｍ×高１９ｍ
ｍ １１．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目　２４０用 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013370
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用細目 ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅３４５ｍｍ×高１９ｍ
ｍ １３．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目　３００用 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018608
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用細目 ３６０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅４０５ｍｍ×高１９ｍ
ｍ １５．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目　３６０用 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115013700
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用細目 ４５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅４９５ｍｍ×高１９ｍ
ｍ １９．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目　４５０用 枚 276 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012530
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－２５　２８９ｍｍ×５００ｍ
ｍ×高５５ｍｍ １８．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×４００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012400
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－２０　２８９ｍｍ×５００ｍ
ｍ×高５０ｍｍ １６．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×４００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012550
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　３０５ｍｍ×５０
０ｍｍ×高４４ｍｍ １４．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×４００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012535
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×５００ｍ
ｍ×高５５ｍｍ ２３．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×４００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012405
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×５００ｍ
ｍ×高５０ｍｍ ２１．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×４００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012555
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×５０
０ｍｍ×高４４ｍｍ １７．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×４００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012560
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×６００ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ３０．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×５００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012565
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×６００ｍ
ｍ×高５５ｍｍ ２６．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×５００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012570
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×６０
０ｍｍ×高５０ｍｍ ２４．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×５００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012575
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×６００ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ３７．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×５００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012580
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×６００ｍ
ｍ×高５５ｍｍ ３２．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×５００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012585
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　５０１ｍｍ×６０
０ｍｍ×高５０ｍｍ ３０．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×５００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012540
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－２５　２８９ｍｍ×４８８ｍ
ｍ×高５５ｍｍ ２０．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×４００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012410
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－２０　２８９ｍｍ×４８８ｍ
ｍ×高５０ｍｍ １９．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×４００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012590
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　２７５ｍｍ×４８
８ｍｍ×高４４ｍｍ １５．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×４００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012545
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×４８８ｍ
ｍ×高５５ｍｍ ２５．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×４００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012415
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×４８８ｍ
ｍ×高５０ｍｍ ２３．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×４００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012595
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×４８
８ｍｍ×高４４ｍｍ １９．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×４００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012600
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×５８８ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ３４．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×５００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012605
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×５８８ｍ
ｍ×高５５ｍｍ ２９．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×５００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012610
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×５８
８ｍｍ×高５０ｍｍ ２７．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×５００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012615
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×５８８ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ４０．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×５００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012620
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×５８８ｍ
ｍ×高５５ｍｍ ３５．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×５００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012625
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　５０１ｍｍ×５８
８ｍｍ×高５０ｍｍ ３２．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×５００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012630
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　５
０１ｍｍ×５００ｍｍ×高５５ｍｍ ３０．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ４００×４００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012635
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　５
０１ｍｍ×５００ｍｍ×高５０ｍｍ ２８．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ４００×４００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012640
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６
５１５ｍｍ×５１５ｍｍ×高４４ｍｍ ２４．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ４００×４００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012645
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２５　５
３７ｍｍ×５５０ｍｍ×高６０ｍｍ ３７．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ４５０×４５０用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012650
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２０　５
３７ｍｍ×５５０ｍｍ×高５５ｍｍ ３４．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ４５０×４５０用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012655
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－１４・６
５３７ｍｍ×５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ３２．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ４５０×４５０用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012660
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２５　６
０７ｍｍ×６０７ｍｍ×高６５ｍｍ ４７．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ５００×５００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012665
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２０　６
０７ｍｍ×６０７ｍｍ×高５５ｍｍ ４１．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ５００×５００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012670
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－１４・６
６０７ｍｍ×６０７ｍｍ×高５０ｍｍ ３８．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ５００×５００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012675
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２５　７
１３ｍｍ×７１３ｍｍ×高７５ｍｍ ６８．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ６００×６００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012680
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２０　７
１３ｍｍ×７１３ｍｍ×高６５ｍｍ ６１．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ６００×６００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012685
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－１４・６
７１３ｍｍ×７１３ｍｍ×高５５ｍｍ ５３．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ６００×６００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115013718
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－２５
３９５ｍｍ×４００ｍｍ×高３８ｍｍ ２０．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ３００×３００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115013719
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－２０
３９５ｍｍ×４００ｍｍ×高３２ｍｍ １８．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ３００×３００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115013720
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－１
４・６　３９３ｍｍ×４００ｍｍ×高２５ｍｍ １５．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ３００×３００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115013723
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－２５
５１５ｍｍ×５１５ｍｍ×高４４ｍｍ ３５．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ４００×４００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115013724
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－２０
５１５ｍｍ×５１５ｍｍ×高３８ｍｍ ３１．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ４００×４００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115013725
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－１
４・６　５１５ｍｍ×５１５ｍｍ×高３２ｍｍ ２７．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ４００×４００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012691
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２５
５４５ｍｍ×５５０ｍｍ×高４４ｍｍ ３９．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ４５０×４５０用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012692
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２０
５４５ｍｍ×５５０ｍｍ×高４４ｍｍ ３９．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ４５０×４５０用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012695
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－１
４・６　５４５ｍｍ×５５０ｍｍ×高３８ｍｍ ３４．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ４５０×４５０用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115013727
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２５
６０６ｍｍ×６１０ｍｍ×高５０ｍｍ ６６．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ５００×５００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115013730
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２０
６０５ｍｍ×６０５ｍｍ×高４４ｍｍ ４７．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ５００×５００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115013731
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－１
４・６　６０５ｍｍ×６０５ｍｍ×高３８ｍｍ ４２．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ５００×５００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012707
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２５
７１１ｍｍ×７１５ｍｍ×高５０ｍｍ ８８．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ６００×６００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012708
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２０
７１１ｍｍ×７１５ｍｍ×高５０ｍｍ ８８．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ６００×６００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012710
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－１
４・６　６９５ｍｍ×７００ｍｍ×高４４ｍｍ ６０．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ６００×６００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019450
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ３００×３００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍ
ｍ×４００ｍｍ×高５０ｍｍ ２０．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ３００×３００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019452
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ３００×３００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍ
ｍ×４００ｍｍ×高４４ｍｍ １７．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ３００×３００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019454
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ３００×３００用 荷重Ｔ－１４・６　３９
５ｍｍ×４００ｍｍ×高３８ｍｍ １６．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ３００×３００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019456
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍ
ｍ×５００ｍｍ×高５５ｍｍ ３１．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４００×４００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019458
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍ
ｍ×５００ｍｍ×高５０ｍｍ ２９．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４００×４００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019460
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　５１
５ｍｍ×５１５ｍｍ×高４４ｍｍ ２５．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４００×４００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019462
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２５　５３７ｍ
ｍ×５５０ｍｍ×高６０ｍｍ ３８．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４５０×４５０用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019464
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２０　５３７ｍ
ｍ×５５０ｍｍ×高５５ｍｍ ３５．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４５０×４５０用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019466
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ４５０×４５０用 荷重Ｔ－１４・６　５３
７ｍｍ×５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ３３．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ４５０×４５０用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019468
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ５００×５００用 荷重Ｔ－２５　６０７ｍ
ｍ×６０７ｍｍ×高６５ｍｍ ４８．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ５００×５００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019470
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ５００×５００用 荷重Ｔ－２０　６０７ｍ
ｍ×６０７ｍｍ×高５５ｍｍ ４２．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ５００×５００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019472
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ５００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　６０
７ｍｍ×６０７ｍｍ×高５０ｍｍ ３９．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ５００×５００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019474
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ６００×６００用 荷重Ｔ－２５　７１３ｍ
ｍ×７１３ｍｍ×高７５ｍｍ ６９．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ６００×６００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019476
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ６００×６００用 荷重Ｔ－２０　７１３ｍ
ｍ×７１３ｍｍ×高６５ｍｍ ６２．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ６００×６００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019478
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ６００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　７１
３ｍｍ×７１３ｍｍ×高５５ｍｍ ５４．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ６００×６００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019502
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ３００×３００用 荷重Ｔ－２５　３９
５ｍｍ×４００ｍｍ×高３８ｍｍ ２１．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ３００×３００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019504
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ３００×３００用 荷重Ｔ－２０　３９
５ｍｍ×４００ｍｍ×高３８ｍｍ ２１．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ３００×３００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019506
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ３００×３００用 荷重Ｔ－１４・６
３９５ｍｍ×４００ｍｍ×高３８ｍｍ ２１．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ３００×３００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019508
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　５１
５ｍｍ×５１５ｍｍ×高４４ｍｍ ３６．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ４００×４００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019510
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　５１
５ｍｍ×５１５ｍｍ×高３８ｍｍ ３２．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ４００×４００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019512
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６
５１５ｍｍ×５１５ｍｍ×高３８ｍｍ ３２．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ４００×４００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019514
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２５　５４
５ｍｍ×５５０ｍｍ×高４４ｍｍ ４０．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ４５０×４５０用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019516
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２０　５４
５ｍｍ×５５０ｍｍ×高４４ｍｍ ４０．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ４５０×４５０用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019518
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ４５０×４５０用 荷重Ｔ－１４・６
５４５ｍｍ×５５０ｍｍ×高３８ｍｍ ３５．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ４５０×４５０用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019520
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ５００×５００用 荷重Ｔ－２５　６０
６ｍｍ×６１０ｍｍ×高５０ｍｍ ６６．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ５００×５００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019522
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ５００×５００用 荷重Ｔ－２０　６０
５ｍｍ×６０５ｍｍ×高４４ｍｍ ４７．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ５００×５００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019524
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ５００×５００用 荷重Ｔ－１４・６
６０５ｍｍ×６０５ｍｍ×高３８ｍｍ ４２．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ５００×５００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019526
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ６００×６００用 荷重Ｔ－２５　７１
１ｍｍ×７１５ｍｍ×高５０ｍｍ ８８．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ６００×６００用　Ｔ２５　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019528
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ６００×６００用 荷重Ｔ－２０　７１
１ｍｍ×７１５ｍｍ×高５０ｍｍ ８８．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ６００×６００用　Ｔ２０　滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019530
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ６００×６００用 荷重Ｔ－１４・６
６９５ｍｍ×７００ｍｍ×高４４ｍｍ ６０．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ６００×６００用Ｔ１４・６滑止 組 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013592
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用 １５０用 荷重Ｔ－１４・６・２　長９９５ｍｍ×幅２１０ｍｍ
×高２５ｍｍ ９．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 １５０用　Ｔ１４・６・２　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013593
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用 １８０用 荷重Ｔ－１４・６・２　長９９５ｍｍ×幅２４０ｍｍ
×高２５ｍｍ １０．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 １８０用　Ｔ１４・６・２　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013594
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用 ２４０用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高
３２ｍｍ １４．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ２４０用　Ｔ１４・６　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013595
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用 ２４０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍ
ｍ １２．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ２４０用　Ｔ２　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013603
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用 ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３７５ｍｍ×高４４
ｍｍ ２２．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ３００用　Ｔ１４　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013604
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用 ３００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高３８ｍ
ｍ １８．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ３００用　Ｔ６　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013605
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用 ３００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高２５ｍ
ｍ １４．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ３００用　Ｔ２　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017642
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用 ４５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５４７ｍｍ×高５５
ｍｍ ４４．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ４５０用　Ｔ１４　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017644
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用 ４５０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５２５ｍｍ×高５０ｍ
ｍ ３６．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ４５０用　Ｔ６　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017646
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用 ４５０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高３２ｍ
ｍ ２２．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ４５０用　Ｔ２　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013598
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） １５０用 荷重Ｔ－１４・６・２　長９９
５ｍｍ×幅１９０ｍｍ×高２５ｍｍ ９．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 １５０用Ｔ１４・６・２ゴム滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013599
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） １８０用 荷重Ｔ－１４・６・２　長９９
５ｍｍ×幅２２０ｍｍ×高２５ｍｍ １０．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 １８０用Ｔ１４・６・２ゴム滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013600
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ２４０用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍ
ｍ×幅２８０ｍｍ×高３２ｍｍ １３．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ２４０用Ｔ１４・６　ゴム付滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013601
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ２４０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅
２８０ｍｍ×高２５ｍｍ １２．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ２４０用　Ｔ２　ゴム付　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013609
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×
幅３６０ｍｍ×高４４ｍｍ ２２．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ３００用　Ｔ１４　ゴム付　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013610
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅
３４０ｍｍ×高３８ｍｍ １７．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ３００用　Ｔ６　ゴム付　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013611
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅
３４０ｍｍ×高２５ｍｍ １４．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ３００用　Ｔ２　ゴム付　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017660
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×
幅５３５ｍｍ×高５５ｍｍ ４４．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ４５０用　Ｔ１４　ゴム付　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017662
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅
５１０ｍｍ×高５０ｍｍ ３６．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ４５０用　Ｔ６　ゴム付　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017664
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅
４９０ｍｍ×高３２ｍｍ ２２．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ４５０用　Ｔ２　ゴム付　滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013734
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 歩道用細目 １５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅２１０
ｍｍ×高２５ｍｍ １３．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目歩道 １５０用　５ｋＮ／ｍ２滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013735
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 歩道用細目 １８０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅２４０
ｍｍ×高２５ｍｍ １４．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目歩道 １８０用　５ｋＮ／ｍ２滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017708
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 歩道用細目 ２００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅２６０
ｍｍ×高２５ｍｍ １５．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目歩道 ２００用　５ｋＮ／ｍ２滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013740
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 歩道用細目 ２４０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅３００
ｍｍ×高２５ｍｍ １７．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目歩道 ２４０用　５ｋＮ／ｍ２滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115013746
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 歩道用細目 ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅３６０
ｍｍ×高２５ｍｍ ２１．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目歩道 ３００用　５ｋＮ／ｍ２滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017710
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 歩道用細目 ３６０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅４２０
ｍｍ×高２５ｍｍ ２４．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目歩道 ３６０用　５ｋＮ／ｍ２滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017712
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 歩道用細目 ４５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅５１０
ｍｍ×高２５ｍｍ ２９．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目歩道 ４５０用　５ｋＮ／ｍ２滑止 枚 277 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013445
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ３４．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013450
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０　長６０７ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ２１．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ６０７ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013455
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ２９．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013460
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４　長６０５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ １７．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ６０５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013465
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ４３．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013470
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０　長６０７ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ２６．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ６０７ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013475
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ４１．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013480
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４　長６０７ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ２５．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ６０７ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013485
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ６２．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013490
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０　長６０７ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ３８．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ６０７ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013495
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ５４．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013500
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４　長６０７ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ３３．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ６０７ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013505
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３５．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013510
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０　長６０７ｍｍ×幅３
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２１．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ６０７ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013515
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２９．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013520
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４　長６０５ｍｍ×幅３
９０ｍｍ×高１００ｍｍ １８．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ６０５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013525
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４４．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013530
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０　長６０７ｍｍ×幅４
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２７．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ６０７ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013535
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４１．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013540
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４　長６０７ｍｍ×幅４
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２５．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ６０７ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013545
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ６３．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013550
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０　長６０７ｍｍ×幅５
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３９．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ６０７ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013555
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５４．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115013560
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４　長６０７ｍｍ×幅５
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３３．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ６０７ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

602 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014266
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９
５ｍｍ ３５．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014268
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０　長５０１ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９
５ｍｍ １８．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ５０１ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014270
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９
５ｍｍ ２９．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014272
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４　長４８５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９
５ｍｍ １４．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ４８５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014274
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１
１０ｍｍ ４９．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014276
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０　長５０１ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１
１０ｍｍ ２５．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ５０１ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014278
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１
１０ｍｍ ４３．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014280
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４　長５０１ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１
１０ｍｍ ２２．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ５０１ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014282
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１
２５ｍｍ ６８．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014284
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０　長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１
２５ｍｍ ３５．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ５０１ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014286
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１
２５ｍｍ ５９．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014288
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４　長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１
２５ｍｍ ３０．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ５０１ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014290
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ
×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３６．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014292
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０　長５０１ｍｍ
×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １８．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ５０１ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014294
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ
×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３０．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014296
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４　長４８５ｍｍ
×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １４．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ４８５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014298
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ
×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ４９．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014300
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０　長５０１ｍｍ
×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２５．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ５０１ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014302
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ
×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ４４．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014304
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４　長５０１ｍｍ
×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２２．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ５０１ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014306
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ
×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ６８．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014308
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０　長５０１ｍｍ
×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ３５．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ５０１ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014310
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ
×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ５９．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115014312
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４　長５０１ｍｍ
×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ３０．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ５０１ 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014085
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ３５．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ３００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014090
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０　長６０７ｍｍ×幅３９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ２１．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ３００用Ｔ２０Ｌ６０７一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014095
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ２９．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ３００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014100
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４　長６０５ｍｍ×幅３９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ １８．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ３００用Ｔ１４Ｌ６０５一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014105
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ４４．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ４００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014110
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０　長６０７ｍｍ×幅４９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ２７．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ４００用Ｔ２０Ｌ６０７一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014115
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ４１．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ４００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014120
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４　長６０７ｍｍ×幅４９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ２５．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ４００用Ｔ１４Ｌ６０７一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014125
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ６３．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ５００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014130
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０　長６０７ｍｍ×幅５９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ３９．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ５００用Ｔ２０Ｌ６０７一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014135
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ５５．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ５００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014140
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４　長６０７ｍｍ×幅５９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ３４．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ５００用Ｔ１４Ｌ６０７一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014145
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９
９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３５．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ３００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014150
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０　長６
０７ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２２．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ３００用Ｔ２０Ｌ６０７一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014155
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９
９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２９．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ３００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014160
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４　長６
０５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ １８．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ３００用Ｔ１４Ｌ６０５一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014165
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９
９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４４．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ４００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014170
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０　長６
０７ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２７．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ４００用Ｔ２０Ｌ６０７一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014175
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４　長９
９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４２．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ４００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014180
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４　長６
０７ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２６．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ４００用Ｔ１４Ｌ６０７一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014185
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９
９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ６４．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ５００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014190
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０　長６
０７ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３９．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ５００用Ｔ２０Ｌ６０７一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014195
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４　長９
９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５５．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ５００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014200
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４　長６
０７ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３４．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ５００用Ｔ１４Ｌ６０７一般滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115013613
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅
４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３６．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ３００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115013614
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０　長５０１ｍｍ×幅
４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １８．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ３００Ｔ２０Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115013615
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅
４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３０．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ３００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115013616
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４　長４８５ｍｍ×幅
４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １４．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ３００Ｔ１４Ｌ４８５ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115013623
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅
５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ５０．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ４００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115013624
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０　長５０１ｍｍ×幅
５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２５．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ４００Ｔ２０Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115013625
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅
５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ４４．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ４００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115013626
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４　長５０１ｍｍ×幅
５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２２．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ４００Ｔ１４Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014045
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅
６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ６８．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ５００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014050
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０　長５０１ｍｍ×幅
６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ３５．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ５００Ｔ２０Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014055
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅
６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ６０．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ５００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014060
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４　長５０１ｍｍ×幅
６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ３０．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ５００Ｔ１４Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115013618
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２
０　長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３６．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ３００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115013619
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２
０　長５０１ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １８．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ３００Ｔ２０Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115013620
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－１
４　長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３０．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ３００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115013621
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－１
４　長４８５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １５．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ３００Ｔ１４Ｌ４８５ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115013628
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２
０　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ５０．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ４００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115013629
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２
０　長５０１ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２５．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ４００Ｔ２０Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115013630
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－１
４　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ４４．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ４００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115013631
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－１
４　長５０１ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２２．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ４００Ｔ１４Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014065
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２
０　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ６９．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ５００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014070
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２
０　長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ３５．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ５００Ｔ２０Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014075
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－１
４　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ６０．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ５００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115014080
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－１
４　長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ３１．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ５００Ｔ１４Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 278 ○ ○ 1115 グレーチング
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鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040602
鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） １５０用 ＲＡ－１５ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長１，０００ｍｍ ６．０ｋｇ／枚 ダ
イクレ

鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 １５０用　ＲＡ－１５　５ｋＮ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040604
鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） １８０用 ＲＡ－１８ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長１，０００ｍｍ ６．６ｋｇ／枚 ダ
イクレ

鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 １８０用　ＲＡ－１８　５ｋＮ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040606
鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） ２４０用 ＲＡ－２４ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長１，０００ｍｍ ８．２ｋｇ／枚 ダ
イクレ

鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 ２４０用　ＲＡ－２４　５ｋＮ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040608
鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） ３００用 ＲＡ－３０ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長１，０００ｍｍ １３．１ｋｇ／枚
ダイクレ

鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 ３００用　ＲＡ－３０　５ｋＮ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040610 鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） ２４０用 ＲＢ－２４ 荷重Ｔ－２　長１，０００ｍｍ １３．７ｋｇ／枚 ダイクレ 鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 ２４０用　ＲＢ－２４　Ｔ－２ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040612 鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） ３００用 ＲＢ－３０ 荷重Ｔ－２　長１，０００ｍｍ １６．８ｋｇ／枚 ダイクレ 鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 ３００用　ＲＢ－３０　Ｔ－２ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040614 鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） ２４０用 ＲＣ－２４ 荷重Ｔ－１４　長１，０００ｍｍ ２０．１ｋｇ／枚 ダイクレ 鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 ２４０用　ＲＣ－２４　Ｔ－１４ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040616 鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） ３００用 ＲＣ－３０ 荷重Ｔ－１４　長１，０００ｍｍ ２５．４ｋｇ／枚 ダイクレ 鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 ３００用　ＲＣ－３０　Ｔ－１４ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040626 鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） ２４０用 ＣＲ－２４ 荷重Ｔ－２　長１，０００ｍｍ １５．２ｋｇ／枚 ダイクレ 鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 ２４０用　ＣＲ－２４　Ｔ－２ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040628 鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） ３００用 ＣＲ－３０ 荷重Ｔ－２　長１，０００ｍｍ １７．４ｋｇ／枚 ダイクレ 鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 ３００用　ＣＲ－３０　Ｔ－２ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040630 鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） ３００用 ＣＭ－３０ 荷重Ｔ－６　長１，０００ｍｍ ２２．７ｋｇ／枚 ダイクレ 鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 ３００用　ＣＭ－３０　Ｔ－６ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040632 鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） ３００用 ＣＨ－３０ 荷重Ｔ－１４　長１，０００ｍｍ ２７．５ｋｇ／枚 ダイクレ 鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 ３００用　ＣＨ－３０　Ｔ－１４ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040802
鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） １００用 ＫＨ－１０ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ ４．４ｋｇ／枚 片岡産
業

鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 １００用　ＫＨ－１０　５ｋＮ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040806
鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） １２０用 ＫＨ－１２ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ ４．６ｋｇ／枚 片岡産
業

鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 １２０用　ＫＨ－１２　５ｋＮ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040804
鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） １５０用 ＫＨ－１５ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ ５．１ｋｇ／枚 片岡産
業

鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 １５０用　ＫＨ－１５　５ｋＮ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040808
鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） １８０用 ＫＨ－１８ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ ５．７ｋｇ／枚 片岡産
業

鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 １８０用　ＫＨ－１８　５ｋＮ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040810
鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） ２００用 ＫＨ－２０ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ ６．１ｋｇ／枚 片岡産
業

鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 ２００用　ＫＨ－２０　５ｋＮ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040812
鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） ２４０用 ＫＨ－２４ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ ７．１ｋｇ／枚 片岡産
業

鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 ２４０用　ＫＨ－２４　５ｋＮ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

607 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―ブランド品
―

1115040814
鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） ３００用 ＫＨ－３０ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ ８．１ｋｇ／枚 片岡産
業

鋼板製グレーチング　Ｕ字溝用 ３００用　ＫＨ－３０　５ｋＮ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 1115041002
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 溝ぶた・車道用ボルト固定・ゴム付 ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍ
ｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ ３７．９ｋｇ／組

ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた ３００用　Ｔ２５　Ｌ９９５ 組 279 ○ ○ 1115 グレーチング

ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 1115041004
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） ますぶた・落し込み鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－
２５　長６０５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ ３８．３ｋｇ／組

ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた 落込鎖付　５００×５００Ｔ２５ 組 279 ○ ○ 1115 グレーチング

ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 1115041006
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） ますぶた・ボルト固定 ５００×５００用 荷重Ｔ－２５　長６０５ｍｍ×
幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ ３８．３ｋｇ／組

ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた ボルト固定５００×５００Ｔ２５ 組 279 ○ ○ 1115 グレーチング

ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 1115041008
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） かさ上げ（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４
１０ｍｍ×高９５ｍｍ ２７．５ｋｇ／枚 ★

ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ ３００用　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 1115041010
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） かさ上げ（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５　長５００ｍｍ×幅４
１０ｍｍ×高９５ｍｍ １４．３ｋｇ／枚 ★

ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ ３００用　Ｔ２５　Ｌ５００ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 1115041012
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） Ｕ字溝用 ３００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅２９０ｍｍ×高３２ｍ
ｍ １５．６ｋｇ／枚 ★

ハイテン鋼製グレーチングＵ字溝 ３００用　Ｔ６　Ｌ９９５ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 1115041014
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 溝ぶた・車道用ボルト固定（細目）・ゴム付 ３００用 荷重Ｔ－２５　長
９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３２ｍｍ ４３．６ｋｇ／組

ハイテン鋼製グレーチング溝ぶた 細目３００用　Ｔ２５　Ｌ９９５ 組 279 ○ ○ 1115 グレーチング

ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 1115041016
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） ますぶた・落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重
Ｔ－２５　長６０５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高３８ｍｍ ４４．６ｋｇ／組

ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた 落込鎖付　細目　５００×５００ 組 279 ○ ○ 1115 グレーチング

ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 1115041018
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） ますぶた・ボルト固定細目 ５００×５００用 荷重Ｔ－２５　長６０５ｍ
ｍ×幅６００ｍｍ×高３８ｍｍ ４４．６ｋｇ／組

ハイテン鋼製グレーチング桝ぶた ボルト固定　細目５００×５００ 組 279 ○ ○ 1115 グレーチング

ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 1115041020
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） かさ上げ細目（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×
幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３０．５ｋｇ／枚 ★

ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ 細目３００用　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 1115041022
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） かさ上げ細目（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５　長５００ｍｍ×
幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １５．２ｋｇ／枚 ★

ハイテン鋼製グレーチング嵩上げ 細目３００用　Ｔ２５　Ｌ５００ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） 1115041024
ハイテン鋼製グレーチング（すべり止め型） Ｕ字溝用細目 ２４０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅２３０ｍｍ×高１
９ｍｍ ９．７ｋｇ／枚 ★

ハイテン鋼製グレーチングＵ字溝 細目２４０用　Ｔ２　Ｌ９９５ 枚 279 ○ ○ 1115 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020260
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＯＳＧ２５－２５ 長９９４ｍｍ×幅２５０ｍｍ×高２５ｍｍ×ピッチ
３０ｍｍ ９．０ｋｇ／枚 オカグレート

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＯＳＧ２５－２５　Ｌ９９４ｍｍ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020270
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＯＳＧ２５－３０ 長９９４ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ×ピッチ
３０ｍｍ １０．４ｋｇ／枚 オカグレート

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＯＳＧ２５－３０　Ｌ９９４ｍｍ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020280
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＯＳＧ２５－３５ 長９９４ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高２５ｍｍ×ピッチ
３０ｍｍ １１．５ｋｇ／枚 オカグレート

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＯＳＧ２５－３５　Ｌ９９４ｍｍ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020290
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＳＭＧ－１２０２０ 長９９４ｍｍ×幅２００ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッ
チ１５ｍｍ ９．８ｋｇ／枚 カネソウ

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＳＭＧ１２０２０　Ｌ９９４ｍｍ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020300
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＳＭＧ－１３０２５ 長９９４ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ×ピッ
チ１５ｍｍ １８．０ｋｇ／枚 カネソウ

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＳＭＧ１３０２５ピッチ１５ｍｍ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020310
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＳＭＧ－１３０２５ 長９９４ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ×ピッ
チ３０ｍｍ １０．４ｋｇ／枚 カネソウ

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＳＭＧ１３０２５ピッチ３０ｍｍ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020340
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＳＤＱ－Ｗ 長９９９ｍｍ×幅２００ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１５ｍ
ｍ ７．２ｋｇ／枚 カネソウ

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＳＤＱ－Ｗ　Ｗ２００ｍｍ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020350
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＳＤＱ－Ｗ 長９９９ｍｍ×幅２５０ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１５ｍ
ｍ ８．８ｋｇ／枚 カネソウ

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＳＤＱ－Ｗ　Ｗ２５０ｍｍ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020360
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＳＳＱ 長９９６ｍｍ×幅２００ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１５ｍｍ
５．１ｋｇ／枚 カネソウ

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＳＳＱ　Ｌ９９６ｍｍ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020420
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） Ｓ４ＦＭＯ２０－２０３０ 長９９４ｍｍ×幅２００ｍｍ×高２０ｍｍ
×ピッチ３０ｍｍ ５．４ｋｇ／枚 ダイクレ

ステンレス製グレーチング溝ぶた Ｓ４ＦＭＯ２０－２０３０ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020430
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） Ｓ４ＦＭＯ２５－２５２２ 長９９４ｍｍ×幅２５０ｍｍ×高２５ｍｍ
×ピッチ２２ｍｍ １０．８ｋｇ／枚 ダイクレ

ステンレス製グレーチング溝ぶた Ｓ４ＦＭＯ２５－２５２２ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020440
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） Ｓ４ＦＭＯ３０－２５２２ 長９９４ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ
×ピッチ２２ｍｍ １２．６ｋｇ／枚 ダイクレ

ステンレス製グレーチング溝ぶた Ｓ４ＦＭＯ３０－２５２２ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020450
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） Ｓ４ＦＭＯ３５－２５２２ 長９９４ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高２５ｍｍ
×ピッチ２２ｍｍ １４．８ｋｇ／枚 ダイクレ

ステンレス製グレーチング溝ぶた Ｓ４ＦＭＯ３５－２５２２ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020460
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） Ｓ８ＴＭＯ２０－２０１５ 長９９８ｍｍ×幅２００ｍｍ×高２０ｍｍ
×ピッチ１５ｍｍ ６．６ｋｇ／枚 ダイクレ

ステンレス製グレーチング溝ぶた Ｓ８ＴＭＯ２０－２０１５ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020470
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） Ｓ８ＴＭＯ２５－２０１５ 長９９８ｍｍ×幅２５０ｍｍ×高２０ｍｍ
×ピッチ１５ｍｍ ８．２ｋｇ／枚 ダイクレ

ステンレス製グレーチング溝ぶた Ｓ８ＴＭＯ２５－２０１５ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020480
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） Ｓ８ＴＭＯ３０－２０１５ 長９９８ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２０ｍｍ
×ピッチ１５ｍｍ ９．６ｋｇ／枚 ダイクレ

ステンレス製グレーチング溝ぶた Ｓ８ＴＭＯ３０－２０１５ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020490
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＢＴＭＯ３０－Ｔ１００ 長４９８ｍｍ×幅２９０ｍｍ×高６３ｍｍ×
ピッチ１０ｍｍ １２．８ｋｇ／ｍ ダイクレ

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＢＴＭＯ３０－Ｔ１００ ｍ 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020500
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＢＴＭＯ３５－Ｔ１５２ 長４９８ｍｍ×幅３４０ｍｍ×高６３ｍｍ×
ピッチ１５ｍｍ １６．０ｋｇ／ｍ ダイクレ

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＢＴＭＯ３５－Ｔ１５２ ｍ 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020510
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＢＴＭＯ３０－Ｉ１００ 長４９８ｍｍ×幅２９０ｍｍ×高９３ｍｍ×
ピッチ１０ｍｍ １５．４ｋｇ／ｍ ダイクレ

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＢＴＭＯ３０－Ｉ１００ ｍ 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020520
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＢＴＭＯ３５－Ｉ１５２ 長４９８ｍｍ×幅３４０ｍｍ×高９３ｍｍ×
ピッチ１５ｍｍ １８．８ｋｇ／ｍ ダイクレ

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＢＴＭＯ３５－Ｉ１５２ ｍ 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020530
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＹＦＧ－４ 長１，０００ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ３
０ｍｍ ７．８ｋｇ／枚 ホクセイ

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＹＦＧ－４　３００×２０×３０ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020540
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＹＦＧ－４ 長１，０００ｍｍ×幅２００ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１
５ｍｍ ９．６ｋｇ／枚 ホクセイ

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＹＦＧ－４　２００×２０×１５ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020550
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＹＦＧ－４ 長１，０００ｍｍ×幅２５０ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１
５ｍｍ １１．８ｋｇ／枚 ホクセイ

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＹＦＧ－４　２５０×２０×１５ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）
―ブランド品―

2607020560
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＹＦＧ－４ 長１，０００ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１
５ｍｍ １４．０ｋｇ／枚 ホクセイ

ステンレス製グレーチング溝ぶた ＹＦＧ－４　３００×２０×１５ 枚 279 ○ ○ 2607 グレーチング

ステンレス鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―
ブランド品―

1115050206
ステンレス鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） １２０用 ＳＡ－１２ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長１，０００ｍｍ ４．７
ｋｇ／枚 ダイクレ

ステンレス鋼板製Ｕ字溝蓋 １２０用　ＳＡ－１２　５ｋＮ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

ステンレス鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―
ブランド品―

1115050208
ステンレス鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） １５０用 ＳＡ－１５ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長１，０００ｍｍ ５．２
ｋｇ／枚 ダイクレ

ステンレス鋼板製Ｕ字溝蓋 １５０用　ＳＡ－１５　５ｋＮ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

ステンレス鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―
ブランド品―

1115050210
ステンレス鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） １８０用 ＳＡ－１８ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長１，０００ｍｍ ５．７
ｋｇ／枚 ダイクレ

ステンレス鋼板製Ｕ字溝蓋 １８０用　ＳＡ－１８　５ｋＮ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

ステンレス鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―
ブランド品―

1115050212
ステンレス鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） ２００用 ＳＡ－２０ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長１，０００ｍｍ ６．０
ｋｇ／枚 ダイクレ

ステンレス鋼板製Ｕ字溝蓋 ２００用　ＳＡ－２０　５ｋＮ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

ステンレス鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―
ブランド品―

1115050202
ステンレス鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） ２４０用 ＳＡ－２４ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長１，０００ｍｍ ８．３
ｋｇ／枚 ダイクレ

ステンレス鋼板製Ｕ字溝蓋 ２４０用　ＳＡ－２４　５ｋＮ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

ステンレス鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用）―
ブランド品―

1115050204
ステンレス鋼板製グレーチング（Ｕ字溝用） ３００用 ＳＡ－３０ 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長１，０００ｍｍ １１．
５ｋｇ／枚 ダイクレ

ステンレス鋼板製Ｕ字溝蓋 ３００用　ＳＡ－３０　５ｋＮ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014366
特殊グレーチング エスカルゴ ＧＴＲＶＳＺ５０－３００ 荷重Ｔ－２５　長４００ｍｍ×幅（４３１＋４２７）ｍｍ×
高５０／９５ｍｍ ４０．０ｋｇ／組 石田鉄工

エスカルゴ　Ｔ－２５　Ｌ４００ ＧＴＲＶＳＺ５０－３００ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115019554
特殊グレーチング エスカルゴ ＧＴＬＰＨＺ４４－７７ 荷重Ｔ－１４　長８００ｍｍ×幅（３６５＋３４１）ｍｍ×高
４４／５３．５ｍｍ ７９．９ｋｇ／組 石田鉄工

エスカルゴ　Ｔ－１４　Ｌ８００ ＧＴＬＰＨＺ４４－７７ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014394
特殊グレーチング クロコダイルグレーチング ＴＴＢＨ５０－３ 荷重Ｔ－２５　幅４００ｍｍ×長９９６ｍｍ×高５０
ｍｍ ４６．７ｋｇ／組 石田鉄工

クロコダイルグレーチング ＴＴＢＨ５０－３　Ｔ２５ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014396
特殊グレーチング クロコダイルグレーチング ＴＴＫＨ５０－３００Ａ 荷重Ｔ－２５　幅４１０ｍｍ×長４９４ｍｍ×
高５０／９５ｍｍ ２１．７ｋｇ／枚 石田鉄工

クロコダイルグレーチング ＴＴＫＨ５０－３００Ａ　Ｔ２５ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014248
特殊グレーチング ドレンゲッター ＴＡＪ－５ＮＳ 長９９８ｍｍ×幅９４ｍｍ×高４４ｍｍ　排水性舗装用 １３．７
ｋｇ／組 石田鉄工

ドレンゲッター ＴＡＪ－５ＮＳ　Ｌ９９８ｍｍ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014250
特殊グレーチング ドレンゲッター ＴＡ－ＰＳ 長９９８ｍｍ×幅９４ｍｍ×高４４ｍｍ　排水性舗装用 ９．８ｋｇ／
組 石田鉄工

ドレンゲッター ＴＡ－ＰＳ　Ｌ９９８ｍｍ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014252
特殊グレーチング ドレンゲッター ＴＡ－３ＮＳ 長９９８ｍｍ×幅７９ｍｍ×高８５ｍｍ　排水性舗装用 １５．９ｋ
ｇ／組 石田鉄工

ドレンゲッター ＴＡ－３ＮＳ　Ｌ９９８ｍｍ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014390
特殊グレーチング ＳＧメッキグレーチング ＴＩＢ－ＨＮＳ１５０－１０Ｐ１５ＳＧ 荷重Ｔ－２５　幅９９５ｍｍ×長
１，１００ｍｍ×高１５０ｍｍ １６３．８ｋｇ／組 石田鉄工

ＳＧメッキグレーチング　ＴＩＢ ＨＮＳ１５０－１０Ｐ１５ＳＧ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014392
特殊グレーチング ＳＧメッキグレーチング ＧＴＢＰＨ４４－３ＳＧ 荷重Ｔ－２５　幅９９５ｍｍ×長４００ｍｍ×高
４４ｍｍ ４８．４ｋｇ／組 石田鉄工

ＳＧメッキグレーチング ＧＴＢＰＨ４４－３ＳＧ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014206
特殊グレーチング Ｙバーグレーチング ３００用　Ｕ字溝用細目 荷重Ｔ－２　長９９６ｍｍ×幅２９０ｍｍ×高２５ｍ
ｍ（カラー） １８．３ｋｇ／枚 石田鉄工

Ｙバーグレーチング　Ｕ字溝細目 ３００用　Ｔ２　カラー 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014212
特殊グレーチング Ｙバーグレーチング ３００用　ＪＩＳ側溝用（細目） 荷重Ｔ－２０　長４９４ｍｍ×幅４１０ｍｍ
×高３８／９５ｍｍ（カラー） １７．７ｋｇ／枚 石田鉄工

Ｙバーグレーチング　ＪＩＳ細目 ３００用　Ｔ２０　４９４ｍｍ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

610 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014214
特殊グレーチング Ｙバーグレーチング ３００用　ＪＩＳ側溝用（細目） 荷重Ｔ－２０　長９９６ｍｍ×幅４１０ｍｍ
×高３８／９５ｍｍ（カラー） ３５．８ｋｇ／枚 石田鉄工

Ｙバーグレーチング　ＪＩＳ細目 ３００用　Ｔ２０　９９６ｍｍ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014368
特殊グレーチング Ｗロック ＧＴＲＶＳ５０－３００Ｂ 荷重Ｔ－２５　幅４００ｍｍ×長９９５ｍｍ×高５０／９５ｍ
ｍ ３７．５ｋｇ／組 石田鉄工

ＷロックＧＴＲＶＳ５０３００Ｂ Ｔ－２５　Ｌ９９５ｍｍ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115013960
特殊グレーチング エキスパンドグレーチング ３００用　かさ上げ（国土交通省型） 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅
４３０ｍｍ×高５０／１１０ｍｍ ４２．８ｋｇ／枚 オカグレート

エキスパンドグレーチングかさ上 ３００用　Ｔ２０　国土交通省型 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014398
特殊グレーチング セーフティウォーカー ＡＵ３２－２４ 荷重Ｔ－１４　幅２３０ｍｍ×長９９５ｍｍ×高３２ｍｍ
１６．６ｋｇ／枚 オカグレート

セーフティウォーカー ＡＵ３２－２４　Ｔ－１４ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014400
特殊グレーチング セーフティウォーカー ＡＯ－Ａ５５－３ 荷重Ｔ－２５　幅４００ｍｍ×長９９５ｍｍ×高５５ｍｍ
５２．４ｋｇ／組 オカグレート

セーフティウォーカー ＡＯ－Ａ５５－３　Ｔ－２５ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014402
特殊グレーチング セーフティウォーカー ＡＫ５０－３０ＺＳ 荷重Ｔ－２５　幅４１０ｍｍ×長５０１ｍｍ×高９５／
５０ｍｍ ２２．０ｋｇ／枚 オカグレート

セーフティウォーカー ＡＫ５０－３０ＺＳ　Ｔ－２５ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115019344
特殊グレーチング レインホルダー ＷＲＨＺＸ５０ 長１，０００ｍｍ×幅１０５ｍｍ×高５０ｍｍ ９．９ｋｇ／組 片
岡産業

レインホルダー ＷＲＨＺＸ５０　Ｌ１０００ｍｍ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115019346
特殊グレーチング レインホルダー ＷＲＨＺＸ９０ 長１，０００ｍｍ×幅９０ｍｍ×高９０ｍｍ １１．４ｋｇ／組 片
岡産業

レインホルダー ＷＲＨＺＸ９０　Ｌ１０００ｍｍ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115019548
特殊グレーチング レインホルダー ＷＲＨＺＸ１２０ 長１，０００ｍｍ×幅１２０ｍｍ×高１２５ｍｍ １４．４ｋｇ
／組 片岡産業

レインホルダー ＷＲＨＺＸ１２０　Ｌ１０００ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115019550
特殊グレーチング レインホルダー ＷＲＨＺＸ１５０ 長１，０００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×高１５５ｍｍ ２０．７ｋｇ
／組 片岡産業

レインホルダー ＷＲＨＺＸ１５０　Ｌ１０００ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115019552
特殊グレーチング レインホルダー ＷＲＨＺＸ２００ 長１，０００ｍｍ×幅１９８ｍｍ×高２０４ｍｍ ３３．３ｋｇ
／組 片岡産業

レインホルダー ＷＲＨＺＸ２００　Ｌ１０００ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014234
特殊グレーチング ユニバーサルデザイングレーチング ５００×５００用　ますぶた用 車道用　長６００ｍｍ×幅５９
３ｍｍ×高５０ｍｍ ３９．２ｋｇ／組 カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチン ますぶた　５００×５００用 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014236
特殊グレーチング ユニバーサルデザイングレーチング ３００用　かさ上げ 車道用　長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高
９５ｍｍ ３５．７ｋｇ／枚 カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチン かさ上げ　３００用　車道用 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014238
特殊グレーチング ユニバーサルデザイングレーチング ２４０用　Ｕ字溝用 車道用　長９９５ｍｍ×幅２３０ｍｍ×高
３２ｍｍ １６．１ｋｇ／枚 カワグレ

ユニバーサルデザイングレーチン Ｕ字溝　２４０用　車道用 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014378
特殊グレーチング エコ細目 Ｒ１ＥＫ４４ＸＦ３６ 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高４４／９０ｍｍ
２８．７ｋｇ／枚 ダイクレ

エコ細目 Ｒ１ＥＫ４４ＸＦ３６　Ｔ２５ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014380
特殊グレーチング エコ細目 Ｒ１ＥＤ５０－３３ 荷重Ｔ－２５　長４００ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５０ｍｍ ２１．９
ｋｇ／組 ダイクレ

エコ細目 Ｒ１ＥＤ５０－３３　Ｔ２５ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014382
特殊グレーチング エコ細目 Ｒ１ＥＯ３８－２０ 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３８ｍｍ ２５．６
ｋｇ／組 ダイクレ

エコ細目 Ｒ１ＥＯ３８－２０　Ｔ２５ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014352
特殊グレーチング スムーズレイン ＥＲ５ＭＣ５５Ｒ２５ 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高５５ｍｍ
４２．０ｋｇ／組 ダイクレ

スムーズレイン ＥＲ５ＭＣ５５Ｒ２５　Ｔ２５ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング
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特殊グレーチング―ブランド品― 1115014354
特殊グレーチング スムーズレイン ＥＲ５ＭＤ５５－４４ 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５５ｍｍ
２９．３ｋｇ／組 ダイクレ

スムーズレイン ＥＲ５ＭＤ５５－４４　Ｔ２５ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014356
特殊グレーチング スムーズレイン ＥＲ５ＭＡ５５－３４ 荷重Ｔ－２５　長２８９ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５５ｍｍ
１７．６ｋｇ／組 ダイクレ

スムーズレイン ＥＲ５ＭＡ５５－３４　Ｔ２５ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014344
特殊グレーチング レインシューター ＲＳ－Ｒ５０Ｓ 長９９５ｍｍ×幅９５ｍｍ×高２５ｍｍ １１．３ｋｇ／組 ダイ
クレ

レインシューター ＲＳ－Ｒ５０Ｓ　Ｌ９９５ｍｍ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014346
特殊グレーチング レインシューター ＲＳ－Ｒ５０Ｂ 長９９５ｍｍ×幅９５ｍｍ×高２５ｍｍ １１．８ｋｇ／組 ダイ
クレ

レインシューター ＲＳ－Ｒ５０Ｂ　Ｌ９９５ｍｍ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014348
特殊グレーチング レインシューター ＲＳ－Ｒ９０Ｓ 長９９５ｍｍ×幅８０ｍｍ×高２５ｍｍ １２．５ｋｇ／組 ダイ
クレ

レインシューター ＲＳ－Ｒ９０Ｓ　Ｌ９９５ｍｍ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014350
特殊グレーチング レインシューター ＲＳ－Ｒ９０Ｂ 長９９５ｍｍ×幅８０ｍｍ×高２５ｍｍ １２．７ｋｇ／組 ダイ
クレ

レインシューター ＲＳ－Ｒ９０Ｂ　Ｌ９９５ｍｍ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014384
特殊グレーチング ハイテンハードロックシステムグレーチング ＮＧＢＰ－ＨＲ　３８－３０ 荷重Ｔ－２５　幅３９５
ｍｍ×長９９５ｍｍ×高３８ｍｍ ３８．４ｋｇ／組 宝機材

ハイテンハードロックシステム ＮＧＢＰ－ＨＲ　３８－３０ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014386
特殊グレーチング ハイテンハードロックシステムグレーチング ＮＧＢＰ－ＨＲ　５０－４０ 荷重Ｔ－２５　幅４９５
ｍｍ×長９９５ｍｍ×高５０ｍｍ ５０．０ｋｇ／組 宝機材

ハイテンハードロックシステム ＮＧＢＰ－ＨＲ　５０－４０ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014388
特殊グレーチング ハイテンハードロックシステムグレーチング ＫＢＨ－ＨＲ　３２－３０（細目） 荷重Ｔ－２５　幅
３９５ｍｍ×長９９５ｍｍ×高３２ｍｍ ３９．９ｋｇ／組 宝機材

ハイテンハードロックシステム ＫＢＨ－ＨＲ　３２－３０細目 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014404
特殊グレーチング ハイテンカルバートクリエイター ＣＣ－ＣＪ－Ｐ 荷重Ｔ－２５　幅３８０ｍｍ×長９９５ｍｍ×高
３８＋２ｍｍ １７．９ｋｇ／枚 宝機材

ハイテンカルバートクリエイター ＣＣ－ＣＪ－Ｐ　Ｔ－２５ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014406
特殊グレーチング ハイテンスリットクリエイター ＳＣ－ＣＪ－Ｓ 荷重Ｔ－２５　幅３８０ｍｍ×長９９８ｍｍ×高３
８＋２（９５）ｍｍ ２４．６ｋｇ／枚 宝機材

ハイテンスリットクリエイター ＳＣ－ＣＪ－Ｓ　Ｔ－２５ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014408
特殊グレーチング ハイテンドレーンクリエイター Ｃ－ＮＢＨ 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅１４０ｍｍ×高２５ｍ
ｍ ２２．５ｋｇ／組 宝機材

ハイテンドレーンクリエイター Ｃ－ＮＢＨ　Ｔ－２５ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115013905
特殊グレーチング アメニティーカバー ２００用　側溝用 歩道用　長９９７ｍｍ×幅３０２ｍｍ×高１９／３６ｍｍ
２２．７ｋｇ／枚 中部コーポレーション

アメニティーカバー　側溝用 ２００用　歩道用 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115013910
特殊グレーチング アメニティーカバー ２００用　側溝用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅３０２ｍｍ×高２５／４２ｍ
ｍ ２３．２ｋｇ／枚 中部コーポレーション

アメニティーカバー　側溝用 ２００用　Ｔ２ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115013915
特殊グレーチング アメニティーカバー ２００用　側溝用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅３０２ｍｍ×高３２／４８ｍ
ｍ ２５．７ｋｇ／枚 中部コーポレーション

アメニティーカバー　側溝用 ２００用　Ｔ６ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115013920
特殊グレーチング アメニティーカバー １８０用　Ｕ字溝 歩道用　長９９７ｍｍ×幅１７０ｍｍ×高１９ｍｍ １３．
６ｋｇ／枚 中部コーポレーション

アメニティーカバー　Ｕ字溝用 １８０用　歩道用 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115013925
特殊グレーチング アメニティーカバー ２４０用　Ｕ字溝 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅２３０ｍｍ×高３２ｍｍ ２
３．１ｋｇ／枚 中部コーポレーション

アメニティーカバー　Ｕ字溝用 ２４０用　Ｔ６ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115013930
特殊グレーチング アメニティーカバー ３００用　かさ上げ 荷重Ｔ－２　長４９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高２５／４４
＋５７ｍｍ ２１．４ｋｇ／枚 中部コーポレーション

アメニティーカバー　かさ上げ用 ３００用　Ｔ２ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング
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特殊グレーチング―ブランド品― 1115013935
特殊グレーチング アメニティーカバー ３００用　かさ上げ 荷重Ｔ－１４　長４９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高４４／６
０＋３５ｍｍ ２１．３ｋｇ／枚 中部コーポレーション

アメニティーカバー　かさ上げ用 ３００用　Ｔ１４ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115013940
特殊グレーチング アメニティーカバー ３００×４００用　ますぶた用 荷重Ｔ－２　長４００ｍｍ×幅５００ｍｍ×高
３２／４８ｍｍ ２４．５ｋｇ／組 中部コーポレーション

アメニティーカバー　桝蓋用 ３００×４００用　Ｔ２ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014358
特殊グレーチング ストーングレーチング ＳＳＵ３８２５－１５ 荷重Ｔ－６　長４９５ｍｍ×幅１３０ｍｍ×高３８ｍ
ｍ ６．３ｋｇ／枚 三重重工業

ストーングレーチング ＳＳＵ３８２５－１５　Ｔ－６ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014360
特殊グレーチング ストーングレーチング ＳＳＵ３８２５－１８ 荷重Ｔ－６　長４９５ｍｍ×幅１６０ｍｍ×高３８ｍ
ｍ ７．３ｋｇ／枚 三重重工業

ストーングレーチング ＳＳＵ３８２５－１８　Ｔ－６ 枚 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014362
特殊グレーチング ストーングレーチング ＳＳＨ３８２５－３ 荷重Ｔ－２　長４９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３８ｍｍ
１６．８ｋｇ／組 三重重工業

ストーングレーチング ＳＳＨ３８２５－３　Ｔ－２ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014364
特殊グレーチング ストーングレーチング ＳＳＨ３２１９－３ 歩道用　長４９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３２ｍｍ １
４．９ｋｇ／組 三重重工業

ストーングレーチング ＳＳＨ３２１９－３　歩道用 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014370
特殊グレーチング ヨドウォーターフォールズ ３００用　横断用ボルト固定 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍ
ｍ×高５５ｍｍ ４７．２ｋｇ／組 淀川製鋼所

ヨドウォーターフォールズ ３００用　Ｔ２５　Ｌ９９５ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014322
特殊グレーチング ヨドウォーターフォールズ ３００×４００用　１１０°開閉式 荷重Ｔ－２５　長２８９ｍｍ×幅５
００ｍｍ×高５５ｍｍ １８．４ｋｇ／組 淀川製鋼所

ヨドウォーターフォールズ ３００×４００用　Ｔ－２５ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014330
特殊グレーチング ヨドかるがるグレーチング １１００×１１００用　１１０°開閉式 荷重Ｔ－２５　長６４０ｍｍ×
幅１１６２ｍｍ×高１００／１１０ｍｍ ２４３．０ｋｇ／組 淀川製鋼所

ヨドかるがるグレーチング １１００×１１００用　Ｔ２５ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014374
特殊グレーチング ヨドさびガードグレーチング ３００用　側溝用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５
０ｍｍ ３８．６ｋｇ／組 淀川製鋼所

ヨドさびガードグレーチング ３００用　側溝用　Ｔ２５ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014376
特殊グレーチング ヨドさびガードグレーチング ３００用　固定式 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５
５ｍｍ ４６．５ｋｇ／組 淀川製鋼所

ヨドさびガードグレーチング ３００用　固定式　Ｔ２５ 組 280 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115030225 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた ＡＧ　３００ｍｍ×４００ｍｍ 荒木製作所 ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋 ＡＧ　３００×４００ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115030230 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた ＡＧ　４００ｍｍ×４００ｍｍ 荒木製作所 ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋 ＡＧ　４００×４００ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115030235 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた ＡＧ　４００ｍｍ×６００ｍｍ 荒木製作所 ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋 ＡＧ　４００×６００ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115030240 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた ＡＧ　５００ｍｍ×６００ｍｍ 荒木製作所 ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋 ＡＧ　５００×６００ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115030205 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 側溝ますぶた ＡＧＭ　３００ｍｍ×５００ｍｍ×３１ｍｍ 荒木製作所 ＦＣＤ製グレーチング　側溝桝蓋 ＡＧＭ　３００×５００ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115030210 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 側溝ますぶた ＡＧＭ　４００ｍｍ×５００ｍｍ×３１ｍｍ 荒木製作所 ＦＣＤ製グレーチング　側溝桝蓋 ＡＧＭ　４００×５００ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115030215 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 側溝ますぶた ＡＧＭ　５００ｍｍ×５００ｍｍ×３１ｍｍ 荒木製作所 ＦＣＤ製グレーチング　側溝桝蓋 ＡＧＭ　５００×５００ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング
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ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115030220 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 側溝ますぶた ＡＧＭ　５００ｍｍ×６００ｍｍ×３１ｍｍ 荒木製作所 ＦＣＤ製グレーチング　側溝桝蓋 ＡＧＭ　５００×６００ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115033405 ダクタイル鋳鉄製グレーチング リボーン側溝用 ＲＣＳ－３００（細目）　５００ｍｍ×４１０ｍｍ 一中 ＦＣＤグレーチングリボーン側溝 ＲＣＳ－３００　５００×４１０ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115033410 ダクタイル鋳鉄製グレーチング ＪＩＳ側溝用 ＪＳＳ－３００（細目）　５００ｍｍ×４１０ｍｍ 一中 ＦＣＤグレーチング　ＪＩＳ側溝 ＪＳＳ－３００　５００×４１０ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115033415 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 可変側溝用 ＶＳＳ－３００（細目）　５００ｍｍ×３９５ｍｍ 一中 ＦＣＤグレーチング　可変側溝 ＶＳＳ－３００　５００×３９５ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115030845
ダクタイル鋳鉄製グレーチング カラー舗装用溝ぶた ＳＥＭ－１４　３００ｍｍ×６００ｍｍ　４０６０　Ｐ＝１０ カ
ネソウ

ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋 ＳＥＭ－１４　３００×６００ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115030855
ダクタイル鋳鉄製グレーチング カラー舗装用溝ぶた（ステンレス目地） ＳＥＭ－２　３００ｍｍ×６００ｍｍ　４０
６０　Ｐ＝１０ カネソウ

ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋 ＳＥＭ－２　３００×６００ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115030865
ダクタイル鋳鉄製グレーチング カラー舗装用溝ぶた（鋳鉄目地） ＧＨＭ－１４　３００ｍｍ×６００ｍｍ　４０６０
カネソウ

ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋 ＧＨＭ－１４　３００×６００ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115030875
ダクタイル鋳鉄製グレーチング カラー舗装用溝ぶた（鋳鉄目地） ＧＨＭ－２　３００ｍｍ×６００ｍｍ　４０６０ カ
ネソウ

ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋 ＧＨＭ－２　３００×６００ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115030885 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 枠付集水ますぶた ＧＣＡ－Ｓ　４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×３４ｍｍ カネソウ ＦＣＤグレーチング枠付集水桝蓋 ＧＣＡ－Ｓ　４５０×４５０ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115030890 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 枠付集水ますぶた ＧＣＡ－Ｓ　６００ｍｍ×６００ｍｍ×３４ｍｍ カネソウ ＦＣＤグレーチング枠付集水桝蓋 ＧＣＡ－Ｓ　６００×６００ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031282 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＤＢ１４　３００ｍｍ×１，０００ｍｍ 虹技 ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＤＢ１４　３００×１０００ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031284 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＤＢ１４　４００ｍｍ×１，０００ｍｍ 虹技 ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＤＢ１４　４００×１０００ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031286 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＤＢ１４　５００ｍｍ×１，０００ｍｍ 虹技 ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＤＢ１４　５００×１０００ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031288 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＤＢ２０　３００ｍｍ×１，０００ｍｍ 虹技 ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＤＢ２０　３００×１０００ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031290 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＤＢ２０　４００ｍｍ×１，０００ｍｍ 虹技 ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＤＢ２０　４００×１０００ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031292 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＤＢ２０　５００ｍｍ×１，０００ｍｍ 虹技 ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＤＢ２０　５００×１０００ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031275 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＤＴ２０　３００ｍｍ×７５０ｍｍ 虹技 ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＤＴ２０　３００×７５０ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031280 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＤＴ２０　４００ｍｍ×７５０ｍｍ 虹技 ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＤＴ２０　４００×７５０ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング
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ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115032622 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 細目溝ぶた（側溝用） ＤＧＳＰ－２５　２５０ｍｍ×９９８ｍｍ×２３ｍｍ 第一機材 ＦＣＤ製グレーチング　細目溝蓋 ＤＧＳＰ－２５　側溝用 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115032624 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 細目溝ぶた（側溝用） ＤＧＳＰ－３０　３００ｍｍ×９９８ｍｍ×２３ｍｍ 第一機材 ＦＣＤ製グレーチング　細目溝蓋 ＤＧＳＰ－３０　側溝用 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115032626 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 細目溝ぶた（側溝用） ＤＧＳＰ－３５　３５０ｍｍ×９９８ｍｍ×２３ｍｍ 第一機材 ＦＣＤ製グレーチング　細目溝蓋 ＤＧＳＰ－３５　側溝用 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031451 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 雨水ますぶた ＬＲ－３０Ａ　４６０ｍｍ×３５５ｍｍ 長島鋳物 ＦＣＤ製グレーチング　雨水桝蓋 ＬＲ－３０Ａ　４６０×３５５ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031452 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 雨水ますぶた ＬＲ－３０Ｂ　４６０ｍｍ×３５５ｍｍ 長島鋳物 ＦＣＤ製グレーチング　雨水桝蓋 ＬＲ－３０Ｂ　４６０×３５５ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031457 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 雨水ますぶた ＬＲ－３０Ｄ　４６０ｍｍ×３５５ｍｍ 長島鋳物 ＦＣＤ製グレーチング　雨水桝蓋 ＬＲ－３０Ｄ　４６０×３５５ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031454 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた ＢＣ－Ａ１　４００ｍｍ×４００ｍｍ 長島鋳物 ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋 ＢＣ－Ａ１　４００×４００ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031455 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた ＢＣ－Ａ３－Ａ　５００ｍｍ×５００ｍｍ 長島鋳物 ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋 ＢＣ－Ａ３－Ａ　５００×５００ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031460 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 丸型枠付格子鉄ぶた ＮＰＷ－ＯＲＸ－５１Ｓ　φ６００ 長島鋳物 ＦＣＤ製グレーチング　丸型鉄蓋 ＮＰＷ－ＯＲＸ－５１Ｓ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031682
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＨＧＴＲ－２５Ｂ－５０　１，０００ｍｍ×３５０ｍｍ×５０ｍｍ 日之
出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＨＧＴＲ１０００×３５０×５０ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031684
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＨＧＴＲ－３０Ｂ－５０　１，０００ｍｍ×４００ｍｍ×５０ｍｍ 日之
出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＨＧＴＲ１０００×４００×５０ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031686
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＨＧＴＲ－４０Ｂ－５０　１，０００ｍｍ×５００ｍｍ×５０ｍｍ 日之
出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＨＧＴＲ１０００×５００×５０ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031688
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＨＧＴＲ－５０Ｂ－６５　１，０００ｍｍ×６００ｍｍ×６５ｍｍ 日之
出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＨＧＴＲ１０００×６００×６５ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031690
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＨＧＴＲ－６０Ｂ－６５　１，０００ｍｍ×７００ｍｍ×６５ｍｍ 日之
出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＨＧＴＲ１０００×７００×６５ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031692
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＨＧＴＲ－７０Ｂ－６５　１，０００ｍｍ×８００ｍｍ×６５ｍｍ 日之
出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＨＧＴＲ１０００×８００×６５ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031694
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＨＧＴＲ－８０Ｂ－６５　１，０００ｍｍ×９００ｍｍ×６５ｍｍ 日之
出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＨＧＴＲ１０００×９００×６５ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031696
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＨＧＴＲ－９０Ｂ－７５　１，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×７５ｍｍ
日之出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＨＧＴＲ１０００×１０００ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031698
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（正方形） ＨＧＴＡ－３０Ｂ－５０　４００ｍｍ×４００ｍｍ×５０ｍ
ｍ 日之出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋 ＨＧＴＡ－３０Ｂ－５０　正方形 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング
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ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031700
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（正方形） ＨＧＴＡ－４０Ｂ－５０　５００ｍｍ×５００ｍｍ×５０ｍ
ｍ 日之出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋 ＨＧＴＡ－４０Ｂ－５０　正方形 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031702
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（正方形） ＨＧＴＡ－５０Ｂ－５０　６００ｍｍ×６００ｍｍ×５０ｍ
ｍ 日之出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋 ＨＧＴＡ－５０Ｂ－５０　正方形 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031704
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（正方形） ＨＧＴＡ－６０Ｂ－６５　７００ｍｍ×７００ｍｍ×６５ｍ
ｍ 日之出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋 ＨＧＴＡ－６０Ｂ－６５　正方形 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031706
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（正方形） ＨＧＴＡ－７０Ｂ－６５　８００ｍｍ×８００ｍｍ×６５ｍ
ｍ 日之出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋 ＨＧＴＡ－７０Ｂ－６５　正方形 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031708
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（正方形） ＨＧＴＡ－８０Ｂ－６５　９００ｍｍ×９００ｍｍ×６５ｍ
ｍ 日之出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋 ＨＧＴＡ－８０Ｂ－６５　正方形 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031710
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（長方形） ＨＧＴＧ－３０５０Ｂ－５０　５００ｍｍ×４００ｍｍ×５
０ｍｍ 日之出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋 ＨＧＴＧ３０５０Ｂ－５０長方形 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031712
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（長方形） ＨＧＴＧ－３０７５Ｂ－５０　７５０ｍｍ×４００ｍｍ×５
０ｍｍ 日之出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋 ＨＧＴＧ３０７５Ｂ－５０長方形 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031714
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（長方形） ＨＧＴＧ－３０１０Ｂ－５０　１，０００ｍｍ×４００ｍｍ
×５０ｍｍ 日之出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋 ＨＧＴＧ３０１０Ｂ－５０長方形 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031716
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（長方形） ＨＧＴＧ－４０１０Ｂ－５０　１，０００ｍｍ×５００ｍｍ
×５０ｍｍ 日之出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋 ＨＧＴＧ４０１０Ｂ－５０長方形 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031718
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水ますぶた（長方形） ＨＧＴＧ－５０１０Ｂ－６５　１，０００ｍｍ×６００ｍｍ
×６５ｍｍ 日之出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング集水ます蓋 ＨＧＴＧ５０１０Ｂ－６５長方形 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031719
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－３０ＡＸ１００－１０Ｌ　３００ｍｍ×１，０００ｍｍ 日之出
水道機器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＧＲＵ－３０ＡＸ１００－１０Ｌ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031720
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－３０ＡＸ７５－１０Ｌ　３００ｍｍ×７５０ｍｍ 日之出水道機
器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＧＲＵ－３０ＡＸ７５－１０Ｌ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031721
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ　３００ｍｍ×５００ｍｍ 日之出水道機
器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＧＲＵ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031722
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－４０ＡＸ１００－１０Ｌ　４００ｍｍ×１，０００ｍｍ 日之出
水道機器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＧＲＵ－４０ＡＸ１００－１０Ｌ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031723
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－４０ＡＸ７５－１０Ｌ　４００ｍｍ×７５０ｍｍ 日之出水道機
器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＧＲＵ－４０ＡＸ７５－１０Ｌ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031724
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ　４００ｍｍ×５００ｍｍ 日之出水道機
器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＧＲＵ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031725
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－５０ＡＸ１００－１０Ｌ　５００ｍｍ×１，０００ｍｍ 日之出
水道機器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＧＲＵ－５０ＡＸ１００－１０Ｌ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031726
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－５０ＡＸ７５－１０Ｌ　５００ｍｍ×７５０ｍｍ 日之出水道機
器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＧＲＵ－５０ＡＸ７５－１０Ｌ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング
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ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031727
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ　５００ｍｍ×５００ｍｍ 日之出水道機
器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＧＲＵ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031728
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた（開口タイプ） ＧＲＡ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ　３００ｍｍ×５００ｍ
ｍ 日之出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＧＲＡ３０ＡＸ５０－１０Ｌ開口 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031729
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた（開口タイプ） ＧＲＡ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ　４００ｍｍ×５００ｍ
ｍ 日之出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＧＲＡ４０ＡＸ５０－１０Ｌ開口 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031730
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた（開口タイプ） ＧＲＡ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ　５００ｍｍ×５００ｍ
ｍ 日之出水道機器

ＦＣＤ製グレーチング横断用溝蓋 ＧＲＡ５０ＡＸ５０－１０Ｌ開口 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031731
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水桝ぶた ＧＷＡ－５０ＡＸ５０－１０ＬＫ　５００ｍｍ×５００ｍｍ 日之出水道機
器

ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋 ＧＷＡ－５０ＡＸ５０－１０ＬＫ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031732
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水桝ぶた ＧＷＡ－６０ＡＸ６０－１０ＬＫ　６００ｍｍ×６００ｍｍ 日之出水道機
器

ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋 ＧＷＡ－６０ＡＸ６０－１０ＬＫ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031733
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水桝ぶた ＧＷＡ－７０ＡＸ７０－１０ＬＫ　７００ｍｍ×７００ｍｍ 日之出水道機
器

ＦＣＤ製グレーチング　集水桝蓋 ＧＷＡ－７０ＡＸ７０－１０ＬＫ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115032005 ダクタイル鋳鉄製グレーチング Ｖ字格子ぶた Ｇ－６０００－１　４５０ｍｍ×４５０ｍｍ 福西鋳物 ＦＣＤ製グレーチングＶ格子字蓋 Ｇ－６０００－１ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115032010 ダクタイル鋳鉄製グレーチング Ｖ字格子ぶた Ｇ－６０００－３　６００ｍｍ×７５０ｍｍ 福西鋳物 ＦＣＤ製グレーチングＶ格子字蓋 Ｇ－６０００－３ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115032015 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 側溝用細目 ＳＧＤ－５０２０　２００ｍｍ×７５０ｍｍ 福西鋳物 ＦＣＤ製グレーチング　側溝蓋 ＳＧＤ－５０２０　細目 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115032020 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 側溝用細目 ＳＧＤ－５０３０　３００ｍｍ×７５０ｍｍ 福西鋳物 ＦＣＤ製グレーチング　側溝蓋 ＳＧＤ－５０３０　細目 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115032025 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 会所用細目 ＳＧＤ－２０３５　３５０ｍｍ×３５０ｍｍ 福西鋳物 ＦＣＤ製グレーチング　会所蓋 ＳＧＤ－２０３５　細目 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115032035 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 会所用細目 ＳＧＤ－２０５０　５００ｍｍ×５００ｍｍ 福西鋳物 ＦＣＤ製グレーチング　会所蓋 ＳＧＤ－２０５０　細目 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115032040 ダクタイル鋳鉄製グレーチング ＪＩＳ側溝かさ上げ ＳＦ－３０ＪＳＧ　４１２ｍｍ×５００ｍｍ×９５ｍｍ 福西鋳物 ＦＣＤ製グレーチングＪＩＳ側溝 ＳＦ３０ＪＳＧ　４１２×９５ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115032045 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 可変側溝かさ上げ ＳＦ－３０ＶＳＧ　４００ｍｍ×５００ｍｍ×９５ｍｍ 福西鋳物 ＦＣＤ製グレーチング　可変側溝 ＳＦ３０ＶＳＧ　４００×９５ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115032205
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＧＴＲ２５３５　１，０００ｍｍ×３５０ｍｍ×５０ｍｍ 不二グレート工
業

ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＧＴＲ２５３５ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115032210
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＧＴＲ２５４０　１，０００ｍｍ×４００ｍｍ×５０ｍｍ 不二グレート工
業

ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＧＴＲ２５４０ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115032215
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＧＴＲ２５５０　１，０００ｍｍ×５００ｍｍ×５０ｍｍ 不二グレート工
業

ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＧＴＲ２５５０ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング
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ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115032220
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＧＴＲ２５６０　１，０００ｍｍ×６００ｍｍ×６５ｍｍ 不二グレート工
業

ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＧＴＲ２５６０ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115032225
ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＧＴＲ２５７０　１，０００ｍｍ×７００ｍｍ×６５ｍｍ 不二グレート工
業

ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＧＴＲ２５７０ ｍ 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031805 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 溝ぶた ＨＡＶＹ－２０－４０　４００ｍｍ×１，０００ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋 ＨＡＶＹ－２０－４０ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031810 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 溝ぶた ＨＡＶＹ－２０－５０　５００ｍｍ×１，０００ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋 ＨＡＶＹ－２０－５０ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031815 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 溝ぶた ＨＡＶＹ－２０－６０　６００ｍｍ×１，０００ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋 ＨＡＶＹ－２０－６０ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031885 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 溝ぶた ＧＩＳ－Ｈ－２　４１２ｍｍ×５００ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋 ＧＩＳ－Ｈ－２　４１２×５００ 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115033005 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 溝ぶた（細目） ＧＦＤ（Ｔ－６）　３００ｍｍ×９９５ｍｍ×３２ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋 ＧＦＤ　３００×９９５　細目 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115033010 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 溝ぶた（細目） ＧＦＤ（Ｔ－６）　３５０ｍｍ×９９５ｍｍ×３２ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋 ＧＦＤ　３５０×９９５　細目 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115033015 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 溝ぶた（細目） ＧＦＤ（Ｔ－６）　４００ｍｍ×９９５ｍｍ×３２ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋 ＧＦＤ　４００×９９５　細目 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115033020 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 溝ぶた（細目） ＧＦＤ（Ｔ－６）　４５０ｍｍ×９９５ｍｍ×３２ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋 ＧＦＤ　４５０×９９５　細目 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115033025 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 溝ぶた（細目） ＧＦＤ（Ｔ－６）　５００ｍｍ×９９５ｍｍ×３２ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　溝蓋 ＧＦＤ　５００×９９５　細目 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031802 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－４０　４００ｍｍ×１，０００ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－４０ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031804 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－５０　５００ｍｍ×１，０００ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－５０ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031806 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－６０　６００ｍｍ×１，０００ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－６０ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031808 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－７０　７００ｍｍ×５００ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－７０ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031865 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－８０　８００ｍｍ×５００ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－８０ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031870 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－９０　９００ｍｍ×５００ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－９０ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031875 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－１００　１，０００ｍｍ×５００ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－１００ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング
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ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115031880 ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断溝ぶた ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－１２０　１，２００ｍｍ×５００ｍｍ 北勢工業 ＦＣＤ製グレーチング　横断溝蓋 ＨＡＶＹ－ＬＨ－３０－１２０ 組 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115033030
ダクタイル鋳鉄製グレーチング ハイグレード溝ぶた（極細目） ＧＦＴ－３００　３５０ｍｍ×６００ｍｍ×３５ｍｍ
北勢工業

ＦＣＤグレーチング　溝蓋 ＧＦＴ－３００　極細目 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115033035
ダクタイル鋳鉄製グレーチング ハイグレード溝ぶた（極細目） ＧＦＴ－２４０　２９０ｍｍ×５００ｍｍ×３５ｍｍ
北勢工業

ＦＣＤグレーチング　溝蓋 ＧＦＴ－２４０　極細目 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115033040
ダクタイル鋳鉄製グレーチング ハイグレード溝ぶた（極細目） ＧＦＴ－１８０　２３０ｍｍ×５００ｍｍ×３５ｍｍ
北勢工業

ＦＣＤグレーチング　溝蓋 ＧＦＴ－１８０　極細目 枚 281 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115022605 普通鋳鉄製グレーチング 格子ぶた ＦＧＫ　３００ｍｍ×３００ｍｍ×２０ｍｍ アンデス産業 ＦＣ製グレーチング　格子蓋 ＦＧＫ　３００×３００×２０ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115022610 普通鋳鉄製グレーチング 格子ぶた ＦＧＫ　４００ｍｍ×４００ｍｍ×２０ｍｍ アンデス産業 ＦＣ製グレーチング　格子蓋 ＦＧＫ　４００×４００×２０ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115022615 普通鋳鉄製グレーチング 格子ぶた ＦＧＫ　４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×２０ｍｍ アンデス産業 ＦＣ製グレーチング　格子蓋 ＦＧＫ　４５０×４５０×２０ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115022620 普通鋳鉄製グレーチング 溜桝用格子ぶた ＦＧＫＴ　３２０ｍｍ×３２０ｍｍ×１２ｍｍ アンデス産業 ＦＣ製グレーチング　溜桝格子蓋 ＦＧＫＴ　３２０×３２０×１２ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115022625 普通鋳鉄製グレーチング 溜桝用格子ぶた ＦＧＫＴ　２６０ｍｍ×２６０ｍｍ×１２ｍｍ アンデス産業 ＦＣ製グレーチング　溜桝格子蓋 ＦＧＫＴ　２６０×２６０×１２ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115020805 普通鋳鉄製グレーチング 格子側溝ぶた ＧＦ　２００ｍｍ×５００ｍｍ×１５ｍｍ カネソウ ＦＣ製グレーチング　格子側溝蓋 ＧＦ　２００×５００×１５ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115020810 普通鋳鉄製グレーチング 格子側溝ぶた ＧＦ　２００ｍｍ×５００ｍｍ×２０ｍｍ カネソウ ＦＣ製グレーチング　格子側溝蓋 ＧＦ　２００×５００×２０ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115020815 普通鋳鉄製グレーチング 格子側溝ぶた ＧＦ　２５０ｍｍ×５００ｍｍ×１５ｍｍ カネソウ ＦＣ製グレーチング　格子側溝蓋 ＧＦ　２５０×５００×１５ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115020820 普通鋳鉄製グレーチング 格子側溝ぶた ＧＦ　２５０ｍｍ×５００ｍｍ×２０ｍｍ カネソウ ＦＣ製グレーチング　格子側溝蓋 ＧＦ　２５０×５００×２０ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115020825 普通鋳鉄製グレーチング 立目側溝ぶた ＧＫ　１５０ｍｍ×５００ｍｍ×１５ｍｍ カネソウ ＦＣ製グレーチング　立目側溝蓋 ＧＫ　１５０×５００×１５ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115020830 普通鋳鉄製グレーチング 立目側溝ぶた ＧＫ　２００ｍｍ×５００ｍｍ×１５ｍｍ カネソウ ＦＣ製グレーチング　立目側溝蓋 ＧＫ　２００×５００×１５ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115020835 普通鋳鉄製グレーチング 立目側溝ぶた ＧＫ　２５０ｍｍ×５００ｍｍ×１５ｍｍ カネソウ ＦＣ製グレーチング　立目側溝蓋 ＧＫ　２５０×５００×１５ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115020840 普通鋳鉄製グレーチング 立目側溝ぶた ＧＫ　３００ｍｍ×５００ｍｍ×２５ｍｍ カネソウ ＦＣ製グレーチング　立目側溝蓋 ＧＫ　３００×５００×２５ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115020845 普通鋳鉄製グレーチング 枠付集水ますぶた（細目） ＧＲＣ－２　４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×５０ｍｍ カネソウ ＦＣグレーチング　枠付集水桝蓋 ＧＲＣ－２　４５０×４５０細目 組 282 ○ ○ 1115 グレーチング
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普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115021010 普通鋳鉄製グレーチング 格子ぶた ＤＧ　４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×２０ｍｍ 第一機材 ＦＣ製グレーチング　格子蓋 ＤＧ　４５０×４５０×２０ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115021015 普通鋳鉄製グレーチング 格子ぶた ＤＧ　５００ｍｍ×５００ｍｍ×２０ｍｍ 第一機材 ＦＣ製グレーチング　格子蓋 ＤＧ　５００×５００×２０ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115021020 普通鋳鉄製グレーチング 格子ぶた ＤＧ　５５０ｍｍ×５５０ｍｍ×２０ｍｍ 第一機材 ＦＣ製グレーチング　格子蓋 ＤＧ　５５０×５５０×２０ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115021030 普通鋳鉄製グレーチング 立目側溝ぶた ＤＧＡ　１５０ｍｍ×５００ｍｍ×１５ｍｍ 第一機材 ＦＣ製グレーチング　立目側溝蓋 ＤＧＡ　１５０×５００×１５ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115021040 普通鋳鉄製グレーチング 立目側溝ぶた ＤＧＢ　２００ｍｍ×５００ｍｍ×１５ｍｍ 第一機材 ＦＣ製グレーチング　立目側溝蓋 ＤＧＢ　２００×５００×１５ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115021050 普通鋳鉄製グレーチング 格子側溝ぶた ＤＧＣ　２００ｍｍ×５００ｍｍ×１５ｍｍ 第一機材 ＦＣ製グレーチング　格子側溝蓋 ＤＧＣ　２００×５００×１５ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115022055 普通鋳鉄製グレーチング 縦樋用格子ぶた（φ１００用） Ｇ－９０００　３２０ｍｍ×３２０ｍｍ×１５ｍｍ 福西鋳物 ＦＣ製グレーチング　縦格子ぶた Ｇ－９０００　３２０×１５ｍｍ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115022060 普通鋳鉄製グレーチング 縦樋用格子ぶた（φ１００用） Ｇ－９０００　４００ｍｍ×４００ｍｍ×１５ｍｍ 福西鋳物 ＦＣ製グレーチング　縦格子ぶた Ｇ－９０００　４００×１５ｍｍ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

普通鋳鉄製グレーチング―ブランド品― 1115022065 普通鋳鉄製グレーチング 縦樋用格子ぶた（φ１００用） Ｇ－９０００　４６０ｍｍ×４６０ｍｍ×１５ｍｍ 福西鋳物 ＦＣ製グレーチング　縦格子ぶた Ｇ－９０００　４６０×１５ｍｍ 枚 282 ○ ○ 1115 グレーチング

グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品
―

1115070002 グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー ＮｅｏＡタイプ　並目×自由勾配側溝 宝機材 グレーチングホルダー ネオＡタイプ並目×自由勾配側溝 組 282 ○ ○ 1115 グレーチング

グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品
―

1115070004 グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー ＮｅｏＢタイプ　並目×集水桝・ＪＩＳ側溝等直壁 宝機材 グレーチングホルダー ネオＢタイプ　並目×集水桝 組 282 ○ ○ 1115 グレーチング

グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品
―

1115070006 グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー Ｓタイプ並目　並目×集水桝・ＪＩＳ側溝 宝機材 グレーチングホルダー Ｓタイプ並目　並目×集水桝 組 282 ○ ○ 1115 グレーチング

グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品
―

1115070008 グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー Ｃタイプ　細目×自由勾配側溝 宝機材 グレーチングホルダー Ｃタイプ　細目×自由勾配側溝 組 282 ○ ○ 1115 グレーチング

グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品
―

1115070010 グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー Ｄタイプ　細目×集水桝・ＪＩＳ側溝等直壁 宝機材 グレーチングホルダー Ｄタイプ　細目×集水桝 組 282 ○ ○ 1115 グレーチング

グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品
―

1115070012
グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー 橋梁マス蓋ホルダー・橋梁部・鋳物桝の固定（橋梁用） 宝機
材

グレーチングホルダー 橋梁マス蓋ホルダー・橋梁部 組 282 ○ ○ 1115 グレーチング

グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品
―

1115070014 グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー グレーチング＋ＦＲＰ製桝（橋梁用） 宝機材 グレーチングホルダー グレーチング＋ＦＲＰ製桝 組 282 ○ ○ 1115 グレーチング

グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品
―

1115070016 グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー 円形水路グレーチング固定 宝機材 グレーチングホルダー 円形水路グレーチング固定 組 282 ○ ○ 1115 グレーチング

グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品
―

1115070018 グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー Ｒタイプ　並目グレーチング連結用 宝機材 グレーチングホルダー Ｒタイプ並目グレーチング連結用 組 282 ○ ○ 1115 グレーチング
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グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品
―

1115070020 グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングホルダー Ｒタイプ　細目グレーチング連結用 宝機材 グレーチングホルダー Ｒタイプ細目グレーチング連結用 組 282 ○ ○ 1115 グレーチング

グレーチング跳ね上がり防止金具―ブランド品
―

1115071002 グレーチング跳ね上がり防止金具 グレーチングキャッチミニ 標準 ダイクレ グレーチングキャッチミニ 標準 組 282 ○ ○ 1115 グレーチング

歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品
―

2607040100
歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＭ－４０ 幅４００ｍｍ×長１，０００ｍｍ×高１９ｍｍ ７．１ｋｇ／枚 朝日ス
チール工業

エキスパンドメタル型歩鋼板 ＨＭ－４０　４００×１０００ 枚 282 ○ ○ 2607 グレーチング

歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品
―

2607040110
歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＭ－４５ 幅４５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ×高１９ｍｍ ７．８ｋｇ／枚 朝日ス
チール工業

エキスパンドメタル型歩鋼板 ＨＭ－４５　４５０×１０００ 枚 282 ○ ○ 2607 グレーチング

歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品
―

2607040120
歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＭ－５０ 幅５００ｍｍ×長１，０００ｍｍ×高１９ｍｍ ８．５ｋｇ／枚 朝日ス
チール工業

エキスパンドメタル型歩鋼板 ＨＭ－５０　５００×１０００ 枚 282 ○ ○ 2607 グレーチング

歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品
―

2607040040
歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＫ－１ 幅１，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ×高４５ｍｍ ２７．０ｋｇ／枚 朝
日スチール工業

エキスパンドメタル型歩鋼板 ＨＫ－１　１０００×１０００ 枚 282 ○ ○ 2607 グレーチング

歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品
―

2607040050
歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＫ－２ 幅１，２００ｍｍ×長１，０００ｍｍ×高４５ｍｍ ３３．０ｋｇ／枚 朝
日スチール工業

エキスパンドメタル型歩鋼板 ＨＫ－２　１２００×１０００ 枚 282 ○ ○ 2607 グレーチング

歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品
―

2607040060
歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＫ－３ 幅１，３００ｍｍ×長１，０００ｍｍ×高４５ｍｍ ３７．０ｋｇ／枚 朝
日スチール工業

エキスパンドメタル型歩鋼板 ＨＫ－３　１３００×１０００ 枚 282 ○ ○ 2607 グレーチング

歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品
―

2607040070
歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＫ－４ 幅１，４００ｍｍ×長１，０００ｍｍ×高４５ｍｍ ３９．０ｋｇ／枚 朝
日スチール工業

エキスパンドメタル型歩鋼板 ＨＫ－４　１４００×１０００ 枚 282 ○ ○ 2607 グレーチング

歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品
―

2607040080
歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＫ－５ 幅１，５００ｍｍ×長１，０００ｍｍ×高４５ｍｍ ４１．０ｋｇ／枚 朝
日スチール工業

エキスパンドメタル型歩鋼板 ＨＫ－５　１５００×１０００ 枚 282 ○ ○ 2607 グレーチング

歩鋼板（エキスパンドメタル型）―ブランド品
―

2607040090 歩鋼板（エキスパンドメタル型） ＨＫ－不定尺 幅長１ｍ未満 朝日スチール工業 エキスパンドメタル型歩鋼板 ＨＫ－不定尺　Ｗ・Ｌ１ｍ未満 ｍ２ 282 ○ ○ 2607 グレーチング

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010220 水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ２９０ 呼び径８０Ａ×長５．５ｍ 管厚４．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１ 塗覆装鋼管　ＳＴＷ２９０ ８０Ａ×５．５ｍ　厚４．２ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010230 水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ２９０ 呼び径１００Ａ×長５．５ｍ 管厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１ 塗覆装鋼管　ＳＴＷ２９０ １００Ａ×５．５ｍ厚４．５ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010240 水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ２９０ 呼び径１２５Ａ×長５．５ｍ 管厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１ 塗覆装鋼管　ＳＴＷ２９０ １２５Ａ×５．５ｍ厚４．５ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010250 水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ２９０ 呼び径１５０Ａ×長５．５ｍ 管厚５．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１ 塗覆装鋼管　ＳＴＷ２９０ １５０Ａ×５．５ｍ　厚５ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010260 水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ２９０ 呼び径２００Ａ×長５．５ｍ 管厚５．８ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１ 塗覆装鋼管　ＳＴＷ２９０ ２００Ａ×５．５ｍ厚５．８ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010270 水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ２９０ 呼び径２５０Ａ×長５．５ｍ 管厚６．６ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１ 塗覆装鋼管　ＳＴＷ２９０ ２５０Ａ×５．５ｍ厚６．６ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010280 水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ２９０ 呼び径３００Ａ×長５．５ｍ 管厚６．９ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１ 塗覆装鋼管　ＳＴＷ２９０ ３００Ａ×５．５ｍ厚６．９ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010290 水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ３７０ 呼び径８０Ａ×長５．５ｍ 管厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１ 塗覆装鋼管　ＳＴＷ３７０ ８０Ａ×５．５ｍ　厚４．５ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010300 水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ３７０ 呼び径１００Ａ×長５．５ｍ 管厚４．９ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１ 塗覆装鋼管　ＳＴＷ３７０ １００Ａ×５．５ｍ厚４．９ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010310 水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ３７０ 呼び径１２５Ａ×長５．５ｍ 管厚５．１ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１ 塗覆装鋼管　ＳＴＷ３７０ １２５Ａ×５．５ｍ厚５．１ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010320 水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ３７０ 呼び径１５０Ａ×長５．５ｍ 管厚５．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１ 塗覆装鋼管　ＳＴＷ３７０ １５０Ａ×５．５ｍ厚５．５ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010330 水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ３７０ 呼び径２００Ａ×長５．５ｍ 管厚６．４ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１ 塗覆装鋼管　ＳＴＷ３７０ ２００Ａ×５．５ｍ厚６．４ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010340 水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ３７０ 呼び径２５０Ａ×長５．５ｍ 管厚６．４ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１ 塗覆装鋼管　ＳＴＷ３７０ ２５０Ａ×５．５ｍ厚６．４ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010350 水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ３７０ 呼び径３００Ａ×長５．５ｍ 管厚６．４ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１ 塗覆装鋼管　ＳＴＷ３７０ ３００Ａ×５．５ｍ厚６．４ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010360
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径３５０Ａ×長６．０ｍ 管厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－
１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ ３５０Ａ×６ｍ　厚６ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010370
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径４００Ａ×長６．０ｍ 管厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－
１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ ４００Ａ×６ｍ　厚６ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010380
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径４５０Ａ×長６．０ｍ 管厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－
１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ ４５０Ａ×６ｍ　厚６ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010390
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径５００Ａ×長６．０ｍ 管厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－
１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ ５００Ａ×６ｍ　厚６ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010400
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径６００Ａ×長６．０ｍ 管厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－
１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ ６００Ａ×６ｍ　厚６ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010410
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径７００Ａ×長６．０ｍ 管厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－
１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ ７００Ａ×６ｍ　厚７ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010420
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径８００Ａ×長６．０ｍ 管厚８．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－
１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ ８００Ａ×６ｍ　厚８ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010430
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径９００Ａ×長６．０ｍ 管厚８．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－
１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ ９００Ａ×６ｍ　厚８ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010440
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，０００Ａ×長６．０ｍ 管厚９．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４
３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ １０００Ａ×６ｍ　厚９ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010450
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，１００Ａ×長６．０ｍ 管厚１０．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ １１００Ａ×６ｍ　厚１０ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010460
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，２００Ａ×長６．０ｍ 管厚１１．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ １２００Ａ×６ｍ　厚１１ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010470
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，３５０Ａ×長６．０ｍ 管厚１２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ １３５０Ａ×６ｍ　厚１２ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010480
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，５００Ａ×長６．０ｍ 管厚１４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ １５００Ａ×６ｍ　厚１４ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010490
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，６００Ａ×長６．０ｍ 管厚１５．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ １６００Ａ×６ｍ　厚１５ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010500
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，６５０Ａ×長６．０ｍ 管厚１５．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ １６５０Ａ×６ｍ　厚１５ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010510
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，８００Ａ×長６．０ｍ 管厚１６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ １８００Ａ×６ｍ　厚１６ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010520
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径１，９００Ａ×長６．０ｍ 管厚１７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ １９００Ａ×６ｍ　厚１７ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010530
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ａ 呼び径２，０００Ａ×長６．０ｍ 管厚１８．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ａ ２０００Ａ×６ｍ　厚１８ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010590
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径７００Ａ×長６．０ｍ 管厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－
１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ ７００Ａ×６ｍ　厚６ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010600
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径８００Ａ×長６．０ｍ 管厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－
１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ ８００Ａ×６ｍ　厚７ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010610
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径９００Ａ×長６．０ｍ 管厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－
１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ ９００Ａ×６ｍ　厚７ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010620
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，０００Ａ×長６．０ｍ 管厚８．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４
３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ １０００Ａ×６ｍ　厚８ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010630
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，１００Ａ×長６．０ｍ 管厚８．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４
３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ １１００Ａ×６ｍ　厚８ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010640
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，２００Ａ×長６．０ｍ 管厚９．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４４
３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ １２００Ａ×６ｍ　厚９ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010650
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，３５０Ａ×長６．０ｍ 管厚１０．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ １３５０Ａ×６ｍ　厚１０ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010660
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，５００Ａ×長６．０ｍ 管厚１１．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ １５００Ａ×６ｍ　厚１１ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010670
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，６００Ａ×長６．０ｍ 管厚１２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ １６００Ａ×６ｍ　厚１２ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010680
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，６５０Ａ×長６．０ｍ 管厚１２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ １６５０Ａ×６ｍ　厚１２ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010690
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，８００Ａ×長６．０ｍ 管厚１３．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ １８００Ａ×６ｍ　厚１３ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010700
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径１，９００Ａ×長６．０ｍ 管厚１４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ １９００Ａ×６ｍ　厚１４ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（直管） 1301010710
水輸送塗覆装鋼管（直管） ＳＴＷ４００－Ｂ 呼び径２，０００Ａ×長６．０ｍ 管厚１５．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
４３－１

塗覆装鋼管　ＳＴＷ４００－Ｂ ２０００Ａ×６ｍ　厚１５ｍｍ 本 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050010 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径８０Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径８０Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050020 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径１００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050030 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１２５Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径１２５Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050040 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１５０Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径１５０Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050050 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径２００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径２００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050060 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径２５０Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径２５０Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050070 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径３００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径３００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050080 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径３５０Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径３５０Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050090 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径４００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径４００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050100 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径４５０Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径４５０Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050110 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径５００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径５００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050120 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径６００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径６００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050130 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径７００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径７００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050140 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径８００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径８００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050150 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径９００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径９００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050160 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１，０００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径１０００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管
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ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050170 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１，１００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径１１００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050180 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１，２００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径１２００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050190 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１，３５０Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径１３５０Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050200 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１，５００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径１５００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050210 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１，６００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径１６００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050220 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１，６５０Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径１６５０Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050230 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１，８００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径１８００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050240 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径１，９００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径１９００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

ジョイントコート（熱収縮シート） 1301050250 ジョイントコート（熱収縮シート） 呼び径２，０００Ａ ジョイントコート　熱収縮シート 呼び径２０００Ａ用 セット 283 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029044 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ１５ 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ１５　８０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029046 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ１５ 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ１５　１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029048 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ１５ 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ１５　１２５Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029050 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ１５ 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ１５　１５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029052 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ１５ 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ１５　２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029054 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ１５ 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ１５　２５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029056 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ１５ 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ１５　３００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029082 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２５ 呼び径７００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２５　７００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029084 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２５ 呼び径８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２５　８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029086 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２５ 呼び径９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２５　９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029088 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２５　１０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029090 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２５　１１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029092 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２５　１２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029094 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，３５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２５　１３５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029096 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，５００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２５　１５００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029098 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，６００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２５　１６００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029100 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，６５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２５　１６５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029102 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２５　１８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029104 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２５　１９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029106 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２５ 呼び径２，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２５　２０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029058 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　８０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029060 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029062 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　１２５Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029064 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　１５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029066 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029068 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　２５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029070 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　３００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029108 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　３５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029110 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径４００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　４００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029112 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径４５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　４５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029114 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径５００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　５００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029116 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径６００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　６００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029118 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径７００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　７００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029120 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029122 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029124 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　１０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029126 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　１１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029128 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　１２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029130 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，３５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　１３５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029132 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，５００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　１５００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029134 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，６００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　１６００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029136 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，６５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　１６５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029138 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　１８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029140 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　１９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301029142 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ９０°曲管 Ｆ２９ 呼び径２，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　９０度曲管 Ｆ２９　２０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024544 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ１５ 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ１５　８０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024546 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ１５ 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ１５　１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024548 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ１５ 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ１５　１２５Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024550 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ１５ 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ１５　１５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024552 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ１５ 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ１５　２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024554 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ１５ 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ１５　２５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024556 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ１５ 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ１５　３００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024582 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２５ 呼び径７００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２５　７００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024584 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２５ 呼び径８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２５　８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024586 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２５ 呼び径９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２５　９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024588 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２５　１０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024590 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２５　１１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024592 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２５　１２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024594 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，３５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２５　１３５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024596 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，５００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２５　１５００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024598 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，６００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２５　１６００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024600 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，６５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２５　１６５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024602 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２５　１８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024604 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２５　１９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024606 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２５ 呼び径２，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２５　２０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024558 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　８０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024560 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024562 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　１２５Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024564 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　１５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024566 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024568 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　２５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024570 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　３００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024608 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　３５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024610 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径４００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　４００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024612 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径４５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　４５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024614 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径５００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　５００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024616 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径６００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　６００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024618 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径７００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　７００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024620 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024622 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024624 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　１０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024626 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　１１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024628 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　１２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024630 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，３５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　１３５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024632 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，５００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　１５００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024634 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，６００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　１６００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024636 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，６５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　１６５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024638 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　１８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024640 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　１９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301024642 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ４５°曲管 Ｆ２９ 呼び径２，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　４５度曲管 Ｆ２９　２０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022244 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ１５ 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ１５　８０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022246 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ１５ 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ１５　１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022248 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ１５ 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ１５　１２５Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022250 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ１５ 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ１５　１５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022252 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ１５ 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ１５　２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022254 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ１５ 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ１５　２５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022256 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ１５ 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ１５　３００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022282 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２５ 呼び径７００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２５　７００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022284 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２５ 呼び径８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２５　８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022286 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２５ 呼び径９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２５　９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022288 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２５　１０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022290 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２５　１１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022292 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２５　１２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022294 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，３５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２５　１３５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022296 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，５００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２５　１５００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022298 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，６００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２５　１６００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022300 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，６５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２５　１６５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022302 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２５　１８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022304 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２５　１９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022306 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２５ 呼び径２，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２５　２０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022258 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　８０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022260 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022262 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　１２５Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022264 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　１５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022266 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022268 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　２５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022270 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　３００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022308 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　３５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022310 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径４００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　４００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022312 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径４５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　４５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022314 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径５００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　５００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022316 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径６００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　６００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022318 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径７００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　７００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022320 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022322 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022324 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　１０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022326 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　１１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022328 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　１２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022330 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，３５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　１３５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022332 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，５００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　１５００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022334 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，６００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　１６００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022336 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，６５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　１６５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022338 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　１８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022340 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　１９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022342 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ２２　１／２°曲管 Ｆ２９ 呼び径２，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　２２・１／２度曲管 Ｆ２９　２０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021102 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ１５ 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ１５　８０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021104 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ１５ 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ１５　１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021106 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ１５ 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ１５　１２５Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021108 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ１５ 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ１５　１５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021110 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ１５ 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ１５　２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021112 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ１５ 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ１５　２５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021114 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ１５ 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ１５　３００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021126 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２５ 呼び径７００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２５　７００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021128 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２５ 呼び径８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２５　８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021130 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２５ 呼び径９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２５　９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021132 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２５　１０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021134 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２５　１１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021136 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２５　１２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021138 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，３５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２５　１３５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021140 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，５００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２５　１５００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021142 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，６００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２５　１６００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021144 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，６５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２５　１６５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021146 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２５　１８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021148 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２５　１９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021150 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２５ 呼び径２，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２５　２０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021152 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　８０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021154 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021156 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　１２５Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021158 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　１５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021160 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021162 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　２５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021164 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　３００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021166 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　３５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021168 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径４００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　４００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021170 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径４５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　４５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021172 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径５００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　５００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021174 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径６００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　６００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021176 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径７００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　７００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021178 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021180 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021182 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　１０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021184 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　１１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021186 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　１２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021188 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，３５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　１３５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021190 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，５００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　１５００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021192 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，６００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　１６００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021194 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，６５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　１６５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021196 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　１８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021198 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　１９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021200 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） １１　１／４°曲管 Ｆ２９ 呼び径２，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　１１・１／４度曲管 Ｆ２９　２０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021532 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２５　１０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021534 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２５　１１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021536 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２５　１２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021538 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，３５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２５　１３５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021540 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，５００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２５　１５００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021542 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，６００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２５　１６００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021544 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，６５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２５　１６５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021546 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２５　１８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021548 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２５ 呼び径１，９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２５　１９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021550 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２５ 呼び径２，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２５　２０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021582 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２９　１０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021584 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，１００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２９　１１００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021586 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，２００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２９　１２００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021588 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，３５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２９　１３５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021590 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，５００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２９　１５００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021592 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，６００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２９　１６００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021594 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，６５０Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２９　１６５０Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021596 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，８００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２９　１８００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021598 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２９ 呼び径１，９００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２９　１９００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301021600 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） ５　５／８°曲管 Ｆ２９ 呼び径２，０００Ａ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　５・５／８度曲管 Ｆ２９　２０００Ａ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020244 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ ８０×８０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　８０×８０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020246 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ １００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　１００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020248 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ １２５×１２５ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　１２５×１２５ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020250 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ １５０×１５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　１５０×１５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020252 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ ２００×２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　２００×２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020254 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ ２５０×２５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　２５０×２５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020256 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ ３００×３００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　３００×３００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

636 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020272 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ ３５０×３５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　３５０×３５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020274 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ ４００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　４００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020276 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ ４５０×４５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　４５０×４５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020278 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ ５００×５００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　５００×５００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020280 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ ６００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　６００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020282 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ ７００×７００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　７００×７００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020284 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ ８００×８００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　８００×８００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020286 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ ９００×９００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　９００×９００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020288 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ １，０００×９００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　１０００×９００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020290 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ １，１００×１，０００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　１１００×１０００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020292 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ １，２００×１，１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　１２００×１１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020294 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ １，３５０×１，２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　１３５０×１２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020296 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ １，５００×１，３５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　１５００×１３５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020298 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ １，６００×１，２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　１６００×１２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020300 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ １，６５０×１，２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　１６５０×１２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020302 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ １，８００×１，３５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　１８００×１３５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020304 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ １，９００×１，３５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　１９００×１３５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020306 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１２ ２，０００×１，５００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１２　２０００×１５００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020258 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ ８０×８０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　８０×８０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020260 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ １００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　１００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020262 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ １２５×１２５ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　１２５×１２５ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020264 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ １５０×１５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　１５０×１５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020266 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ ２００×２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　２００×２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020268 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ ２５０×２５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　２５０×２５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020270 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ ３００×３００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　３００×３００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020308 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ ３５０×３５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　３５０×３５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020310 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ ４００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　４００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020312 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ ４５０×４５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　４５０×４５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020314 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ ５００×５００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　５００×５００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020316 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ ６００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　６００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020318 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ ７００×７００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　７００×７００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020320 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ ８００×８００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　８００×８００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020322 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ ９００×９００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　９００×９００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020324 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ １，０００×９００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　１０００×９００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020326 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ １，１００×１，０００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　１１００×１０００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020328 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ １，２００×１，１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　１２００×１１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020330 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ １，３５０×１，２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　１３５０×１２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020332 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ １，５００×１，３５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　１５００×１３５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020334 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ １，６００×１，２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　１６００×１２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020336 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ １，６５０×１，２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　１６５０×１２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020338 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ １，８００×１，３５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　１８００×１３５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020340 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ １，９００×１，３５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　１９００×１３５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301020342 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） Ｔ字管 Ｆ１５ ２，０００×１，５００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　Ｔ字管 Ｆ１５　２０００×１５００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022502 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ ８０×８０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　８０×８０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022504 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　１００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022506 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １２５×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　１２５×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022508 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １５０×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　１５０×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022510 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ ２００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　２００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022512 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ ２５０×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　２５０×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022514 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ ３００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　３００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022516 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ ３５０×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　３５０×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022518 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ ４００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　４００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022520 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ ４５０×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　４５０×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022522 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ ５００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　５００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022524 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ ６００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　６００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022526 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ ７００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　７００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022528 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ ８００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　８００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022530 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ ９００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　９００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022532 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，０００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　１０００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022534 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，１００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　１１００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022536 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，２００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　１２００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022538 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，３５０×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　１３５０×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022540 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，５００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　１５００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022542 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，６００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　１６００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022544 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，６５０×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　１６５０×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022546 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，８００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　１８００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022548 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ １，９００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　１９００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022550 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ ２，０００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＲＦ　２０００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022552 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ８０×８０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　８０×８０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022554 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　１００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022556 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １２５×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　１２５×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022558 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １５０×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　１５０×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

640 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022560 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ２００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　２００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022562 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ２５０×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　２５０×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022564 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ３００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　３００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022566 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ３５０×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　３５０×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022568 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ４００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　４００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022570 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ４５０×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　４５０×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022572 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ５００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　５００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022574 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ６００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　６００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022576 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ７００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　７００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022578 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ８００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　８００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022580 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ９００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　９００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022582 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，０００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　１０００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022584 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，１００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　１１００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022586 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，２００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　１２００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022588 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，３５０×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　１３５０×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022590 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，５００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　１５００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022592 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，６００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　１６００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022594 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，６５０×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　１６５０×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022596 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，８００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　１８００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022598 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ １，９００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　１９００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022600 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ ２，０００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１２ＧＦ　２０００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022602 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ８０×８０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　８０×８０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022604 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　１００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022606 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １２５×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　１２５×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022608 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １５０×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　１５０×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022610 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ２００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　２００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022612 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ２５０×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　２５０×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022614 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ３００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　３００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022616 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ３５０×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　３５０×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022618 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ４００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　４００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022620 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ４５０×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　４５０×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022622 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ５００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　５００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022624 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ６００×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　６００×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022626 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ７００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　７００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022628 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ８００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　８００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022630 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ９００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　９００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022632 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，０００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　１０００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022634 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，１００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　１１００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022636 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，２００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　１２００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022638 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，３５０×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　１３５０×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022640 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，５００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　１５００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022642 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，６００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　１６００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022644 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，６５０×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　１６５０×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022646 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，８００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　１８００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022648 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ １，９００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　１９００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022650 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ ２，０００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　フランジ付Ｔ字管 Ｆ１５ＧＦ　２０００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023044 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ１５ １００×８０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ１５　１００×８０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023046 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ１５ １２５×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ１５　１２５×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023048 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ１５ １５０×１２５ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ１５　１５０×１２５ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023050 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ１５ ２００×１５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ１５　２００×１５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023052 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ１５ ２５０×２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ１５　２５０×２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023054 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ１５ ３００×２５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ１５　３００×２５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023056 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ ７００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２５　７００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023058 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ ８００×７００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２５　８００×７００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023060 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ ９００×８００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２５　９００×８００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023062 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，０００×９００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２５　１０００×９００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023064 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，１００×１，０００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２５　１１００×１０００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023066 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，２００×１，１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２５　１２００×１１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023068 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，３５０×１，２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２５　１３５０×１２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023070 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，５００×１，３５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２５　１５００×１３５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023072 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，６００×１，５００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２５　１６００×１５００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023074 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，６５０×１，６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２５　１６５０×１６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023076 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，８００×１，６５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２５　１８００×１６５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023078 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ １，９００×１，８００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２５　１９００×１８００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023080 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２５ ２，０００×１，９００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２５　２０００×１９００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023082 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １００×８０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　１００×８０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023084 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １２５×１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　１２５×１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023086 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １５０×１２５ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　１５０×１２５ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023088 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ２００×１５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　２００×１５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023090 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ２５０×２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　２５０×２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023092 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ３００×２５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　３００×２５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023094 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ３５０×３００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　３５０×３００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023096 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ４００×３５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　４００×３５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023098 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ４５０×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　４５０×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023100 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ５００×４５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　５００×４５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023102 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ６００×５００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　６００×５００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023104 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ７００×６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　７００×６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023106 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ８００×７００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　８００×７００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023108 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ９００×８００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　９００×８００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023110 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，０００×９００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　１０００×９００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023112 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，１００×１，０００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　１１００×１０００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023114 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，２００×１，１００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　１２００×１１００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023116 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，３５０×１，２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　１３５０×１２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023118 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，５００×１，３５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　１５００×１３５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023120 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，６００×１，５００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　１６００×１５００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023122 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，６５０×１，６００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　１６５０×１６００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023124 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，８００×１，６５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　１８００×１６５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023126 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ １，９００×１，８００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　１９００×１８００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301023128 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 片落管 Ｆ２９ ２，０００×１，９００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　片落管 Ｆ２９　２０００×１９００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022802 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ２００×８０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　２００×８０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

645 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022804 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ２５０×８０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　２５０×８０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022806 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ３００×８０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　３００×８０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022808 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ３５０×８０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　３５０×８０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022810 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ４００×１５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　４００×１５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022812 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ４５０×２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　４５０×２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022814 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ５００×２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　５００×２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022816 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ６００×２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　６００×２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022818 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ７００×２５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　７００×２５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022820 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ８００×３００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　８００×３００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022822 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ９００×３５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　９００×３５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022846 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，０００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　１０００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022848 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，１００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　１１００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022850 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，２００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　１２００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022852 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，３５０×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　１３５０×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022854 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，５００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　１５００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022856 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，６００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　１６００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022858 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，６５０×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　１６５０×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022860 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，８００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　１８００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022862 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ １，９００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　１９００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022864 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１２ ２，０００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１２　２０００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022824 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ２００×８０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　２００×８０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022826 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ２５０×８０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　２５０×８０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022828 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ３００×８０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　３００×８０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022830 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ３５０×８０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　３５０×８０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022832 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ４００×１５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　４００×１５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022834 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ４５０×２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　４５０×２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022836 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ５００×２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　５００×２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022838 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ６００×２００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　６００×２００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022840 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ７００×２５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　７００×２５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022842 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ８００×３００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　８００×３００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022844 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ９００×３５０ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　９００×３５０ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022866 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，０００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　１０００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022868 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，１００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　１１００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022870 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，２００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　１２００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022872 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，３５０×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　１３５０×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022874 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，５００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　１５００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管
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水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022876 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，６００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　１６００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022878 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，６５０×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　１６５０×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022880 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，８００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　１８００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022882 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ １，９００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　１９００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 1301022884 水輸送用塗覆装鋼管（異形管） 排水Ｔ字管 Ｆ１５ ２，０００×４００ ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２ 塗覆装鋼管　排水Ｔ字管 Ｆ１５　２０００×４００ 個 284 ○ ○ 1301 鋼管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010052
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010054
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010056
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010058
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010060
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010062
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010063
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤ
ＰＡ　Ｇ　１０４９

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010064
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010066
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤ
ＰＡ　Ｇ　１０４９

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010072
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010074
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010076
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010078
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010080
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010082
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010083
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤ
ＰＡ　Ｇ　１０４９

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010084
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010086
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤ
ＰＡ　Ｇ　１０４９

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058150
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径７５ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058152
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径１００ｍｍ
×長４ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058154
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径１５０ｍｍ
×長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058156
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径２００ｍｍ
×長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058158
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径２５０ｍｍ
×長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058160
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径３００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058162
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径３５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058164
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径４００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058166
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径４５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058550
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径７５ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058552
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径１００ｍｍ
×長４ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058554
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径１５０ｍｍ
×長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058556
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径２００ｍｍ
×長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058558
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径２５０ｍｍ
×長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058560
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径３００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058562
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径３５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058564
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径４００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058566
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径４５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010002
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010004
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010006
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010008
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010010
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010012
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010013
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰ
Ａ　Ｇ　１０４９

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010014
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010016
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰ
Ａ　Ｇ　１０４９

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　水道用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010022
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010024
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010026
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010028
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010030
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010032
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010033
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰ
Ａ　Ｇ　１０４９

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010034
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１２０

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311010036
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＧＸ形Ｓ種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＤＰ
Ａ　Ｇ　１０４９

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　水道用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058102
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058104
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径１００ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058106
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058108
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径２００ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058110
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径２５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058112
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径３００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058114
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径３５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058116
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径４００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058118
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形１種 呼び径４５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形１種　埋設用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058502
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058504
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径１００ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058506
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058508
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径２００ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058510
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径２５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058512
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径３００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058514
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径３５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058516
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径４００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311058518
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＧＸ形Ｓ種 呼び径４５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＧＸ形Ｓ種　埋設用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018102
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018104
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018106
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018108
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018110
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018112
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018114
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018116
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018118
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018302
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018304
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018306
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018308
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018310
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018312
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018314
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018316
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018318
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057151
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径７５ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057152
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径１００ｍｍ
×長４ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057153
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径１５０ｍｍ
×長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057154
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径２００ｍｍ
×長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057155
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径２５０ｍｍ
×長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057156
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径３００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057157
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径３５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057158
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径４００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057159
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径４５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057351
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径７５ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057352
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径１００ｍｍ
×長４ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057353
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径１５０ｍｍ
×長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057354
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径２００ｍｍ
×長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057355
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径２５０ｍｍ
×長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057356
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径３００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057357
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径３５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057358
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径４００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057359
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径４５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017102
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017104
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017106
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017108
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017110
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017112
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017114
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017116
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017118
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　水道用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017302
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017304
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017306
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017308
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017310
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017312
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017314
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017316
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017318
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　水道用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057101
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057102
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径１００ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057103
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057104
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径２００ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057105
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径２５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057106
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径３００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057107
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径３５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057108
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径４００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057109
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形１種 呼び径４５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形１種　埋設用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057301
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057302
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径１００ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057303
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057304
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径２００ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057305
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径２５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057306
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径３００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057307
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径３５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057308
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径４００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057309
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形３種 呼び径４５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形３種　埋設用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012688
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｓ５０形Ｓ種 呼び径５０ｍｍ×長４ｍ ＪＤ
ＰＡ　Ｇ　１０５２

ＦＣＤ直管　Ｓ５０形Ｓ種水道用 径５０ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012708
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｅ種管 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４２－２

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｅ種管水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面珪砂 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012766
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｅ種管 呼び径１００ｍｍ×
長５ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４２－２

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｅ種管水道用 径１００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面珪砂 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012712
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｅ種管 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４２－２

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｅ種管水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面珪砂 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016102
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016104
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016106
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016108
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016110
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012714
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012716
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012718
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012720
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016302
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016304
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016306
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016308
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016310
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012722
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012724
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012726
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012728
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056152
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056154
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径１００ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056156
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056158
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径２００ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056160
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径２５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056182
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径３００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056184
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径３５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056186
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径４００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056188
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径４５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056362
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056364
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径１００ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056366
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056368
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径２００ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056370
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径２５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056392
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径３００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056394
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径３５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056396
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径４００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056398
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径４５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013102
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ　Ｇ
５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013104
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013106
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013108
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013110
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013112
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013114
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013116
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013118
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013326
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ　Ｇ
５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013328
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013330
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013332
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013334
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013336
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013338
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013302
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013304
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056102
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４
ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056104
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径１００ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056106
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056108
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径２００ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056110
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056112
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径３００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056114
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056113
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径４００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056115
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056301
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４
ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056302
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径１００ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056303
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056304
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径２００ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056305
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056306
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径３００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056307
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径３５０ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056308
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径４００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056309
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径４５０ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 285 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043002 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７５×７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043004
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１００×７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 １００×７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043008
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 １００×１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043006
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043010
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 １５０×１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043016
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 １５０×１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043012
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ２００×１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043018
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ２００×１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043022
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ２００×２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043014
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ２５０×１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043020
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ２５０×１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043024
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ２５０×２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043232
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ３００×１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043234
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ３００×１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043236
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ３００×２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043286
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ３００×３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043544
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３５０×２５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１
０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ３５０×２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043546
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３５０×３５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１
０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ３５０×３５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043288
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４００×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ４００×３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043290
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４００×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ４００×４００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043606
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４５０×３００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１
０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ４５０×３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043608
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４５０×４５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１
０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　二受Ｔ字管 ４５０×４５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043026
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１００×７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管 １００×７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043028
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１５０×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管 １５０×１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043030
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管 ２００×１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043032
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管 ２５０×２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043238
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管 ３００×１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043240
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管 ３００×１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043242
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管 ３００×２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043378
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管 ３００×２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043548
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０×１５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管 ３５０×１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043550
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０×２００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管 ３５０×２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043552
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０×２５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管 ３５０×２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043554
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０×３００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管 ３５０×３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043292
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管 ４００×２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043294
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管 ４００×３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043610
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０×３００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管 ４５０×３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043612
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０×４００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形受挿し片落管 ４５０×４００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043034
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１００×７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管 １００×７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043036
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１５０×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管 １５０×１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043038
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管 ２００×１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043040
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管 ２５０×２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043244
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管 ３００×１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043246
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管 ３００×１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043248
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管 ３００×２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043380
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管 ３００×２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043556
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０×１５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管 ３５０×１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043558
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０×２００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管 ３５０×２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043560
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０×２５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管 ３５０×２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043562
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０×３００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管 ３５０×３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043296
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管 ４００×２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043298
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管 ４００×３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043614
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０×３００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管 ４５０×３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043616
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０×４００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形挿し受片落管 ４５０×４００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043042 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ９０度　７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043044 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ９０度　１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043046 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ９０度　１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043048 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ９０度　２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043050 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ９０度　２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043250 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ９０度　３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043564 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ９０度　３５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043300 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ９０度　４００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043618 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ９０度　４５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043052 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ４５度　７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043054 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ４５度　１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043056 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ４５度　１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043058 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ４５度　２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043060 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ４５度　２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043252 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ４５度　３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043566 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ４５度　３５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043302 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ４５度　４００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043620 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ４５度　４５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043062
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ２２　１／２度　７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043064
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ２２　１／２度　１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043066
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ２２　１／２度　１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043068
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ２２　１／２度　２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043070
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ２２　１／２度　２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043254
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ２２　１／２度　３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043568
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ２２　１／２度　３５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043304
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ２２　１／２度　４００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043622
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ２２　１／２度　４５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043072
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 １１　１／４度　７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043074
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 １１　１／４度　１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043076
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 １１　１／４度　１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043078
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 １１　１／４度　２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043080
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 １１　１／４度　２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043256
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 １１　１／４度　３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043570
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 １１　１／４度　３５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043306
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 １１　１／４度　４００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043624
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 １１　１／４度　４５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043326
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ５　５／８度　７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043328
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ５　５／８度　１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043330
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ５　５／８度　１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043332
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ５　５／８度　２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043334
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ５　５／８度　２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043336
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ５　５／８度　３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043572
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１
０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ５　５／８度　３５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043338
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ５　５／８度　４００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043626
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１
０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　曲管 ５　５／８度　４５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043082 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ４５度　７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043084
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ４５度　１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043086
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ４５度　１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043088
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ４５度　２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043090
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ４５度　２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043258
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ４５度　３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043574
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０
４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ４５度　３５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043308
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ４５度　４００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043628
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０
４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ４５度　４５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043092
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ２２　１／２度　７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043094
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ２２　１／２度　１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043096
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ２２　１／２度　１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043098
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ２２　１／２度　２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043100
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ２２　１／２度　２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043260
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ２２　１／２度　３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043576
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ
Ｇ　１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ２２　１／２度　３５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043310
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ２２　１／２度　４００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043630
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ
Ｇ　１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受曲管 ２２　１／２度　４５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043102
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ （７．５Ｋ）
ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043104
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ （７．５
Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 １００×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043106
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ （７．５
Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043108
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ （７．５
Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ２００×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043110
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ （７．５
Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ２５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043262
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径３００×７５ｍｍ （７．５
Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ３００×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043372
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径３００×１００ｍｍ （７．５
Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ３００×１００ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043578
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径３５０×７５ｍｍ （７．５
Ｋ） ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ３５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043580
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径３５０×１００ｍｍ （７．５
Ｋ） ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ３５０×１００ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043312
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径４００×７５ｍｍ （７．５
Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ４００×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043374
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径４００×１００ｍｍ （７．５
Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ４００×１００ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043632
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径４５０×７５ｍｍ （７．５
Ｋ） ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ４５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043634
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径４５０×１００ｍｍ （７．５
Ｋ） ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ４５０×１００ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043112
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ
（７．５Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043114
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ
（７．５Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管 １００×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043116
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ
（７．５Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043118
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ
（７．５Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管 ２００×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043120
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ
（７．５Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管 ２５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043122
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ （７．
５Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043124
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ
（７．５Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 １００×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043126
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ
（７．５Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043128
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ
（７．５Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 ２００×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043130
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ
（７．５Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 ２５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043264
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径３００×７５ｍｍ
（７．５Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 ３００×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043376
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径３００×１００ｍｍ
（７．５Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 ３００×１００ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043582
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径３５０×７５ｍｍ
（７．５Ｋ） ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 ３５０×７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043584
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径３５０×１００ｍｍ
（７．５Ｋ） ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 ３５０×１００ｍｍ　７．５Ｋ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043340
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径３００×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　排水Ｔ字管 ３００×１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043586
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径３５０×１５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１
０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　排水Ｔ字管 ３５０×１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043342
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径４００×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　排水Ｔ字管 ４００×１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043636
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径４５０×２００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１
０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　排水Ｔ字管 ４５０×２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043142 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　継ぎ輪 ７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043144 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　継ぎ輪 １００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043146 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　継ぎ輪 １５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043148 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　継ぎ輪 ２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043150 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　継ぎ輪 ２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043268 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　継ぎ輪 ３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043588 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　継ぎ輪 ３５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043316 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　継ぎ輪 ４００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043638 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　継ぎ輪 ４５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043152 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受短管 ７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043154 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受短管 １００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043156 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受短管 １５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043158 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受短管 ２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043160 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受短管 ２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043270 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受短管 ３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043590 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受短管 ３５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043318 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受短管 ４００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043640 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　両受短管 ４５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043162 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　乙字管 ７５ｍｍ×３００Ｈ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043172 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　乙字管 ７５ｍｍ×４５０Ｈ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043164
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　乙字管 １００ｍｍ×３００Ｈ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043174
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　乙字管 １００ｍｍ×４５０Ｈ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043166
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　乙字管 １５０ｍｍ×３００Ｈ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043176
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　乙字管 １５０ｍｍ×４５０Ｈ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043168
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径２００ｍｍ×３００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　乙字管 ２００ｍｍ×３００Ｈ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043178
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径２００ｍｍ×４５０Ｈ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　乙字管 ２００ｍｍ×４５０Ｈ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043170
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径２５０ｍｍ×３００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　乙字管 ２５０ｍｍ×３００Ｈ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043180
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径２５０ｍｍ×４５０Ｈ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　乙字管 ２５０ｍｍ×４５０Ｈ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043272
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径３００ｍｍ×３００Ｈ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　乙字管 ３００ｍｍ×３００Ｈ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043274
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 乙字管 呼び径３００ｍｍ×４５０Ｈ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２
１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　乙字管 ３００ｍｍ×４５０Ｈ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043132 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　帽 ７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043134 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　帽 １００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043136 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　帽 １５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043138 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　帽 ２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043140 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　帽 ２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043266 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　帽 ３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043592 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　帽 ３５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043314 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　帽 ４００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043642 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　帽 ４５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043182 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　接合部品 ７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043184 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　接合部品 １００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043186 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　接合部品 １５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043188 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　接合部品 ２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043190 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　接合部品 ２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043276 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　接合部品 ３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043598 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　接合部品 ３５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043320 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　接合部品 ４００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043644 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　接合部品 ４５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043192 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　ライナ ７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043194 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　ライナ １００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043196 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　ライナ １５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043198 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　ライナ ２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043200 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　ライナ ２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043278 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　ライナ ３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043600 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　ライナ ３５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043322 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　ライナ ４００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043646 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９ ＦＣＤ異形管ＧＸ形　ライナ ４５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043202
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット 呼び径７５ｍｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット　７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043204
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット 呼び径１００ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット　１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043206
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット 呼び径１５０ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット　１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043208
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット 呼び径２００ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット　２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043210
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット 呼び径２５０ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット　２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043280
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット 呼び径３００ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット Ｐ－Ｌｉｎｋセット　３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043212
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット 呼び径７５ｍｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット　７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043214
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット 呼び径１００ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット　１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043216
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット 呼び径１５０ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット　１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043218
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット 呼び径２００ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット　２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043220
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット 呼び径２５０ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット　２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043282
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット 呼び径３００ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット Ｇ－Ｌｉｎｋセット　３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043222
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿し口リング 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット 挿し口リング　７５ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043224
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿し口リング 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット 挿し口リング　１００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043226
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿し口リング 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット 挿し口リング　１５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043228
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿し口リング 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット 挿し口リング　２００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043230
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿し口リング 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット 挿し口リング　２５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043284
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿し口リング 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット 挿し口リング　３００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043344
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿し口リング 呼び径３００ｍｍ（継ぎ輪接
合用） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット 挿し口リング　３００継ぎ輪接合 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043602
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿し口リング 呼び径３５０ｍｍ ＪＤＰＡ
Ｇ　１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット 挿し口リング　３５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043604
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿し口リング 呼び径３５０ｍｍ（継ぎ輪接
合用） ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット 挿し口リング　３５０継ぎ輪接合 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043324
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿し口リング 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット 挿し口リング　４００ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043346
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿し口リング 呼び径４００ｍｍ（継ぎ輪接
合用） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット 挿し口リング　４００継ぎ輪接合 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043648
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿し口リング 呼び径４５０ｍｍ ＪＤＰＡ
Ｇ　１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット 挿し口リング　４５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043650
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット 挿し口リング 呼び径４５０ｍｍ（継ぎ輪接
合用） ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９

ＦＣＤ異形管ＧＸ形切管ユニット 挿し口リング　４５０継ぎ輪接合 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキ
シ樹脂粉体塗装

1311043348
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径５０×５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０
５２

ＦＣＤ異形管Ｓ５０形二受Ｔ字管 ５０×５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキ
シ樹脂粉体塗装

1311043350 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５２ ＦＣＤ異形管Ｓ５０形　曲管 ９０度　５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキ
シ樹脂粉体塗装

1311043352 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５２ ＦＣＤ異形管Ｓ５０形　曲管 ４５度　５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキ
シ樹脂粉体塗装

1311043354
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０５２

ＦＣＤ異形管Ｓ５０形　曲管 ２２　１／２度　５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキ
シ樹脂粉体塗装

1311043356
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０５２

ＦＣＤ異形管Ｓ５０形　曲管 １１　１／４度　５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキ
シ樹脂粉体塗装

1311043358
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径５０×５０ｍｍ
ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５２

ＦＣＤ異形管Ｓ５０形Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　５０×５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキ
シ樹脂粉体塗装

1311043360 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５２ ＦＣＤ異形管Ｓ５０形　継ぎ輪 ５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキ
シ樹脂粉体塗装

1311043362 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受短管 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５２ ＦＣＤ異形管Ｓ５０形　両受短管 ５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキ
シ樹脂粉体塗装

1311043364 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５２ ＦＣＤ異形管Ｓ５０形　栓 ５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキ
シ樹脂粉体塗装

1311043366
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 （直管用） 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０５２

ＦＣＤ異形管Ｓ５０形　接合部品 直管用　５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキ
シ樹脂粉体塗装

1311043368
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 （切管・異形管用） 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰ
Ａ　Ｇ　１０５２

ＦＣＤ異形管Ｓ５０形　接合部品 切管・異形管用　５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキ
シ樹脂粉体塗装

1311043370 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５２ ＦＣＤ異形管Ｓ５０形　ライナ ５０ｍｍ 個 286 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045005
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径７５ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ７５×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045060
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 １００×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045065
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 １５０×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045115
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１５０ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 １５０×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045120
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ２００×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045170
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ２００×２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045125
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ２５０×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045225
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２５０ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ２５０×２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045180
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径３００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ３００×２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046612
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径３００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ３００×３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045232
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径３５０ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ３５０×２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046664
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径３５０ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ３５０×３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046616
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径４００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ４００×３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046716
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径４００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ４００×４００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046618
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径４５０ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ４５０×３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046768
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径４５０ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ４５０×４５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045255
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７５ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045260
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 １００×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045310
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 １００×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045265
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045315
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 １５０×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045365
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 １５０×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045320
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ２００×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045370
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ２００×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045420
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ２００×２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045325
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ２５０×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045375
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ２５０×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045475
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ２５０×２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045330
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ３００×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045380
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ３００×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045430
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ３００×２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046812
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ３００×３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045482
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３５０ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ３５０×２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046864
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３５０ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ３５０×３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046816
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ４００×３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046916
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ４００×４００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046818
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４５０ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ４５０×３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046968
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４５０ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ４５０×４５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045510
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 １００×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045565
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 １５０×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045570
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ２００×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045620
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ２００×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045575
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ２５０×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045625
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ２５０×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045675
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ２５０×２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045580
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ３００×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045630
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ３００×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045680
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ３００×２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047012
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ３００×２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045632
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ３５０×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045682
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ３５０×２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047014
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ３５０×２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047064
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ３５０×３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045634
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ４００×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045684
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ４００×２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047016
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ４００×２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047066
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ４００×３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047116
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ４００×３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045686
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ４５０×２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047018
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ４５０×２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047068
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ４５０×３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047118
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ４５０×３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047168
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ４５０×４００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045710
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１００ ×７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 １００×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045765
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 １５０×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045770
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ２００×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045820
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ２００×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045775
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ２５０×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045825
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ２５０×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045875
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ２５０×２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045780
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ３００×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045830
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ３００×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045880
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ３００×２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047212
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ３００×２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045832
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ３５０×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045882
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ３５０×２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047214
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ３５０×２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047264
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ３５０×３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045834
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ４００×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045884
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ４００×２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047216
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ４００×２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047266
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ４００×３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047316
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ４００×３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045886
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ４５０×２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047218
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ４５０×２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047268
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ４５０×３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047318
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ４５０×３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047368
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ４５０×４００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045905 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ９０度　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045910 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ９０度　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045915 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ９０度　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045920 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ９０度　２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045925 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ９０度　２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045930 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ９０度　３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045932 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ９０度　３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045934 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ９０度　４００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045936 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ９０度　４５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045955 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ４５度　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045960 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ４５度　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045965 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ４５度　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045970 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ４５度　２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045975 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ４５度　２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045980 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ４５度　３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045982 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ４５度　３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045984 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ４５度　４００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045986 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ４５度　４５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046005
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ２２　１／２度　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046010
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ２２　１／２度　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046015
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ２２　１／２度　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046020
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ２２　１／２度　２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046025
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ２２　１／２度　２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046030
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ２２　１／２度　３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046032
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ２２　１／２度　３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046034
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ２２　１／２度　４００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046036
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ２２　１／２度　４５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046055
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 １１　１／４度　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046060
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 １１　１／４度　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046065
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 １１　１／４度　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046070
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 １１　１／４度　２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046075
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 １１　１／４度　２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046080
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 １１　１／４度　３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046082
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 １１　１／４度　３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046084
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 １１　１／４度　４００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046086
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 １１　１／４度　４５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046105
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ５　５／８度　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046110
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ５　５／８度　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046115
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ５　５／８度　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046120
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ５　５／８度　２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046125
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ５　５／８度　２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046130
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ５　５／８度　３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046132
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ５　５／８度　３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046134
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ５　５／８度　４００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046136
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ５　５／８度　４５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046155
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径７５ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　７５×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046160
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径１００ ×７５
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　１００×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046165
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径１５０ ×７５
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　１５０×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046215
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径１５０ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　１５０×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046170
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径２００ ×７５
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　２００×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046220
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径２００ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　２００×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046175
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径２５０ ×７５
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　２５０×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046225
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径２５０ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　２５０×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046180
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径３００ ×７５
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　３００×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046230
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径３００ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　３００×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046182
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径３５０ ×７５
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　３５０×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046232
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径３５０ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　３５０×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046184
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径４００ ×７５
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　４００×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046234
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径４００ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　４００×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046186
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径４５０ ×７５
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　４５０×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046236
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径４５０ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　４５０×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046270
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径２００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　排水Ｔ字管 ２００×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046275
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　排水Ｔ字管 ２５０×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046280
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径３００ ×１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　排水Ｔ字管 ３００×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047414
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径３５０ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　排水Ｔ字管 ３５０×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047416
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径４００ ×１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　排水Ｔ字管 ４００×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047468
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径４５０ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　排水Ｔ字管 ４５０×２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046355 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　継ぎ輪 ７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046360 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　継ぎ輪 １００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046365 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　継ぎ輪 １５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046370 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　継ぎ輪 ２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046375 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　継ぎ輪 ２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046380 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　継ぎ輪 ３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046382 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　継ぎ輪 ３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046384 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　継ぎ輪 ４００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046386 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　継ぎ輪 ４５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046405
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 ７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046410
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046415
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046420
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 ２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046425
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 ２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046430
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 ３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046432
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 ３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046434
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 ４００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046436
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 ４５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046455
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 ７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046460
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046465
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046470
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 ２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046475
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 ２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046480
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 ３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046482
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 ３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046484
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 ４００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046486
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 ４５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046305 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　帽 ７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046310 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　帽 １００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046315 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　帽 １５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046320 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　帽 ２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046325 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　帽 ２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046330 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　帽 ３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046332 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　帽 ３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046334 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　帽 ４００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046336 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　帽 ４５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046505 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　ライナ ７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046510 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　ライナ １００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046515 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　ライナ １５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046520 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　ライナ ２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046525 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　ライナ ２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046530 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　ライナ ３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046532 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　ライナ ３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046534 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　ライナ ４００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046536 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　ライナ ４５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046555
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング リベットタイプ 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング リベットタイプ　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046560
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング リベットタイプ 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング リベットタイプ　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046565
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング リベットタイプ 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング リベットタイプ　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046570
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング リベットタイプ 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング リベットタイプ　２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046575
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング リベットタイプ 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング リベットタイプ　２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046580
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング リベットタイプ 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング リベットタイプ　３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046582
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング リベットタイプ 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング リベットタイプ　３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046584
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング リベットタイプ 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング リベットタイプ　４００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046586
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング リベットタイプ 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング リベットタイプ　４５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047502
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング タッピンねじタイプ 呼び径７５ｍｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング タッピンねじタイプ　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047504
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング タッピンねじタイプ 呼び径１００ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング タッピンねじタイプ　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047506
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング タッピンねじタイプ 呼び径１５０ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング タッピンねじタイプ　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047508
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング タッピンねじタイプ 呼び径２００ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング タッピンねじタイプ　２００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047510
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング タッピンねじタイプ 呼び径２５０ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング タッピンねじタイプ　２５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047512
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング タッピンねじタイプ 呼び径３００ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング タッピンねじタイプ　３００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047514
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング タッピンねじタイプ 呼び径３５０ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング タッピンねじタイプ　３５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047516
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング タッピンねじタイプ 呼び径４００ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング タッピンねじタイプ　４００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047518
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング タッピンねじタイプ 呼び径４５０ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング タッピンねじタイプ　４５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047564
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７５×７５ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１
０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 二受Ｔ字管　７５×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047566
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１００×７５ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 二受Ｔ字管　１００×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047568
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１００×１００ｍｍ ＪＤＰＡ
Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 二受Ｔ字管　１００×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047570
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 二受Ｔ字管　１５０×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047572
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０×１００ｍｍ ＪＤＰＡ
Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 二受Ｔ字管　１５０×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047574
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０×１５０ｍｍ ＪＤＰＡ
Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 二受Ｔ字管　１５０×１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047576
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受片落管 呼び径１００×７５ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 両受片落管　１００×７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047578
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受片落管 呼び径１５０×１００ｍｍ ＪＤＰＡ
Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 両受片落管　１５０×１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047580
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４
２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 曲管９０度　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047582
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０
４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 曲管９０度　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047584
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０
４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 曲管９０度　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047586
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４
２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 曲管４５度　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047588
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０
４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 曲管４５度　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047590
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０
４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 曲管４５度　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047592
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ
Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 曲管２２　１／２度　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047594
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ
Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 曲管２２　１／２度　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047596
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ
Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 曲管２２　１／２度　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047598
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ
Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 曲管１１　１／４度　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047600
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ
Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 曲管１１　１／４度　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047602
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ
Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 曲管１１　１／４度　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047604
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 曲管５　５／８度　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047606
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ
Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 曲管５　５／８度　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047608
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ
Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 曲管５　５／８度　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047610
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１
０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 両受曲管４５度　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047612
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 両受曲管４５度　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047614
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ
１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 両受曲管４５度　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047616
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰ
Ａ　Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 両受曲管２２　１／２度　７５ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047618
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径１００ｍｍ ＪＤ
ＰＡ　Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 両受曲管２２　１／２度　１００ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047620
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径１５０ｍｍ ＪＤ
ＰＡ　Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 両受曲管２２　１／２度　１５０ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047622
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び
径７５×７５ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管７．５ 浅層埋設Ｆ付Ｔ字管　７５×７５ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047624
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び
径１００×７５ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管７．５ 浅層埋設Ｆ付Ｔ字管１００×７５ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047626
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び
径１５０×７５ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管７．５ 浅層埋設Ｆ付Ｔ字管１５０×７５ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047628
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し短管 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２
－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 受挿し短管　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047658
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し短管 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４
２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 受挿し短管　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047632
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し短管 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４
２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 受挿し短管　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047634 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２ ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 継ぎ輪　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047660
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－
２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 継ぎ輪　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047638
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－
２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 継ぎ輪　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047640 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２ ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 帽　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047642 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２ ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 帽　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047644 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２ ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 帽　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047646
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－
２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 接合部品　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047648
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２
－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 接合部品　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047650
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２
－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 接合部品　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047662 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径７５ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２ ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 ライナ　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047666
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径１００ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－
２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 ライナ　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047668
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径１５０ｍｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－
２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 ライナ　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047652
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｎ－Ｌｉｎｋセット 呼び径７５ｍｍ
ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管　切管 Ｎ－Ｌｉｎｋセット　７５ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047654
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｎ－Ｌｉｎｋセット 呼び径１００ｍ
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管　切管 Ｎ－Ｌｉｎｋセット　１００ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311047656
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット Ｎ－Ｌｉｎｋセット 呼び径１５０ｍ
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２－２

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管　切管 Ｎ－Ｌｉｎｋセット　１５０ｍｍ 個 287 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311040672
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 水
道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類水道用 径７５～２５０ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311040674
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類水道用 径３００～４５０ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311040676
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類水道用 径５００～８００ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311040678
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～１，５００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類水道用 径９００～１５００ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311040680
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２
５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類水道用 径７５～２５０ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311040682
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～
４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類水道用 径３００～４５０ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311040684
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～
８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類水道用 径５００～８００ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311040686
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～
１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類水道用 径９００～１５００ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311040590
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２
５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類水道用 径７５～２５０ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311040600
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～
４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類水道用 径３００～４５０ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311040610
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～
８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類水道用 径５００～８００ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311040620
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～
１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類水道用 径９００～１５００ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311040630
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～１０
０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形　Ｆ長管水道用 径７５～１００ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311040640
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径１５０ ～２
５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形　Ｆ長管水道用 径１５０～２５０ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311040650
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４
５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形　Ｆ長管水道用 径３００～４５０ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311040660
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８
００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形　Ｆ長管水道用 径５００～８００ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074614
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 下
水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類下水道 埋設用　径７５～２５０ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074616
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０ｍｍ
下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類下水道 埋設用　径３００～４５０ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074618
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００ｍｍ
下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類下水道 埋設用　径５００～８００ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074620
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～１，５００
ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類下水道 埋設用　径９００～１５００ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074638
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２
５０ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類下水道 埋設用　径７５～２５０ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074640
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～
４５０ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類下水道 埋設用　径３００～４５０ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074642
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～
８００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類下水道 埋設用　径５００～８００ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074644
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～
１，５００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類下水道 埋設用　径９００～１５００ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074804
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２
５０ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道 埋設用　径７５～２５０ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074806
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～
４５０ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道 埋設用　径３００～４５０ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074808
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～
８００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道 埋設用　径５００～８００ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074812
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～
１，５００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道 埋設用　径９００～１５００ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074902
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～１０
０ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｆ形　Ｆ長管下水道 埋設用　径７５～１００ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074904
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径１５０ ～２
５０ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｆ形　Ｆ長管下水道 埋設用　径１５０～２５０ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074906
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４
５０ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｆ形　Ｆ長管下水道 埋設用　径３００～４５０ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074908
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８
００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｆ形　Ｆ長管下水道 埋設用　径５００～８００ｍｍ ｔ 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023102
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径７５ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023104
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径１００ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023106
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径１５０ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023108
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径２００ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023110
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径２５０ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023112
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径３００ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023114
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径３５０ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023202
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径４００ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023204
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径４５０ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023206
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径５００ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023208
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径６００ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023210
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径７００ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023212
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径８００ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023214
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径９００ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023216
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径１０００ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023218
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径１１００ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023220
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径１２００ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023222
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径１３５０ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311023224
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７

ＦＣＤ管Ｋ形接合部品 Ｋ形　径１５００ｍｍ　水道用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063402 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径７５ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径７５ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063404 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１００ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063406 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１５０ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１５０ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063408 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径２００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径２００ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063410 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径２５０ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径２５０ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063412 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径３００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径３００ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063414 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径３５０ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径３５０ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063416 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径４００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径４００ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063418 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径４５０ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径４５０ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063420 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径５００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径５００ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063422 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径６００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径６００ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063424 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径７００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径７００ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063426 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径８００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径８００ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063428 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径９００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径９００ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063430 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，０００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１０００ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063432 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，１００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１１００ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063434 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，２００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１２００ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063436 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，３５０ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１３５０ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063438 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，５００ｍｍ 下水道用（埋設用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１５００ｍｍ　埋設用 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032002 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径７５ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 半周タイプ　呼び径７５ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032004 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径１００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 半周タイプ　呼び径１００ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032006 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径１５０ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 半周タイプ　呼び径１５０ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032008 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径２００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 半周タイプ　呼び径２００ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032010 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径２５０ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 半周タイプ　呼び径２５０ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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離脱防止金具（押輪） 1311032012 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径３００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 半周タイプ　呼び径３００ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032014 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径３５０ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 半周タイプ　呼び径３５０ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032016 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径４００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 半周タイプ　呼び径４００ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032018 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径４５０ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 半周タイプ　呼び径４５０ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032020 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径５００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 半周タイプ　呼び径５００ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032022 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径６００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 半周タイプ　呼び径６００ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032024 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径７００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 半周タイプ　呼び径７００ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032026 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　半周タイプ 呼び径８００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 半周タイプ　呼び径８００ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032028 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径７５ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 全周タイプ　呼び径７５ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032030 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径１００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 全周タイプ　呼び径１００ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032032 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径１５０ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 全周タイプ　呼び径１５０ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032034 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径２００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 全周タイプ　呼び径２００ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032036 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径２５０ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 全周タイプ　呼び径２５０ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032038 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径３００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 全周タイプ　呼び径３００ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032040 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径３５０ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 全周タイプ　呼び径３５０ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032042 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径４００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 全周タイプ　呼び径４００ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032044 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径４５０ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 全周タイプ　呼び径４５０ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032046 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径５００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 全周タイプ　呼び径５００ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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離脱防止金具（押輪） 1311032048 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径６００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 全周タイプ　呼び径６００ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032050 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径７００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 全周タイプ　呼び径７００ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032052 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｋ形用　全周タイプ 呼び径８００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｋ形用 全周タイプ　呼び径８００ｍｍ 組 288 ○ ○ 1311 鋳鉄管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011005 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径２００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011010 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径２５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径２５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011015 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径３００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011020 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径３５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011025 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径４００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径４００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011030 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径４５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径４５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011035 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径５００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径５００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011040 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径６００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径６００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011045 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径７００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径７００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011050 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径８００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径８００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011055 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径９００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径９００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011060
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，０００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３
５０

強プラ管　内圧５種管 内径１０００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011065
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，１００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３
５０

強プラ管　内圧５種管 内径１１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011070
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，２００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３
５０

強プラ管　内圧５種管 内径１２００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011075
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，３５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３
５０

強プラ管　内圧５種管 内径１３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011080
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，５００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３
５０

強プラ管　内圧５種管 内径１５００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011085
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，６５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３
５０

強プラ管　内圧５種管 内径１６５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011090
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，８００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３
５０

強プラ管　内圧５種管 内径１８００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011095
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径２，０００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３
５０

強プラ管　内圧５種管 内径２０００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011100 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径２００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011105 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径２５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径２５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011110 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径３００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011115 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径３５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011120 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径４００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径４００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011125 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径４５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径４５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011130 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径５００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径５００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011135 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径６００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径６００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011140 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径７００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径７００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011145 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径８００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径８００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011150 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径９００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径９００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011155
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，０００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧４種管 内径１０００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011160
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，１００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧４種管 内径１１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011165
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，２００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧４種管 内径１２００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011170
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，３５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧４種管 内径１３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011175
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，５００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧４種管 内径１５００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011180
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，６５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧４種管 内径１６５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011185
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，８００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧４種管 内径１８００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011190
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径２，０００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧４種管 内径２０００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011195 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径２００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011200 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径２５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径２５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011205 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径３００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011210 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径３５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011215 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径４００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径４００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011220 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径４５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径４５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011225 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径５００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径５００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011230 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径６００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径６００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011235 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径７００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径７００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011240 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径８００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径８００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011245 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径９００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径９００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011250
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，０００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧３種管 内径１０００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011255
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，１００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧３種管 内径１１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011260
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，２００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧３種管 内径１２００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011265
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，３５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧３種管 内径１３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011270
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，５００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧３種管 内径１５００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011275
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，６５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧３種管 内径１６５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011280
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，８００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧３種管 内径１８００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011285
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径２，０００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧３種管 内径２０００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011670 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径２００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011675 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径２５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径２５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011680 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径３００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011685 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径３５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011690 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径４００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径４００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011695 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径４５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径４５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011700 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径５００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径５００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011705 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径６００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径６００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011710 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径７００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径７００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011715 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径８００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径８００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011720 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径９００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径９００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011725 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径１，０００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径１０００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011730 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径１，１００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径１１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011735 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径１，２００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径１２００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011740 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径１，３５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径１３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011745 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径１，５００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径１５００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011750 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径１，６５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径１６５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011755 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径１，８００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径１８００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011760 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧２種管 内径２，０００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧２種管 内径２０００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011765 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径２００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011770 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径２５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径２５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011775 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径３００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011780 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径３５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011785 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径４００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径４００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011790 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径４５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径４５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011795 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径５００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径５００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011800 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径６００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径６００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011805 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径７００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径７００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011810 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径８００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径８００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011815 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径９００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径９００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011820 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径１，０００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径１０００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011825 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径１，１００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径１１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011830 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径１，２００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径１２００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011835 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径１，３５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径１３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011840 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径１，５００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径１５００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011845 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径１，６５０ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径１６５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011850 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径１，８００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径１８００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305011855 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 外圧１種管 内径２，０００ｍｍ×長４ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　外圧１種管 内径２０００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305019005 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径２００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径２００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305019010 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径２５０ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径２５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305019015 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径３００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305019020 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径３５０ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012001 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径４００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012003 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径４５０ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012005 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径５００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012010 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径６００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012015 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径７００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012020 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径８００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012025 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径９００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧５種管 内径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012030
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，０００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３
５０

強プラ管　内圧５種管 内径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012035
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，１００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３
５０

強プラ管　内圧５種管 内径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012040
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，２００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３
５０

強プラ管　内圧５種管 内径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012045
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，３５０ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３
５０

強プラ管　内圧５種管 内径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012050
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，５００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３
５０

強プラ管　内圧５種管 内径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012055
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，６５０ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３
５０

強プラ管　内圧５種管 内径１６５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012060
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径１，８００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３
５０

強プラ管　内圧５種管 内径１８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012065
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧５種管 ０．２５ＭＰａ 内径２，０００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３
５０

強プラ管　内圧５種管 内径２０００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305019025 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径２００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径２００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305019030 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径２５０ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径２５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305019035 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径３００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305019040 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径３５０ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012066 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径４００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012068 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径４５０ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012070 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径５００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012075 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径６００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012080 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径７００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012085 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径８００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012090 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径９００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧４種管 内径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012095
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，０００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧４種管 内径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012100
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，１００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧４種管 内径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012105
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，２００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧４種管 内径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012110
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，３５０ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧４種管 内径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012115
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，５００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧４種管 内径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012120
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，６５０ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧４種管 内径１６５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012125
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径１，８００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧４種管 内径１８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012130
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧４種管 ０．５ＭＰａ 内径２，０００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧４種管 内径２０００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305019045 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径２００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径２００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305019050 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径２５０ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径２５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305019055 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径３００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305019060 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径３５０ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012131 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径４００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012133 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径４５０ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012135 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径５００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012140 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径６００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012145 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径７００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012150 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径８００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012155 強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径９００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５０ 強プラ管　内圧３種管 内径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012160
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，０００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧３種管 内径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012165
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，１００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧３種管 内径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012170
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，２００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧３種管 内径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012175
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，３５０ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧３種管 内径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012180
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，５００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧３種管 内径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012185
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，６５０ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧３種管 内径１６５０ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012190
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径１，８００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧３種管 内径１８００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305012195
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 内圧３種管 ０．７ＭＰａ 内径２，０００ｍｍ×長６ｍ　ＪＩＳ　Ａ　５３５
０

強プラ管　内圧３種管 内径２０００ｍｍ×Ｌ６ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013100
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径２００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013105
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径２５０ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径２５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013110
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径３００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013115
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径３５０ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013120
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径４００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径４００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013125
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径４５０ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径４５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013130
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径５００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径５００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013135
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径６００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径６００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013140
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径７００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径７００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013145
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径８００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径８００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013150
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径９００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径９００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013155
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径１，０００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷ
ＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径１０００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013160
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径１，１００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷ
ＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径１１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013165
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径１，２００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷ
ＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径１２００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013170
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径１，３５０ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷ
ＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径１３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013175
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径１，５００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷ
ＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径１５００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013180
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径１，６５０ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷ
ＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径１６５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013185
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径１，８００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷ
ＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径１８００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013190
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧１種 内径２，０００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷ
ＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧１種 内径２０００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013005
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径２００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013010
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径２５０ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径２５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013015
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径３００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013020
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径３５０ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013025
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径４００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径４００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013030
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径４５０ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径４５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013035
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径５００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径５００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013040
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径６００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径６００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013045
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径７００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径７００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013050
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径８００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径８００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013055
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径９００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ
－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径９００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013060
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径１，０００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷ
ＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径１０００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013065
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径１，１００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷ
ＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径１１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013070
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径１，２００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷ
ＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径１２００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013075
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径１，３５０ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷ
ＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径１３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013080
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径１，５００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷ
ＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径１５００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013085
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径１，６５０ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷ
ＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径１６５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013090
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径１，８００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷ
ＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径１８００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013095
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 直管　外圧２種 内径２，０００ｍｍ×長４ｍ　日本下水道協会規格（ＪＳＷ
ＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　直管　外圧２種 内径２０００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013195
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径２００ｍｍ×長０．５ｍ　日本下
水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径２００ｍｍ×Ｌ０．５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013200
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径２５０ｍｍ×長０．５ｍ　日本下
水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径２５０ｍｍ×Ｌ０．５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013205
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径３００ｍｍ×長０．５ｍ　日本下
水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径３００ｍｍ×Ｌ０．５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013210
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径３５０ｍｍ×長０．５ｍ　日本下
水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径３５０ｍｍ×Ｌ０．５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013215
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径４００ｍｍ×長０．７５ｍ　日本
下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径４００ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013220
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径４５０ｍｍ×長０．７５ｍ　日本
下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径４５０ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013225
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径５００ｍｍ×長０．７５ｍ　日本
下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径５００ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013230
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径６００ｍｍ×長０．７５ｍ　日本
下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径６００ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013235
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径７００ｍｍ×長０．７５ｍ　日本
下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径７００ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013240
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径８００ｍｍ×長１．００ｍ　日本
下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径８００ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013245
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径９００ｍｍ×長１．００ｍ　日本
下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径９００ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013250
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径１，０００ｍｍ×長１．００ｍ
日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径１０００ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013255
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径１，１００ｍｍ×長１．００ｍ
日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径１１００ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013260
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径１，２００ｍｍ×長１．００ｍ
日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径１２００ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013265
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径１，３５０ｍｍ×長１．００ｍ
日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径１３５０ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013270
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径１，５００ｍｍ×長１．５０ｍ
日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径１５００ｍｍ×Ｌ１．５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013275
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径１，６５０ｍｍ×長１．５０ｍ
日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径１６５０ｍｍ×Ｌ１．５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013280
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径１，８００ｍｍ×長１．５０ｍ
日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径１８００ｍｍ×Ｌ１．５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013285
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 受口付き 内径２，０００ｍｍ×長１．５０ｍ
日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種受口付 内径２０００ｍｍ×Ｌ１．５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013290
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径２００ｍｍ×長０．５ｍ　日本下
水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径２００ｍｍ×Ｌ０．５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013295
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径２５０ｍｍ×長０．５ｍ　日本下
水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径２５０ｍｍ×Ｌ０．５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013300
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径３００ｍｍ×長０．５ｍ　日本下
水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径３００ｍｍ×Ｌ０．５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013305
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径３５０ｍｍ×長０．５ｍ　日本下
水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径３５０ｍｍ×Ｌ０．５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013310
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径４００ｍｍ×長０．７５ｍ　日本
下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径４００ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013315
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径４５０ｍｍ×長０．７５ｍ　日本
下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径４５０ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013320
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径５００ｍｍ×長０．７５ｍ　日本
下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径５００ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013325
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径６００ｍｍ×長０．７５ｍ　日本
下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径６００ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013330
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径７００ｍｍ×長０．７５ｍ　日本
下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径７００ｍｍ×Ｌ０．７５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013335
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径８００ｍｍ×長１．００ｍ　日本
下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径８００ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013340
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径９００ｍｍ×長１．００ｍ　日本
下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径９００ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013345
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径１，０００ｍｍ×長１．００ｍ
日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径１０００ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013350
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径１，１００ｍｍ×長１．００ｍ
日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径１１００ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013355
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径１，２００ｍｍ×長１．００ｍ
日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径１２００ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013360
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径１，３５０ｍｍ×長１．００ｍ
日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径１３５０ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013365
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径１，５００ｍｍ×長１．５０ｍ
日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径１５００ｍｍ×Ｌ１．５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013370
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径１，６５０ｍｍ×長１．５０ｍ
日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径１６５０ｍｍ×Ｌ１．５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013375
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径１，８００ｍｍ×長１．５０ｍ
日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径１８００ｍｍ×Ｌ１．５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） 1305013380
強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管） マンホール短管（外圧２種） 差口付き 内径２，０００ｍｍ×長１．５０ｍ
日本下水道協会規格（ＪＳＷＡＳ－Ｋ２）

下水用強プラ管　短管２種差口付 内径２０００ｍｍ×Ｌ１．５ｍ 本 289 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114106 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径３００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114108 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114110 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径４００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径４００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114112 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径４５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径４５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114114 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径５００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114116 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径６００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径６００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114118 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径７００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114120 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径８００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114122 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径９００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径９００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114124 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径１０００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114126 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径１１００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114128 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，２００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径１２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114130 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径１３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114132 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径１５００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114134 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径１６５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114136 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径１８００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114138 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ３０ 呼び径２，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ３０　径２０００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114206 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径３００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径３００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114208 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114210 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径４００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径４００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114212 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径４５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径４５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114214 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径５００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114216 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径６００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径６００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114218 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径７００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径７００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114220 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径８００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114222 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径９００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径９００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114224 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径１，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径１０００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114226 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径１，１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径１１００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114228 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径１，２００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径１２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114230 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径１，３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径１３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114232 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径１，５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径１５００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114234 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径１，６５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径１６５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114236 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径１，８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径１８００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114238 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ６０ 呼び径２，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ６０　径２０００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114306 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径３００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径３００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114308 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114310 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径４００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径４００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114312 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径４５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径４５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114314 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径５００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114316 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径６００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径６００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114318 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径７００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径７００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114320 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径８００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114322 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径９００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径９００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114324 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径１，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径１０００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114326 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径１，１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径１１００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114328 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径１，２００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径１２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114330 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径１，３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径１３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114332 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径１，５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径１５００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114334 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径１，６５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径１６５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114336 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径１，８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径１８００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114338 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ９０ 呼び径２，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ９０　径２０００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114406 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径３００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０　径３００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114408 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０　径３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114410 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径４００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０　径４００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114412 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径４５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０　径４５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114414 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０　径５００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114416 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径６００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０　径６００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114418 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径７００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０　径７００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114420 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０　径８００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114422 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径９００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０　径９００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114424 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径１，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０径１０００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114426 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径１，１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０径１１００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114428 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径１，２００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０径１２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114430 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径１，３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０径１３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114432 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径１，５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０径１５００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114434 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径１，６５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０径１６５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114436 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径１，８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０径１８００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305114438 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｒ１２０ 呼び径２，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｒ１２０径２０００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115106 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径３００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径３００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115108 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115110 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径４００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径４００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115112 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径４５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径４５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115114 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径５００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115116 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径６００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径６００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115118 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径７００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径７００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115120 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径８００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115122 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径９００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径９００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115124 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径１，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径１０００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115126 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径１，１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径１１００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115128 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径１，２００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径１２００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115130 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径１，３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径１３５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115132 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径１，５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径１５００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115134 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径１６５０ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115136 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径１，８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径１８００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305115138 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 直管（長５ｍ） Ｆ３０ 呼び径２，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　直管 Ｆ３０　径２０００ｍｍ×Ｌ５ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117206 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径３００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117208 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117210 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径４００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径４００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117212 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径４５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径４５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117214 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径５００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117216 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径６００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径６００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117218 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径７００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117220 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径８００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117222 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径９００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径９００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117224 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径１０００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117226 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径１１００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117228 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，２００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径１２００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117230 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径１３５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117232 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径１５００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117234 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径１６５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117236 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径１８００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117238 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長４ｍ） Ｒ３０ 呼び径２，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径２０００ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117106 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径３００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径３００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117108 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径３５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117110 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径４００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径４００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117112 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径４５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径４５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117114 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径５００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117116 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径６００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径６００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117118 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径７００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径７００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117120 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径８００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117122 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径９００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径９００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117124 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径１０００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117126 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径１１００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117128 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，２００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径１２００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117130 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径１３５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117132 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径１５００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117134 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，６５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径１６５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117136 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径１，８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径１８００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305117138 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 短管（長２ｍ） Ｒ３０ 呼び径２，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ管　短管 Ｒ３０　径２０００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121106 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径３００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　３０度　径３００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121108 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　３０度　径３５０ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121110 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径４００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　３０度　径４００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121002 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径４５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　３０度　径４５０ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121114 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　３０度　径５００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121116 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径６００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　３０度　径６００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121118 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径７００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　３０度　径７００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121120 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　３０度　径８００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121004 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径９００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　３０度　径９００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121124 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ３０° 呼び径１，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　３０度　径１０００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121206 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径３００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　４５度　径３００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121208 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　４５度　径３５０ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121210 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径４００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　４５度　径４００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121006 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径４５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　４５度　径４５０ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121214 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　４５度　径５００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121216 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径６００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　４５度　径６００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121218 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径７００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　４５度　径７００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121220 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　４５度　径８００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121008 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径９００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　４５度　径９００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121224 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ４５° 呼び径１，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　４５度　径１０００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121306 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径３００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　６０度　径３００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121308 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　６０度　径３５０ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121310 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径４００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　６０度　径４００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121010 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径４５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　６０度　径４５０ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121314 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　６０度　径５００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121316 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径６００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　６０度　径６００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121318 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径７００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　６０度　径７００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121320 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　６０度　径８００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121012 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径９００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　６０度　径９００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121324 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ６０° 呼び径１，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　６０度　径１０００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121406 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径３００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　９０度　径３００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121408 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径３５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　９０度　径３５０ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121410 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径４００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　９０度　径４００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121014 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径４５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　９０度　径４５０ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121414 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径５００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　９０度　径５００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121416 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径６００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　９０度　径６００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121418 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径７００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　９０度　径７００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121420 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径８００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　９０度　径８００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121016 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径９００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　９０度　径９００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 1305121424 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 曲管（Ｆ３０） ９０° 呼び径１，０００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７８０ ★ 耐圧ポリエチレンリブ曲管 Ｆ３０　９０度　径１０００ｍｍ 個 290 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（直管） 1305190008
水道配水用ポリエチレン管（直管） （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４４） プレーンエンド 呼び径５０ｍｍ　外径６３．０ｍｍ
厚５．８ｍｍ　長５ｍ

水道配水用ポリエチレン管　直管 プレーンエンド　呼び径５０ｍｍ 本 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（直管） 1305190002
水道配水用ポリエチレン管（直管） （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４４） プレーンエンド 呼び径７５ｍｍ　外径９０．０ｍｍ
厚８．２ｍｍ　長５ｍ

水道配水用ポリエチレン管　直管 プレーンエンド　呼び径７５ｍｍ 本 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（直管） 1305190004
水道配水用ポリエチレン管（直管） （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４４） プレーンエンド 呼び径１００ｍｍ　外径１２５．０ｍ
ｍ　厚１１．４ｍｍ　長５ｍ

水道配水用ポリエチレン管　直管 プレーンエンド呼び径１００ｍｍ 本 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（直管） 1305190006
水道配水用ポリエチレン管（直管） （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４４） プレーンエンド 呼び径１５０ｍｍ　外径１８０．０ｍ
ｍ　厚１６．４ｍｍ　長５ｍ

水道配水用ポリエチレン管　直管 プレーンエンド呼び径１５０ｍｍ 本 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（直管） 1305191010
水道配水用ポリエチレン管（直管） （ＰＴＣ規格） プレーンエンド 呼び径２００ｍｍ　外径２５０．０ｍｍ　厚２
２．７ｍｍ　長５ｍ

水道配水用ポリエチレン管　直管 プレーンエンド呼び径２００ｍｍ 本 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（直管） 1305191008
水道配水用ポリエチレン管（直管） （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４４） ＥＦ受口付 呼び径５０ｍｍ　外径６３．０ｍｍ　厚
５．８ｍｍ　長５ｍ

水道配水用ポリエチレン管　直管 ＥＦ受口付　呼び径５０ｍｍ 本 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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水道配水用ポリエチレン管（直管） 1305191002
水道配水用ポリエチレン管（直管） （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４４） ＥＦ受口付 呼び径７５ｍｍ　外径９０．０ｍｍ　厚
８．２ｍｍ　長５ｍ

水道配水用ポリエチレン管　直管 ＥＦ受口付　呼び径７５ｍｍ 本 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（直管） 1305191004
水道配水用ポリエチレン管（直管） （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４４） ＥＦ受口付 呼び径１００ｍｍ　外径１２５．０ｍｍ
厚１１．４ｍｍ　長５ｍ

水道配水用ポリエチレン管　直管 ＥＦ受口付　呼び径１００ｍｍ 本 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（直管） 1305191006
水道配水用ポリエチレン管（直管） （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４４） ＥＦ受口付 呼び径１５０ｍｍ　外径１８０．０ｍｍ
厚１６．４ｍｍ　長５ｍ

水道配水用ポリエチレン管　直管 ＥＦ受口付　呼び径１５０ｍｍ 本 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（直管） 1305191012
水道配水用ポリエチレン管（直管） （ＰＴＣ規格） ＥＦ受口付 呼び径２００ｍｍ　外径２５０．０ｍｍ　厚２２．７
ｍｍ　長５ｍ

水道配水用ポリエチレン管　直管 ＥＦ受口付　呼び径２００ｍｍ 本 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200216 ＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１５０×７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 片受　径１５０×７５ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200218 ＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１５０×１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 片受　径１５０×１００ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200214 ＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１５０×１５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 片受　径１５０×１５０ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200310 フランジ付きＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１５０×７５ｍｍ 水道配水用フランジ付ＥＦチーズ 片受　径１５０×７５ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200312 フランジ付きＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１５０×１００ｍｍ 水道配水用フランジ付ＥＦチーズ 片受　径１５０×１００ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200414 ＥＦ９０°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦ９０度ベンド 片受　径７５ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200416 ＥＦ９０°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦ９０度ベンド 片受　径１００ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200418 ＥＦ９０°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦ９０度ベンド 片受　径１５０ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200514 ＥＦ４５°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦ４５度ベンド 片受　径７５ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200516 ＥＦ４５°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦ４５度ベンド 片受　径１００ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200518 ＥＦ４５°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦ４５度ベンド 片受　径１５０ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200614 ＥＦ２２　１／２°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦ２２　１／２度 片受　径７５ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200616 ＥＦ２２　１／２°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦ２２　１／２度 片受　径１００ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200618 ＥＦ２２　１／２°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦ２２　１／２度 片受　径１５０ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201014 ＥＦ１１　１／４°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦ１１　１／４度 片受　径７５ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201016 ＥＦ１１　１／４°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦ１１　１／４度 片受　径１００ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201018 ＥＦ１１　１／４°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦ１１　１／４度 片受　径１５０ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200714 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 片受　径７５×６００Ｈ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200716 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 片受　径１００×６００Ｈ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200718 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 片受　径１５０×６００Ｈ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201102 ＥＦフランジ短管 （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦフランジ短管 片受　径７５ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201104 ＥＦフランジ短管 （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦフランジ短管 片受　径１００ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201106 ＥＦフランジ短管 （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦフランジ短管 片受　径１５０ 個 291 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201202 チーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径５０×５０ｍｍ 水道配水用　チーズ スピゴット　径５０×５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201302 ９０°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　９０度ベンド スピゴット　径５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201402 ４５°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　４５度ベンド スピゴット　径５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201502 ２２　１／２°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　２２　１／２度 スピゴット　径５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201602 １１　１／４°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　１１　１／４度 スピゴット　径５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201702 Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ 水道配水用　Ｓベンド スピゴット　径５０×６００Ｈ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200808 フランジ・アダプタ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　フランジ・アダプタ スピゴット　径５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200802 フランジ・アダプタ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径７５ｍｍ 水道配水用　フランジ・アダプタ スピゴット　径７５ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200804 フランジ・アダプタ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径１００ｍｍ 水道配水用　フランジ・アダプタ スピゴット　径１００ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200806 フランジ・アダプタ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径１５０ｍｍ 水道配水用　フランジ・アダプタ スピゴット　径１５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200914 キャップ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　キャップ スピゴット　径５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200902 キャップ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径７５ｍｍ 水道配水用　キャップ スピゴット　径７５ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200904 キャップ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径１００ｍｍ 水道配水用　キャップ スピゴット　径１００ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200906 キャップ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径１５０ｍｍ 水道配水用　キャップ スピゴット　径１５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200108 ＥＦソケット （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦソケット 両受　径５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200102 ＥＦソケット （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦソケット 両受　径７５ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200104 ＥＦソケット （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦソケット 両受　径１００ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200106 ＥＦソケット （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦソケット 両受　径１５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200110 ＥＦソケット （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径２００ｍｍ 水道配水用　ＥＦソケット 両受　径２００ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200220 ＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径７５×５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 両受　径７５×５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200202 ＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径７５×７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 両受　径７５×７５ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200222 ＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１００×５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 両受　径１００×５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200208 ＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１００×７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 両受　径１００×７５ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200204 ＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１００×１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 両受　径１００×１００ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200210 ＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１５０×７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 両受　径１５０×７５ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200212 ＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１５０×１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 両受　径１５０×１００ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200206 ＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１５０×１５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 両受　径１５０×１５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200302 フランジ付きＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径７５×７５ｍｍ 水道配水用フランジ付ＥＦチーズ 両受　径７５×７５ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200304 フランジ付きＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１００×７５ｍｍ 水道配水用フランジ付ＥＦチーズ 両受　径１００×７５ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200306 フランジ付きＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１５０×７５ｍｍ 水道配水用フランジ付ＥＦチーズ 両受　径１５０×７５ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200308 フランジ付きＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１５０×１００ｍｍ 水道配水用フランジ付ＥＦチーズ 両受　径１５０×１００ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200408 ＥＦ９０°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦ９０度ベンド 両受　径７５ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200410 ＥＦ９０°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦ９０度ベンド 両受　径１００ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200412 ＥＦ９０°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦ９０度ベンド 両受　径１５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200508 ＥＦ４５°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦ４５度ベンド 両受　径７５ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200510 ＥＦ４５°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦ４５度ベンド 両受　径１００ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200512 ＥＦ４５°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦ４５度ベンド 両受　径１５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200608 ＥＦ２２　１／２°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦ２２　１／２度 両受　径７５ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200610 ＥＦ２２　１／２°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦ２２　１／２度 両受　径１００ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200612 ＥＦ２２　１／２°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦ２２　１／２度 両受　径１５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201008 ＥＦ１１　１／４°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦ１１　１／４度 両受　径７５ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201010 ＥＦ１１　１／４°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦ１１　１／４度 両受　径１００ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201012 ＥＦ１１　１／４°ベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦ１１　１／４度 両受　径１５０ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200708 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 両受　径７５×６００Ｈ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200710 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 両受　径１００×６００Ｈ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200712 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 両受　径１５０×６００Ｈ 個 292 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100002 硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点 ＫＴ マンホール径３００ 本管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100004 硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点 ＫＴ マンホール径３００ 本管径２００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点　本管径２００ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100006 硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点 ＫＴ マンホール径３００ 本管径２５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点　本管径２５０ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100102 硬質塩化ビニル製小型マンホール 中間点 ＳＴ マンホール径３００ 本管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール 中間点　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100104 硬質塩化ビニル製小型マンホール 中間点 ＳＴ マンホール径３００ 本管径２００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール 中間点　本管径２００ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100106 硬質塩化ビニル製小型マンホール 中間点 ＳＴ マンホール径３００ 本管径２５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール 中間点　本管径２５０ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100202 硬質塩化ビニル製小型マンホール 屈曲点 Ｌ マンホール径３００ 本管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール 屈曲点　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100204 硬質塩化ビニル製小型マンホール 屈曲点 Ｌ マンホール径３００ 本管径２００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール 屈曲点　本管径２００ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100206 硬質塩化ビニル製小型マンホール 屈曲点 Ｌ マンホール径３００ 本管径２５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール 屈曲点　本管径２５０ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100302 硬質塩化ビニル製小型マンホール ９０°合流 ９０Ｙ マンホール径３００ 本管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール ９０度合流　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100304 硬質塩化ビニル製小型マンホール ９０°合流 ９０Ｙ マンホール径３００ 本管径２００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール ９０度合流　本管径２００ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100306 硬質塩化ビニル製小型マンホール ９０°合流 ９０Ｙ マンホール径３００ 本管径２５０ メーカー規格品 硬質塩化ビニル製小型マンホール ９０度合流　本管径２５０ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100402 硬質塩化ビニル製小型マンホール ４５°合流 ４５Ｙ マンホール径３００ 本管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール ４５度合流　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100404 硬質塩化ビニル製小型マンホール ４５°合流 ４５Ｙ マンホール径３００ 本管径２００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール ４５度合流　本管径２００ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100406 硬質塩化ビニル製小型マンホール ４５°合流 ４５Ｙ マンホール径３００ 本管径２５０ メーカー規格品 硬質塩化ビニル製小型マンホール ４５度合流　本管径２５０ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100502 硬質塩化ビニル製小型マンホール ドロップ ＤＲ マンホール径３００ 本管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール ドロップ　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100504 硬質塩化ビニル製小型マンホール ドロップ ＤＲ マンホール径３００ 本管径２００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール ドロップ　本管径２００ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール
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硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100506 硬質塩化ビニル製小型マンホール ドロップ ＤＲ マンホール径３００ 本管径２５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール ドロップ　本管径２５０ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100602 硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点形ドロップ ＫＤＲ マンホール径３００ 本管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点形ドロップ　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100604 硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点形ドロップ ＫＤＲ マンホール径３００ 本管径２００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点形ドロップ　本管径２００ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100606 硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点形ドロップ ＫＤＲ マンホール径３００ 本管径２５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－９ 硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点形ドロップ　本管径２５０ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100702 硬質塩化ビニル製小型マンホール 本管自在継手 ＰＭＦ マンホール径３００ 本管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１ 硬質塩化ビニル製小型マンホール 本管自在継手　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100704 硬質塩化ビニル製小型マンホール 本管自在継手 ＰＭＦ マンホール径３００ 本管径２００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１ 硬質塩化ビニル製小型マンホール 本管自在継手　本管径２００ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製小型マンホール 1319100706 硬質塩化ビニル製小型マンホール 本管自在継手 ＰＭＦ マンホール径３００ 本管径２５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１ 硬質塩化ビニル製小型マンホール 本管自在継手　本管径２５０ 個 293 ○ ○ 1319 マンホール

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150134
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径１５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ
－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます１５０接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150102
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ
－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます２００接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150104
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ　Ｋ
－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます２００接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150106
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ
－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます２００接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150108
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径大曲り１５０ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます２００接着流出大曲り１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150110
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ
－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます３００接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150112
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ　Ｋ
－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます３００接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150114
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ
－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます３００接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150116
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ
－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます３５０接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150118
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ　Ｋ
－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます３５０接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150120
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ
－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます３５０接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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硬質塩化ビニル製公共ます 1305150136
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径１５０（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます１５０ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150122
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます２００ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150124
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます２００ゴム輪形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150126
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます２００ゴム輪形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150128
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます３００ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150130
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます３００ゴム輪形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150132
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート Ｓ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　Ｓ ます３００ゴム輪形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150234
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径１５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます１５０接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150202
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます２００接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150204
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます２００接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150206
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます２００接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150208
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径大曲り１５０
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます２００接着流出大曲り１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150210
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます３００接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150212
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます３００接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150214
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます３００接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150216
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます３５０接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150218
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます３５０接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150220
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます３５０接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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硬質塩化ビニル製公共ます 1305150236
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径１５０（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます１５０ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150222
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます２００ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150224
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます２００ゴム輪形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150226
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます２００ゴム輪形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150228
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます３００ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150230
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます３００ゴム輪形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150232
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ４５°三方向 ４５ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　４５ＷＹ ます３００ゴム輪形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150334
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径１５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます１５０接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150302
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます２００接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150304
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます２００接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150306
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます２００接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150308
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径大曲り１５０
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます２００接着流出大曲り１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150310
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます３００接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150312
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ メー
カー規格品

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます３００接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150314
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます３００接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150316
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます３５０接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150318
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ メー
カー規格品

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます３５０接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150320
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます３５０接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

723 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150336
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径１５０（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます１５０ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150322
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます２００ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150324
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます２００ゴム輪形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150326
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます２００ゴム輪形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150328
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます３００ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150330
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ メー
カー規格品

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます３００ゴム輪形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305150332
硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ９０°三方向 ９０ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　９０ＷＹ ます３００ゴム輪形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155134
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径１５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます１５０接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155102
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます２００接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155104
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます２００接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155106
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます２００接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155108
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径大曲り１５０ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます２００接着流出大曲り１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155110
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます３００接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155112
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます３００接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155114
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます３００接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155116
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます３５０接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155118
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます３５０接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155120
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡＳ
Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます３５０接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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硬質塩化ビニル製公共ます 1305155136
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径１５０（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます１５０ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155122
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます２００ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155124
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます２００ゴム輪形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155126
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます２００ゴム輪形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155128
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます３００ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155130
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます３００ゴム輪形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155132
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート ＤＲＳ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ます　ＤＲＳ ます３００ゴム輪形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155234
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径１５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます１５０接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155202
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます２００接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155204
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます２００接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155206
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます２００接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155208
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径大曲り１
５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます２００接着流出大曲り１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155210
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます３００接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155212
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます３００接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155214
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます３００接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155216
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます３５０接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155218
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます３５０接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155220
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます３５０接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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硬質塩化ビニル製公共ます 1305155236
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径１５０（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます１５０ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155222
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます２００ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155224
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます２００ゴム輪形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155226
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます２００ゴム輪形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155228
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます３００ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155230
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます３００ゴム輪形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155232
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ４５°三方向 ＤＲ４５ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ４５ＷＹ ます３００ゴム輪形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155334
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径１５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます１５０接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155302
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます２００接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155304
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます２００接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155306
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます２００接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155308
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径２００（接着形） 流入径１００ 流出径大曲り１
５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます２００接着流出大曲り１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155310
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１００ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます３００接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155312
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１２５
メーカー規格品

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます３００接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155314
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３００（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます３００接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155316
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１００ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます３５０接着形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155318
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１２５
メーカー規格品

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます３５０接着形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155320
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３５０（接着形） 流入径１００ 流出径１５０ Ｊ
ＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます３５０接着形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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硬質塩化ビニル製公共ます 1305155336
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径１５０（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます１５０ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155322
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます２００ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155324
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます２００ゴム輪形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155326
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径２００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます２００ゴム輪形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155328
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１００
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます３００ゴム輪形　流出１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155330
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１２５
メーカー規格品

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます３００ゴム輪形　流出１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製公共ます 1305155332
硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ９０°三方向 ＤＲ９０ＷＹ ます径３００（ゴム輪形） 流入径１００ 流出径１５０
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製公共ますＤＲ９０ＷＹ ます３００ゴム輪形　流出１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160102 硬質塩化ビニル製宅地ます ストレート ＳＴ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＳＴ ます径１５０　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160104 硬質塩化ビニル製宅地ます ストレート ＳＴ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＳＴ ます径２００　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160106 硬質塩化ビニル製宅地ます ストレート ＳＴ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＳＴ ます径２００　本管径１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160108 硬質塩化ビニル製宅地ます ストレート ＳＴ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＳＴ ます径２００　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160202
硬質塩化ビニル製宅地ます ９０°曲り・４５°曲り ９０Ｌ・４５Ｌ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製宅地ます９０Ｌ４５Ｌ ます径１５０　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160204
硬質塩化ビニル製宅地ます ９０°曲り・４５°曲り ９０Ｌ・４５Ｌ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製宅地ます９０Ｌ４５Ｌ ます径２００　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160206
硬質塩化ビニル製宅地ます ９０°曲り・４５°曲り ９０Ｌ・４５Ｌ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製宅地ます９０Ｌ４５Ｌ ます径２００　本管径１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160208
硬質塩化ビニル製宅地ます ９０°曲り・４５°曲り ９０Ｌ・４５Ｌ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製宅地ます９０Ｌ４５Ｌ ます径２００　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160302
硬質塩化ビニル製宅地ます ９０°合流・４５°合流 ９０Ｙ・４５Ｙ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製宅地ます９０Ｙ４５Ｙ ます径１５０　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160304
硬質塩化ビニル製宅地ます ９０°合流・４５°合流 ９０Ｙ・４５Ｙ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製宅地ます９０Ｙ４５Ｙ ます径２００　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160306
硬質塩化ビニル製宅地ます ９０°合流・４５°合流 ９０Ｙ・４５Ｙ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製宅地ます９０Ｙ４５Ｙ ます径２００　本管径１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160308
硬質塩化ビニル製宅地ます ９０°合流・４５°合流 ９０Ｙ・４５Ｙ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－７

硬質塩ビ製宅地ます９０Ｙ４５Ｙ ます径２００　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160402
硬質塩化ビニル製宅地ます ４５°合流段差付 ４５ＹＳ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－
７

硬質塩ビ製宅地ます　４５ＹＳ ます径１５０　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160404
硬質塩化ビニル製宅地ます ４５°合流段差付 ４５ＹＳ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－
７

硬質塩ビ製宅地ます　４５ＹＳ ます径２００　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160406 硬質塩化ビニル製宅地ます ４５°合流段差付 ４５ＹＳ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ メーカー規格品 硬質塩ビ製宅地ます　４５ＹＳ ます径２００　本管径１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160408 硬質塩化ビニル製宅地ます ４５°合流段差付 ４５ＹＳ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ メーカー規格品 硬質塩ビ製宅地ます　４５ＹＳ ます径２００　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160502 硬質塩化ビニル製宅地ます 左右合流 ＷＬ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＷＬ ます径１５０　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160504 硬質塩化ビニル製宅地ます 左右合流 ＷＬ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＷＬ ます径２００　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160506 硬質塩化ビニル製宅地ます 左右合流 ＷＬ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＷＬ ます径２００　本管径１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160508 硬質塩化ビニル製宅地ます 左右合流 ＷＬ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＷＬ ます径２００　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160602 硬質塩化ビニル製宅地ます 左右合流段差付 ＷＬＳ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＷＬＳ ます径１５０　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160604 硬質塩化ビニル製宅地ます 左右合流段差付 ＷＬＳ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＷＬＳ ます径２００　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160606 硬質塩化ビニル製宅地ます 左右合流段差付 ＷＬＳ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＷＬＳ ます径２００　本管径１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160608 硬質塩化ビニル製宅地ます 左右合流段差付 ＷＬＳ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＷＬＳ ます径２００　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160702 硬質塩化ビニル製宅地ます 起点トラップ ＵＴＫ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＵＴＫ ます径１５０　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160704 硬質塩化ビニル製宅地ます 起点トラップ ＵＴＫ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ メーカー規格品 硬質塩ビ製宅地ます　ＵＴＫ ます径２００　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160706 硬質塩化ビニル製宅地ます 起点トラップ ＵＴＫ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＵＴＫ ます径２００　本管径１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160708 硬質塩化ビニル製宅地ます 起点トラップ ＵＴＫ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＵＴＫ ます径２００　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160802 硬質塩化ビニル製宅地ます トラップ ＵＴ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＵＴ ます径１５０　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160804 硬質塩化ビニル製宅地ます トラップ ＵＴ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＵＴ ます径２００　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160806 硬質塩化ビニル製宅地ます トラップ ＵＴ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＵＴ ます径２００　本管径１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160808 硬質塩化ビニル製宅地ます トラップ ＵＴ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＵＴ ます径２００　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160902 硬質塩化ビニル製宅地ます 曲点トラップ ＵＴＬ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＵＴＬ ます径１５０　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160904 硬質塩化ビニル製宅地ます 曲点トラップ ＵＴＬ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ メーカー規格品 硬質塩ビ製宅地ます　ＵＴＬ ます径２００　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160906 硬質塩化ビニル製宅地ます 曲点トラップ ＵＴＬ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＵＴＬ ます径２００　本管径１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305160908 硬質塩化ビニル製宅地ます 曲点トラップ ＵＴＬ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＵＴＬ ます径２００　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305161002 硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ ＤＲ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲ ます径１５０　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305161004 硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ ＤＲ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲ ます径２００　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305161006 硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ ＤＲ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲ ます径２００　本管径１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305161008 硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ ＤＲ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲ ます径２００　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305161102 硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ９０度合流 ＤＲＹ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ メーカー規格品 硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲＹ ます径１５０　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305161104 硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ９０度合流 ＤＲＹ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ メーカー規格品 硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲＹ ます径２００　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305161106 硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ９０度合流 ＤＲＹ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ メーカー規格品 硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲＹ ます径２００　本管径１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305161108 硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ９０度合流 ＤＲＹ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ メーカー規格品 硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲＹ ます径２００　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305161202 硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ左右合流 ＤＲＷ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ メーカー規格品 硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲＷ ます径１５０　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305161204 硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ左右合流 ＤＲＷ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ メーカー規格品 硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲＷ ます径２００　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305161206 硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ左右合流 ＤＲＷ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ メーカー規格品 硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲＷ ます径２００　本管径１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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硬質塩化ビニル製宅地ます 1305161208 硬質塩化ビニル製宅地ます ドロップ左右合流 ＤＲＷ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ メーカー規格品 硬質塩ビ製宅地ます　ＤＲＷ ます径２００　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305161302 硬質塩化ビニル製宅地ます ２本合流段差付 ＹＷＳ ます径１５０ 本管径１００ 枝管径１００ メーカー規格品 硬質塩ビ製宅地ます　ＹＷＳ ます径１５０　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305161304 硬質塩化ビニル製宅地ます ２本合流段差付 ＹＷＳ ます径２００ 本管径１００ 枝管径１００ メーカー規格品 硬質塩ビ製宅地ます　ＹＷＳ ます径２００　本管径１００ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305161306 硬質塩化ビニル製宅地ます ２本合流段差付 ＹＷＳ ます径２００ 本管径１２５ 枝管径１２５ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＹＷＳ ます径２００　本管径１２５ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製宅地ます 1305161308 硬質塩化ビニル製宅地ます ２本合流段差付 ＹＷＳ ます径２００ 本管径１５０ 枝管径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ 硬質塩ビ製宅地ます　ＹＷＳ ます径２００　本管径１５０ 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170114 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ ます径１５０ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　差し口形 ＡＩ　ます径１５０　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170104 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ ます径１５０ グレー ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　差し口形 ＡＩ　ます径１５０　グレー 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170116 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ ます径２００ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　差し口形 ＡＩ　ます径２００　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170108 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ ます径２００ グレー ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　差し口形 ＡＩ　ます径２００　グレー 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170118 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ ます径３００ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　差し口形 ＡＩ　ます径３００　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170120 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ ます径３５０ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　差し口形 ＡＩ　ます径３５０　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170214 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ－Ｒ ます径１５０ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　差し口形 ＡＩ－Ｒ　ます径１５０　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170204 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ－Ｒ ます径１５０ グレー ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　差し口形 ＡＩ－Ｒ　ます径１５０　グレー 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170216 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ－Ｒ ます径２００ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　差し口形 ＡＩ－Ｒ　ます径２００　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170208 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ－Ｒ ます径２００ グレー ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　差し口形 ＡＩ－Ｒ　ます径２００　グレー 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170218 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ－Ｒ ます径３００ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　差し口形 ＡＩ－Ｒ　ます径３００　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170220 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 差し口形 ＡＩ－Ｒ ます径３５０ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　差し口形 ＡＩ－Ｒ　ます径３５０　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170314 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 受口形 ＡＯ ます径１５０ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　受口形 ＡＯ　ます径１５０　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

730 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

硬質塩化ビニル製ふた 1305170304 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 受口形 ＡＯ ます径１５０ グレー ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　受口形 ＡＯ　ます径１５０　グレー 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170316 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 受口形 ＡＯ ます径２００ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　受口形 ＡＯ　ます径２００　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170308 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 受口形 ＡＯ ます径２００ グレー ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　受口形 ＡＯ　ます径２００　グレー 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170318 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 受口形 ＡＯ ます径３００ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　受口形 ＡＯ　ます径３００　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305170320 硬質塩化ビニル製ふた ワンタッチ密閉ふた 受口形 ＡＯ ます径３５０ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ワンタッチ密閉ふた　受口形 ＡＯ　ます径３５０　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305175114 硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 差し口形 ＢＩ ます径１５０ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ターンアップ密閉ふた　差し口形 ＢＩ　ます径１５０　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305175104 硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 差し口形 ＢＩ ます径１５０ グレー ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ターンアップ密閉ふた　差し口形 ＢＩ　ます径１５０　グレー 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305175116 硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 差し口形 ＢＩ ます径２００ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ターンアップ密閉ふた　差し口形 ＢＩ　ます径２００　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305175108 硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 差し口形 ＢＩ ます径２００ グレー ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ターンアップ密閉ふた　差し口形 ＢＩ　ます径２００　グレー 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305175118 硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 差し口形 ＢＩ ます径３００ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ターンアップ密閉ふた　差し口形 ＢＩ　ます径３００　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305175120 硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 差し口形 ＢＩ ます径３５０ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ターンアップ密閉ふた　差し口形 ＢＩ　ます径３５０　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305175214 硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 受口形 ＢＯ ます径１５０ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ターンアップ密閉ふた　受口形 ＢＯ　ます径１５０　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305175204 硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 受口形 ＢＯ ます径１５０ グレー ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ターンアップ密閉ふた　受口形 ＢＯ　ます径１５０　グレー 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305175216 硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 受口形 ＢＯ ます径２００ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ターンアップ密閉ふた　受口形 ＢＯ　ます径２００　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305175208 硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 受口形 ＢＯ ます径２００ グレー ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ターンアップ密閉ふた　受口形 ＢＯ　ます径２００　グレー 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305175218 硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 受口形 ＢＯ ます径３００ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ターンアップ密閉ふた　受口形 ＢＯ　ます径３００　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質塩化ビニル製ふた 1305175220 硬質塩化ビニル製ふた ターンアップ密閉ふた 受口形 ＢＯ ます径３５０ ライト ＪＳＷＡＳ　Ｋ－７ ターンアップ密閉ふた　受口形 ＢＯ　ます径３５０　ライト 個 293 ○ ○ 1305 合成樹脂管

鋳鉄製防護ふた 1311090102 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－２５ ロック式 ます径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－２５ロック式　ます径１５０ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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鋳鉄製防護ふた 1311090104 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－２５ ロック式 ます径２００ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－２５ロック式　ます径２００ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090106 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－２５ ロック式 ます径３００ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－２５ロック式　ます径３００ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090108 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－２５ ロック式 ます径３５０ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－２５ロック式　ます径３５０ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090202 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－２５ 袋穴式 ます径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－２５　袋穴式　ます径１５０ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090204 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－２５ 袋穴式 ます径２００ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－２５　袋穴式　ます径２００ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090206 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－２５ 袋穴式 ます径３００ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－２５　袋穴式　ます径３００ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090208 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－２５ 袋穴式 ます径３５０ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－２５　袋穴式　ます径３５０ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090110 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－１４ ロック式 ます径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－１４ロック式　ます径１５０ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090112 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－１４ ロック式 ます径２００ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－１４ロック式　ます径２００ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090114 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－１４ ロック式 ます径３００ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－１４ロック式　ます径３００ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090116 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－１４ ロック式 ます径３５０ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－１４ロック式　ます径３５０ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090210 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－１４ 袋穴式 ます径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－１４　袋穴式　ます径１５０ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090212 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－１４ 袋穴式 ます径２００ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－１４　袋穴式　ます径２００ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090214 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－１４ 袋穴式 ます径３００ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－１４　袋穴式　ます径３００ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090216 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－１４ 袋穴式 ます径３５０ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－１４　袋穴式　ます径３５０ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090118 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－８ ロック式 ます径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－８　ロック式　ます径１５０ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090120 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－８ ロック式 ます径２００ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－８　ロック式　ます径２００ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090122 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－８ ロック式 ます径３００ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－８　ロック式　ます径３００ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管
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鋳鉄製防護ふた 1311090124 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－８ ロック式 ます径３５０ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－８　ロック式　ます径３５０ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090218 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－８ 袋穴式 ます径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－８　袋穴式　ます径１５０ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090220 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－８ 袋穴式 ます径２００ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－８　袋穴式　ます径２００ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090222 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－８ 袋穴式 ます径３００ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－８　袋穴式　ます径３００ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311090224 鋳鉄製防護ふた 標準型 Ｔ－８ 袋穴式 ます径３５０ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　標準型 Ｔ－８　袋穴式　ます径３５０ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311095002 鋳鉄製防護ふた 簡易型 Ｔ－８ ロックなし ます径１５０ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　簡易型 Ｔ－８ロックなし　ます径１５０ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311095004 鋳鉄製防護ふた 簡易型 Ｔ－８ ロックなし ます径２００ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　簡易型 Ｔ－８ロックなし　ます径２００ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311095006 鋳鉄製防護ふた 簡易型 Ｔ－８ ロックなし ます径３００ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　簡易型 Ｔ－８ロックなし　ます径３００ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

鋳鉄製防護ふた 1311095008 鋳鉄製防護ふた 簡易型 Ｔ－８ ロックなし ます径３５０ ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３ 鋳鉄製防護ふた　簡易型 Ｔ－８ロックなし　ます径３５０ 組 293 ○ ○ 1311 鋳鉄管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 1305030010
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径４０ｍｍ×外径４８ｍｍ×肉厚４．０ｍｍ ４．０４
ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 メーカー規格

水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 呼び径４０ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 1305030020
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径５０ｍｍ×外径６０ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ ５．９０
ｋｇ／本 有効長５ｍ／本

水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 呼び径５０ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 1305030030
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚５．９ｍｍ １１．６
０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本

水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 呼び径７５ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 1305030040
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚７．１ｍｍ １
８．００ｋｇ／本 有効長５ｍ／本

水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 呼び径１００ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 1305030050
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚７．５ｍｍ ２
３．７０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＡＳ規格

水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 呼び径１２５ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 1305030060
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚９．６ｍｍ ３
５．７０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本

水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 呼び径１５０ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 1305030070
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径２００ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚１１．５ｍｍ ５
９．８６ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＡＳ規格

水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 呼び径２００ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 1305030080
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径２５０ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚１４．２ｍｍ ８
６．１０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＡＳ規格

水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 呼び径２５０ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 1305030090
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＰ） 片受け直管 呼び径３００ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚１７．０ｍｍ １
２２．６０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＡＳ規格

水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 呼び径３００ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
（ＨＩＶＰ）

1305220102
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径４０ｍｍ×外径４８ｍｍ×肉厚４．０
ｍｍ ４．０１ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 メーカー規格

水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管 呼び径４０ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
（ＨＩＶＰ）

1305220104
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径５０ｍｍ×外径６０ｍｍ×肉厚４．５
ｍｍ ５．８０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本

水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管 呼び径５０ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
（ＨＩＶＰ）

1305220106
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚５．９
ｍｍ １１．３７ｋｇ／本 有効長５ｍ／本

水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管 呼び径７５ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
（ＨＩＶＰ）

1305220108
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚
７．１ｍｍ １７．７０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本

水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管 呼び径１００ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
（ＨＩＶＰ）

1305220110
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚
７．５ｍｍ ２３．２７ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＡＳ規格

水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管 呼び径１２５ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
（ＨＩＶＰ）

1305220112
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚
９．６ｍｍ ３５．１０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本

水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管 呼び径１５０ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
（ＨＩＶＰ）

1305220114
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径２００ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚１
１．５ｍｍ ５８．６０ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＡＳ規格

水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管 呼び径２００ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
（ＨＩＶＰ）

1305220116
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径２５０ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚１
４．２ｍｍ ８３．６８ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＡＳ規格

水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管 呼び径２５０ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
（ＨＩＶＰ）

1305220118
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） 片受け直管 呼び径３００ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚１
７．０ｍｍ １１９．７３ｋｇ／本 有効長５ｍ／本 ＡＳ規格

水道用ゴム輪形耐衝撃ポリ塩ビ管 呼び径３００ｍｍ×有効長５ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 1305050010
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚３．１ｍｍ ７．
１０ｋｇ／本 有効長４ｍ／本

下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管 呼び径１００ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 1305050020
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ １
１．３０ｋｇ／本 有効長４ｍ／本

下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管 呼び径１２５ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 1305050030
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚５．１ｍｍ １
６．４１ｋｇ／本 有効長４ｍ／本

下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管 呼び径１５０ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 1305050040
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径２００ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚６．５ｍｍ ２
７．５４ｋｇ／本 有効長４ｍ／本

下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管 呼び径２００ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 1305050050
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径２５０ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚７．８ｍｍ ４
１．０８ｋｇ／本 有効長４ｍ／本

下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管 呼び径２５０ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 1305050060
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径３００ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚９．２ｍｍ ５
７．９６ｋｇ／本 有効長４ｍ／本

下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管 呼び径３００ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 1305050070
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径３５０ｍｍ×外径３７０ｍｍ×肉厚１０．５ｍｍ ７
５．３０ｋｇ／本 有効長４ｍ／本

下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管 呼び径３５０ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 1305050080
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径４００ｍｍ×外径４２０ｍｍ×肉厚１１．８ｍｍ ９
６．４０ｋｇ／本 有効長４ｍ／本

下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管 呼び径４００ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 1305050090
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径４５０ｍｍ×外径４７０ｍｍ×肉厚１３．２ｍｍ １
２１．１０ｋｇ／本 有効長４ｍ／本

下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管 呼び径４５０ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 1305050100
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径５００ｍｍ×外径５２０ｍｍ×肉厚１４．６ｍｍ １
４８．５０ｋｇ／本 有効長４ｍ／本

下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管 呼び径５００ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 1305050110
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管（ＳＲＡ） 片受け直管 呼び径６００ｍｍ×外径６３０ｍｍ×肉厚１７．８ｍｍ ２
３７．１０ｋｇ／本 有効長４ｍ／本

下水道用ゴム輪形硬質塩ビ管 呼び径６００ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 1305180002 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 片受リブ直管 呼び径１５０ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 呼び径１５０ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 1305180004 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 片受リブ直管 呼び径２００ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 呼び径２００ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 1305180006 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 片受リブ直管 呼び径２５０ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 呼び径２５０ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 1305180008 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 片受リブ直管 呼び径３００ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 呼び径３００ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 1305180010 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 片受リブ直管 呼び径３５０ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 呼び径３５０ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 1305180012 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 片受リブ直管 呼び径４００ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 呼び径４００ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 1305180014 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（ＰＲＰ） 片受リブ直管 呼び径４５０ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 呼び径４５０ｍｍ×有効長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質ポリ塩化ビニル有孔管 1305070010 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径５０ｍｍ 全長４ｍ／本 硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管 呼び径５０ｍｍ×全長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質ポリ塩化ビニル有孔管 1305070020 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径６５ｍｍ 全長４ｍ／本 硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管 呼び径６５ｍｍ×全長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質ポリ塩化ビニル有孔管 1305070030 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径７５ｍｍ 全長４ｍ／本 硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管 呼び径７５ｍｍ×全長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質ポリ塩化ビニル有孔管 1305070040 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径１００ｍｍ 全長４ｍ／本 硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管 呼び径１００ｍｍ×全長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質ポリ塩化ビニル有孔管 1305070050 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径１２５ｍｍ 全長４ｍ／本 硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管 呼び径１２５ｍｍ×全長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質ポリ塩化ビニル有孔管 1305070060 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径１５０ｍｍ 全長４ｍ／本 硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管 呼び径１５０ｍｍ×全長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質ポリ塩化ビニル有孔管 1305070070 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径２００ｍｍ 全長４ｍ／本 硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管 呼び径２００ｍｍ×全長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質ポリ塩化ビニル有孔管 1305070080 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径２５０ｍｍ 全長４ｍ／本 硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管 呼び径２５０ｍｍ×全長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質ポリ塩化ビニル有孔管 1305070090 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径３００ｍｍ 全長４ｍ／本 硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管 呼び径３００ｍｍ×全長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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硬質ポリ塩化ビニル有孔管 1305070100 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径３５０ｍｍ 全長４ｍ／本 硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管 呼び径３５０ｍｍ×全長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

硬質ポリ塩化ビニル有孔管 1305070110 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ＶＵ有孔管 呼び径４００ｍｍ 全長４ｍ／本 硬質ポリ塩化ビニルＶＵ有孔管 呼び径４００ｍｍ×全長４ｍ 本 294 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 1305080002 下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径１００ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用塩ビ管接着受口片受直管 呼び径１００ｍｍ×有効長４ｍ 本 295 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 1305080004 下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径１２５ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用塩ビ管接着受口片受直管 呼び径１２５ｍｍ×有効長４ｍ 本 295 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 1305080006 下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径１５０ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用塩ビ管接着受口片受直管 呼び径１５０ｍｍ×有効長４ｍ 本 295 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 1305080010 下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径２００ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用塩ビ管接着受口片受直管 呼び径２００ｍｍ×有効長４ｍ 本 295 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 1305080020 下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径２５０ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用塩ビ管接着受口片受直管 呼び径２５０ｍｍ×有効長４ｍ 本 295 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 1305080030 下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径３００ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用塩ビ管接着受口片受直管 呼び径３００ｍｍ×有効長４ｍ 本 295 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 1305080040 下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径３５０ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用塩ビ管接着受口片受直管 呼び径３５０ｍｍ×有効長４ｍ 本 295 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 1305080050 下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径４００ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用塩ビ管接着受口片受直管 呼び径４００ｍｍ×有効長４ｍ 本 295 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 1305080060 下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径４５０ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用塩ビ管接着受口片受直管 呼び径４５０ｍｍ×有効長４ｍ 本 295 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 1305080070 下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径５００ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用塩ビ管接着受口片受直管 呼び径５００ｍｍ×有効長４ｍ 本 295 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 1305080080 下水道用接着受口硬質塩化ビニル管（ＳＴ） 接着受口片受直管 呼び径６００ｍｍ 有効長４ｍ／本 下水道用塩ビ管接着受口片受直管 呼び径６００ｍｍ×有効長４ｍ 本 295 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305060980 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） １００ｍｍ 下水道用上流マンホール継手ＲＲ １００ｍｍ　ＭＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305060990 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） １２５ｍｍ 下水道用上流マンホール継手ＲＲ １２５ｍｍ　ＭＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061001 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） １５０ｍｍ 下水道用上流マンホール継手ＲＲ １５０ｍｍ　ＭＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061002 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） ２００ｍｍ 下水道用上流マンホール継手ＲＲ ２００ｍｍ　ＭＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061004 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） ２５０ｍｍ 下水道用上流マンホール継手ＲＲ ２５０ｍｍ　ＭＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061006 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） ３００ｍｍ 下水道用上流マンホール継手ＲＲ ３００ｍｍ　ＭＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061008 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） ３５０ｍｍ 下水道用上流マンホール継手ＲＲ ３５０ｍｍ　ＭＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061010 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） ４００ｍｍ 下水道用上流マンホール継手ＲＲ ４００ｍｍ　ＭＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061012 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） ４５０ｍｍ 下水道用上流マンホール継手ＲＲ ４５０ｍｍ　ＭＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061014 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） ５００ｍｍ 下水道用上流マンホール継手ＲＲ ５００ｍｍ　ＭＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061016 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 上流用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲ） ６００ｍｍ 下水道用上流マンホール継手ＲＲ ６００ｍｍ　ＭＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062780 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） １００ｍｍ 下水道本管下流用マンホール継手 １００ｍｍ　プレーン　ＭＳＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062790 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） １２５ｍｍ 下水道本管下流用マンホール継手 １２５ｍｍ　プレーン　ＭＳＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062801 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） １５０ｍｍ 下水道本管下流用マンホール継手 １５０ｍｍ　プレーン　ＭＳＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062802 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） ２００ｍｍ 下水道本管下流用マンホール継手 ２００ｍｍ　プレーン　ＭＳＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062804 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） ２５０ｍｍ 下水道本管下流用マンホール継手 ２５０ｍｍ　プレーン　ＭＳＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062806 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） ３００ｍｍ 下水道本管下流用マンホール継手 ３００ｍｍ　プレーン　ＭＳＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062808 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） ３５０ｍｍ 下水道本管下流用マンホール継手 ３５０ｍｍ　プレーン　ＭＳＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062810 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） ４００ｍｍ 下水道本管下流用マンホール継手 ４００ｍｍ　プレーン　ＭＳＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062812 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） ４５０ｍｍ 下水道本管下流用マンホール継手 ４５０ｍｍ　プレーン　ＭＳＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062814 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） ５００ｍｍ 下水道本管下流用マンホール継手 ５００ｍｍ　プレーン　ＭＳＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062816 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 下流用マンホール継手（プレーン）（ＭＳＡ） ６００ｍｍ 下水道本管下流用マンホール継手 ６００ｍｍ　プレーン　ＭＳＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062402 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＡ） ２００ｍｍ 下水道本管受口カラーＳＴ ２００ｍｍ　ＷＴＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062404 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＡ） ２５０ｍｍ 下水道本管受口カラーＳＴ ２５０ｍｍ　ＷＴＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062406 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＡ） ３００ｍｍ 下水道本管受口カラーＳＴ ３００ｍｍ　ＷＴＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062408 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＡ） ３５０ｍｍ 下水道本管受口カラーＳＴ ３５０ｍｍ　ＷＴＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062410 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＡ） ４００ｍｍ 下水道本管受口カラーＳＴ ４００ｍｍ　ＷＴＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062412 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＡ） ４５０ｍｍ 下水道本管受口カラーＳＴ ４５０ｍｍ　ＷＴＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062414 下水道用硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＡ） ５００ｍｍ 下水道本管受口カラーＳＴ ５００ｍｍ　ＷＴＡ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063170 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） １００ｍｍ 下水道副管用マンホール継手ＲＲ １００ｍｍ　ＭＲＬ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063180 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） １２５ｍｍ 下水道副管用マンホール継手ＲＲ １２５ｍｍ　ＭＲＬ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063190 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） １５０ｍｍ 下水道副管用マンホール継手ＲＲ １５０ｍｍ　ＭＲＬ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063202 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） ２００ｍｍ 下水道副管用マンホール継手ＲＲ ２００ｍｍ　ＭＲＬ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063204 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） ２５０ｍｍ 下水道副管用マンホール継手ＲＲ ２５０ｍｍ　ＭＲＬ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063206 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） ３００ｍｍ 下水道副管用マンホール継手ＲＲ ３００ｍｍ　ＭＲＬ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063208 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） ３５０ｍｍ 下水道副管用マンホール継手ＲＲ ３５０ｍｍ　ＭＲＬ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063210 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） ４００ｍｍ 下水道副管用マンホール継手ＲＲ ４００ｍｍ　ＭＲＬ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063212 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） ４５０ｍｍ 下水道副管用マンホール継手ＲＲ ４５０ｍｍ　ＭＲＬ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063214 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） ５００ｍｍ 下水道副管用マンホール継手ＲＲ ５００ｍｍ　ＭＲＬ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063216 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管分岐用マンホール継手（ＲＲ）（ＭＲＬ） ６００ｍｍ 下水道副管用マンホール継手ＲＲ ６００ｍｍ　ＭＲＬ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062202 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管用９０°支管（プレーン）（ＶＳ，ＨＳ） １００ｍｍ 下水道用副管用９０度支管 １００ｍｍ　プレーンＶＳ・ＨＳ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062204 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管用９０°支管（プレーン）（ＶＳ，ＨＳ） １２５ｍｍ 下水道用副管用９０度支管 １２５ｍｍ　プレーンＶＳ・ＨＳ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062206 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管用９０°支管（プレーン）（ＶＳ，ＨＳ） １５０ｍｍ 下水道用副管用９０度支管 １５０ｍｍ　プレーンＶＳ・ＨＳ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062208 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管用９０°支管（プレーン）（ＶＳ，ＨＳ） ２００ｍｍ 下水道用副管用９０度支管 ２００ｍｍ　プレーンＶＳ・ＨＳ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062210 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管用９０°支管（プレーン）（ＶＳ，ＨＳ） ２５０ｍｍ 下水道用副管用９０度支管 ２５０ｍｍ　プレーンＶＳ・ＨＳ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062212 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 副管用９０°支管（プレーン）（ＶＳ，ＨＳ） ３００ｍｍ 下水道用副管用９０度支管 ３００ｍｍ　プレーンＶＳ・ＨＳ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063402 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 ９０°曲管（９０ＳＴ） １００ｍｍ 下水道副管用９０度曲管 １００ｍｍ　９０ＳＴ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063404 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 ９０°曲管（９０ＳＴ） １２５ｍｍ 下水道副管用９０度曲管 １２５ｍｍ　９０ＳＴ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063406 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 ９０°曲管（９０ＳＴ） １５０ｍｍ 下水道副管用９０度曲管 １５０ｍｍ　９０ＳＴ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063408 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 ９０°曲管（９０ＳＴ） ２００ｍｍ 下水道副管用９０度曲管 ２００ｍｍ　９０ＳＴ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063410 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 ９０°曲管（９０ＳＴ） ２５０ｍｍ 下水道副管用９０度曲管 ２５０ｍｍ　９０ＳＴ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063412 下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用継手 ９０°曲管（９０ＳＴ） ３００ｍｍ 下水道副管用９０度曲管 ３００ｍｍ　９０ＳＴ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061202 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０°支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲ） １００ｍｍ 下水道塩ビ管９０度支管ＲＲ １００ｍｍ　９０ＳＶＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061204 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０°支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲ） １２５ｍｍ 下水道塩ビ管９０度支管ＲＲ １２５ｍｍ　９０ＳＶＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061206 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０°支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲ） １５０ｍｍ 下水道塩ビ管９０度支管ＲＲ １５０ｍｍ　９０ＳＶＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061208 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０°支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲ） ２００ｍｍ 下水道塩ビ管９０度支管ＲＲ ２００ｍｍ　９０ＳＶＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061210 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０°支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲ） ２５０ｍｍ 下水道塩ビ管９０度支管ＲＲ ２５０ｍｍ　９０ＳＶＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061212 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０°支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲ） ３００ｍｍ 下水道塩ビ管９０度支管ＲＲ ３００ｍｍ　９０ＳＶＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063602 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用６０°支管（ＲＲ）（Ｋ６０ＳＶＲ） １００ｍｍ 下水道塩ビ管用６０度支管ＲＲ １００ｍｍ　Ｋ６０ＳＶＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063604 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用６０°支管（ＲＲ）（Ｋ６０ＳＶＲ） １２５ｍｍ 下水道塩ビ管用６０度支管ＲＲ １２５ｍｍ　Ｋ６０ＳＶＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063606 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用６０°支管（ＲＲ）（Ｋ６０ＳＶＲ） １５０ｍｍ 下水道塩ビ管用６０度支管ＲＲ １５０ｍｍ　Ｋ６０ＳＶＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305063608 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用６０°支管（ＲＲ）（Ｋ６０ＳＶＲ） ２００ｍｍ 下水道塩ビ管用６０度支管ＲＲ ２００ｍｍ　Ｋ６０ＳＶＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305064202 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０°自在支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲＦ） １００ｍｍ 下水道用塩ビ９０度自在支管ＲＲ １００ｍｍ　９０ＳＶＲＦ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305064204 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０°自在支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲＦ） １２５ｍｍ 下水道用塩ビ９０度自在支管ＲＲ １２５ｍｍ　９０ＳＶＲＦ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305064206 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０°自在支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲＦ） １５０ｍｍ 下水道用塩ビ９０度自在支管ＲＲ １５０ｍｍ　９０ＳＶＲＦ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305064208 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用９０°自在支管（ＲＲ）（９０ＳＶＲＦ） ２００ｍｍ 下水道用塩ビ９０度自在支管ＲＲ ２００ｍｍ　９０ＳＶＲＦ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305064402 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用６０°自在支管（ＲＲ）（６０ＳＶＲＦ） １００ｍｍ 下水道用塩ビ６０度自在支管ＲＲ １００ｍｍ　６０ＳＶＲＦ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305064404 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用６０°自在支管（ＲＲ）（６０ＳＶＲＦ） １２５ｍｍ 下水道用塩ビ６０度自在支管ＲＲ １２５ｍｍ　６０ＳＶＲＦ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305064406 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用６０°自在支管（ＲＲ）（６０ＳＶＲＦ） １５０ｍｍ 下水道用塩ビ６０度自在支管ＲＲ １５０ｍｍ　６０ＳＶＲＦ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305064408 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用６０°自在支管（ＲＲ）（６０ＳＶＲＦ） ２００ｍｍ 下水道用塩ビ６０度自在支管ＲＲ ２００ｍｍ　６０ＳＶＲＦ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305064602 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用４５°自在支管（ＲＲ）（４５ＳＶＲＦ） １００ｍｍ 下水道用塩ビ４５度自在支管ＲＲ １００ｍｍ　４５ＳＶＲＦ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305064604 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用４５°自在支管（ＲＲ）（４５ＳＶＲＦ） １２５ｍｍ 下水道用塩ビ４５度自在支管ＲＲ １２５ｍｍ　４５ＳＶＲＦ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305064606 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用４５°自在支管（ＲＲ）（４５ＳＶＲＦ） １５０ｍｍ 下水道用塩ビ４５度自在支管ＲＲ １５０ｍｍ　４５ＳＶＲＦ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305064608 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 塩ビ管用４５°自在支管（ＲＲ）（４５ＳＶＲＦ） ２００ｍｍ 下水道用塩ビ４５度自在支管ＲＲ ２００ｍｍ　４５ＳＶＲＦ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061302 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０°支管（ＲＲ）（９０ＳＨＲ） １００ｍｍ 下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ １００ｍｍ　９０ＳＨＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061304 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０°支管（ＲＲ）（９０ＳＨＲ） １２５ｍｍ 下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ １２５ｍｍ　９０ＳＨＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061306 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０°支管（ＲＲ）（９０ＳＨＲ） １５０ｍｍ 下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ １５０ｍｍ　９０ＳＨＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061308 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０°支管（ＲＲ）（９０ＳＨＲ） ２００ｍｍ 下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ ２００ｍｍ　９０ＳＨＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061310 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０°支管（ＲＲ）（９０ＳＨＲ） ２５０ｍｍ 下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ ２５０ｍｍ　９０ＳＨＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061312 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０°支管（ＲＲ）（９０ＳＨＲ） ３００ｍｍ 下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ ３００ｍｍ　９０ＳＨＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061402 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０°支管Ａ形（ＲＲ）（Ａ９０ＳＨＲ） １００ｍｍ 下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ Ａ形　１００ｍｍ　Ａ９０ＳＨＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061404 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０°支管Ａ形（ＲＲ）（Ａ９０ＳＨＲ） １２５ｍｍ 下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ Ａ形　１２５ｍｍ　Ａ９０ＳＨＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061406 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０°支管Ａ形（ＲＲ）（Ａ９０ＳＨＲ） １５０ｍｍ 下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ Ａ形　１５０ｍｍ　Ａ９０ＳＨＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061408 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 ヒューム管用９０°支管Ａ形（ＲＲ）（Ａ９０ＳＨＲ） ２００ｍｍ 下水道ヒューム管９０度支管ＲＲ Ａ形　２００ｍｍ　Ａ９０ＳＨＲ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305065402 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 枝付ヒューム管用支管（ＲＲ）（ＲＨ） １００ｍｍ 下水道用枝付ヒューム支管ＲＲ １００ｍｍ　ＲＨ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305065404 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 枝付ヒューム管用支管（ＲＲ）（ＲＨ） １２５ｍｍ 下水道用枝付ヒューム支管ＲＲ １２５ｍｍ　ＲＨ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305065406 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 枝付ヒューム管用支管（ＲＲ）（ＲＨ） １５０ｍｍ 下水道用枝付ヒューム支管ＲＲ １５０ｍｍ　ＲＨ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305065408 下水道用硬質塩化ビニル管継手 支管 枝付ヒューム管用支管（ＲＲ）（ＲＨ） ２００ｍｍ 下水道用枝付ヒューム支管ＲＲ ２００ｍｍ　ＲＨ 個 296 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305060202 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管 片受け短管（ＲＲ）有効長８００ｍｍ（ＳＲＢ） １００ｍｍ 下水道用片受け短管ＲＲ 有効長８００ｍｍ　１００ＳＲＢ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305060204 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管 片受け短管（ＲＲ）有効長８００ｍｍ（ＳＲＢ） １２５ｍｍ 下水道用片受け短管ＲＲ 有効長８００ｍｍ　１２５ＳＲＢ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305060206 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管 片受け短管（ＲＲ）有効長８００ｍｍ（ＳＲＢ） １５０ｍｍ 下水道用片受け短管ＲＲ 有効長８００ｍｍ　１５０ＳＲＢ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305060208 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管 片受け短管（ＲＲ）有効長８００ｍｍ（ＳＲＢ） ２００ｍｍ 下水道用片受け短管ＲＲ 有効長８００ｍｍ　２００ＳＲＢ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305060402 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０°曲管（ＲＲ）（ＳＲ） １００ｍｍ 下水道用１５度・３０度曲管ＲＲ １００ｍｍ　ＳＲ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305060404 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０°曲管（ＲＲ）（ＳＲ） １２５ｍｍ 下水道用１５度・３０度曲管ＲＲ １２５ｍｍ　ＳＲ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305060406 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０°曲管（ＲＲ）（ＳＲ） １５０ｍｍ 下水道用１５度・３０度曲管ＲＲ １５０ｍｍ　ＳＲ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305060408 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０°曲管（ＲＲ）（ＳＲ） ２００ｍｍ 下水道用１５度・３０度曲管ＲＲ ２００ｍｍ　ＳＲ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305060602 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０°曲管（ＲＲ）（ＳＲ） １００ｍｍ 下水道用４５度・６０度曲管ＲＲ １００ｍｍ　ＳＲ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305060604 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０°曲管（ＲＲ）（ＳＲ） １２５ｍｍ 下水道用４５度・６０度曲管ＲＲ １２５ｍｍ　ＳＲ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305060606 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０°曲管（ＲＲ）（ＳＲ） １５０ｍｍ 下水道用４５度・６０度曲管ＲＲ １５０ｍｍ　ＳＲ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305060608 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０°曲管（ＲＲ）（ＳＲ） ２００ｍｍ 下水道用４５度・６０度曲管ＲＲ ２００ｍｍ　ＳＲ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061602 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０°曲管（ＳＴ） １００ｍｍ 下水道用１５度・３０度曲管 １００ｍｍ　ＳＴ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061604 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０°曲管（ＳＴ） １２５ｍｍ 下水道用１５度・３０度曲管 １２５ｍｍ　ＳＴ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061606 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０°曲管（ＳＴ） １５０ｍｍ 下水道用１５度・３０度曲管 １５０ｍｍ　ＳＴ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061608 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０°曲管（ＳＴ） ２００ｍｍ 下水道用１５度・３０度曲管 ２００ｍｍ　ＳＴ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061802 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０°曲管（ＳＴ） １００ｍｍ 下水道用４５度・６０度曲管 １００ｍｍ　ＳＴ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061804 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０°曲管（ＳＴ） １２５ｍｍ 下水道用４５度・６０度曲管 １２５ｍｍ　ＳＴ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061806 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０°曲管（ＳＴ） １５０ｍｍ 下水道用４５度・６０度曲管 １５０ｍｍ　ＳＴ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305061808 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０°曲管（ＳＴ） ２００ｍｍ 下水道用４５度・６０度曲管 ２００ｍｍ　ＳＴ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305065802 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ０°自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １００ｍｍ 下水道用０度自在曲管ＲＲ １００ｍｍ　ＳＲＦ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305065804 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ０°自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １５０ｍｍ 下水道用０度自在曲管ＲＲ １５０ｍｍ　ＳＲＦ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305064802 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０°自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １００ｍｍ 下水道１５・３０度自在曲管ＲＲ １００ｍｍ　ＳＲＦ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305064804 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０°自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １２５ｍｍ 下水道１５・３０度自在曲管ＲＲ １２５ｍｍ　ＳＲＦ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305064806 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０°自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １５０ｍｍ 下水道１５・３０度自在曲管ＲＲ １５０ｍｍ　ＳＲＦ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305064808 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 １５°，３０°自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） ２００ｍｍ 下水道１５・３０度自在曲管ＲＲ ２００ｍｍ　ＳＲＦ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305065002 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０°自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １００ｍｍ 下水道４５・６０度自在曲管ＲＲ １００ｍｍ　ＳＲＦ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305065004 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０°自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １２５ｍｍ 下水道４５・６０度自在曲管ＲＲ １２５ｍｍ　ＳＲＦ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305065006 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０°自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １５０ｍｍ 下水道４５・６０度自在曲管ＲＲ １５０ｍｍ　ＳＲＦ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305065008 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ４５°，６０°自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） ２００ｍｍ 下水道４５・６０度自在曲管ＲＲ ２００ｍｍ　ＳＲＦ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305066002 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ７５°自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １００ｍｍ 下水道用７５度自在曲管ＲＲ １００ｍｍ　ＳＲＦ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305066004 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 ７５°自在曲管（ＲＲ）（ＳＲＦ） １５０ｍｍ 下水道用７５度自在曲管ＲＲ １５０ｍｍ　ＳＲＦ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062002 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 マス用短管（プレーン）（ＭＳＢ） １００ｍｍ 下水道用マス用短管 １００ｍｍ　プレーン　ＭＳＢ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062004 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 マス用短管（プレーン）（ＭＳＢ） １２５ｍｍ 下水道用マス用短管 １２５ｍｍ　プレーン　ＭＳＢ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062006 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 マス用短管（プレーン）（ＭＳＢ） １５０ｍｍ 下水道用マス用短管 １５０ｍｍ　プレーン　ＭＳＢ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062008 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 マス用短管（プレーン）（ＭＳＢ） ２００ｍｍ 下水道用マス用短管 ２００ｍｍ　プレーン　ＭＳＢ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062602 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＢ） １００ｍｍ 下水道取付管受口カラーＳＴ １００ｍｍ　ＷＴＢ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062604 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＢ） １２５ｍｍ 下水道取付管受口カラーＳＴ １２５ｍｍ　ＷＴＢ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062606 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＢ） １５０ｍｍ 下水道取付管受口カラーＳＴ １５０ｍｍ　ＷＴＢ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062608 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＢ） ２００ｍｍ 下水道取付管受口カラーＳＴ ２００ｍｍ　ＷＴＢ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062610 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＢ） ２５０ｍｍ 下水道取付管受口カラーＳＴ ２５０ｍｍ　ＷＴＢ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用硬質塩化ビニル管継手 1305062612 下水道用硬質塩化ビニル管継手 取付管用継手 接着受口カラー（ＳＴ）（ＷＴＢ） ３００ｍｍ 下水道取付管受口カラーＳＴ ３００ｍｍ　ＷＴＢ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260202 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ上流用マンホール継手（ＭＲ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ 下水道リブ上流用マンホール継手 １５０ｍｍ　ＭＲ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260204 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ上流用マンホール継手（ＭＲ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ 下水道リブ上流用マンホール継手 ２００ｍｍ　ＭＲ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260206 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ上流用マンホール継手（ＭＲ－ＰＲＰ） ２５０ｍｍ 下水道リブ上流用マンホール継手 ２５０ｍｍ　ＭＲ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260208 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ上流用マンホール継手（ＭＲ－ＰＲＰ） ３００ｍｍ 下水道リブ上流用マンホール継手 ３００ｍｍ　ＭＲ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260210 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ上流用マンホール継手（ＭＲ－ＰＲＰ） ３５０ｍｍ 下水道リブ上流用マンホール継手 ３５０ｍｍ　ＭＲ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260212 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ上流用マンホール継手（ＭＲ－ＰＲＰ） ４００ｍｍ 下水道リブ上流用マンホール継手 ４００ｍｍ　ＭＲ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260214 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ上流用マンホール継手（ＭＲ－ＰＲＰ） ４５０ｍｍ 下水道リブ上流用マンホール継手 ４５０ｍｍ　ＭＲ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260402 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ下流用マンホール継手（ＭＳＡ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ 下水道リブ下流用マンホール継手 １５０ｍｍ　ＭＳＡ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260404 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ下流用マンホール継手（ＭＳＡ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ 下水道リブ下流用マンホール継手 ２００ｍｍ　ＭＳＡ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260406 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ下流用マンホール継手（ＭＳＡ－ＰＲＰ） ２５０ｍｍ 下水道リブ下流用マンホール継手 ２５０ｍｍ　ＭＳＡ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260408 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ下流用マンホール継手（ＭＳＡ－ＰＲＰ） ３００ｍｍ 下水道リブ下流用マンホール継手 ３００ｍｍ　ＭＳＡ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260410 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ下流用マンホール継手（ＭＳＡ－ＰＲＰ） ３５０ｍｍ 下水道リブ下流用マンホール継手 ３５０ｍｍ　ＭＳＡ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260412 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ下流用マンホール継手（ＭＳＡ－ＰＲＰ） ４００ｍｍ 下水道リブ下流用マンホール継手 ４００ｍｍ　ＭＳＡ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260414 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ下流用マンホール継手（ＭＳＡ－ＰＲＰ） ４５０ｍｍ 下水道リブ下流用マンホール継手 ４５０ｍｍ　ＭＳＡ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260602 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ副管分岐用マンホール継手（ＭＲＬ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ 下水道リブ副管用マンホール継手 １５０ｍｍ　ＭＲＬ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260604 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ副管分岐用マンホール継手（ＭＲＬ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ 下水道リブ副管用マンホール継手 ２００ｍｍ　ＭＲＬ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260606 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ副管分岐用マンホール継手（ＭＲＬ－ＰＲＰ） ２５０ｍｍ 下水道リブ副管用マンホール継手 ２５０ｍｍ　ＭＲＬ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260608 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ副管分岐用マンホール継手（ＭＲＬ－ＰＲＰ） ３００ｍｍ 下水道リブ副管用マンホール継手 ３００ｍｍ　ＭＲＬ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260610 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ副管分岐用マンホール継手（ＭＲＬ－ＰＲＰ） ３５０ｍｍ 下水道リブ副管用マンホール継手 ３５０ｍｍ　ＭＲＬ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260612 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ副管分岐用マンホール継手（ＭＲＬ－ＰＲＰ） ４００ｍｍ 下水道リブ副管用マンホール継手 ４００ｍｍ　ＭＲＬ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260614 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 本管用継手 リブ副管分岐用マンホール継手（ＭＲＬ－ＰＲＰ） ４５０ｍｍ 下水道リブ副管用マンホール継手 ４５０ｍｍ　ＭＲＬ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260802 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０°支管（９０ＳＶＲ－ＰＲＰ） １００ｍｍ 下水道リブ９０度支管 １００ｍｍ　９０ＳＶＲ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260804 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０°支管（９０ＳＶＲ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ 下水道リブ９０度支管 １５０ｍｍ　９０ＳＶＲ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305260806 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０°支管（９０ＳＶＲ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ 下水道リブ９０度支管 ２００ｍｍ　９０ＳＶＲ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305261002 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ副管用９０°支管（ＶＳ－ＰＲＰ） １００ｍｍ 下水道リブ副管用９０度支管 １００ｍｍ　ＶＳ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305261004 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ副管用９０°支管（ＶＳ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ 下水道リブ副管用９０度支管 １５０ｍｍ　ＶＳ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305261006 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ副管用９０°支管（ＶＳ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ 下水道リブ副管用９０度支管 ２００ｍｍ　ＶＳ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305261202 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ４５°自在支管（４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） １００ｍｍ 下水道リブ４５度自在支管 １００ｍｍ４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305261204 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ４５°自在支管（４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ 下水道リブ４５度自在支管 １５０ｍｍ４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305261206 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ４５°自在支管（４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ 下水道リブ４５度自在支管 ２００ｍｍ４５ＳＶＲＦ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305261402 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ６０°自在支管（６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） １００ｍｍ 下水道リブ６０度自在支管 １００ｍｍ６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305261404 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ６０°自在支管（６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ 下水道リブ６０度自在支管 １５０ｍｍ６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305261406 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ６０°自在支管（６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ 下水道リブ６０度自在支管 ２００ｍｍ６０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305261602 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０°自在支管（９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） １００ｍｍ 下水道リブ９０度自在支管 １００ｍｍ９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305261604 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０°自在支管（９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ 下水道リブ９０度自在支管 １５０ｍｍ９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305261606 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０°自在支管（９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ 下水道リブ９０度自在支管 ２００ｍｍ９０ＳＶＲＦ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305261802 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０°枝付き管（ＴＲ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ×１００ｍｍ 下水道リブ９０度枝付き管 １５０×１００ｍｍＴＲ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305261804 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０°枝付き管（ＴＲ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ×１００ｍｍ 下水道リブ９０度枝付き管 ２００×１００ｍｍＴＲ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305261806 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０°枝付き管（ＴＲ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ×１５０ｍｍ 下水道リブ９０度枝付き管 ２００×１５０ｍｍＴＲ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305262002 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０°自在枝付き管（ＴＲＦ－ＰＲＰ） １５０ｍｍ×１００ｍｍ 下水道リブ９０度自在枝付き管 １５０×１００　ＴＲＦ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305262004 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０°自在枝付き管（ＴＲＦ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ×１００ｍｍ 下水道リブ９０度自在枝付き管 ２００×１００　ＴＲＦ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 1305262006 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手 支管 リブ９０°自在枝付き管（ＴＲＦ－ＰＲＰ） ２００ｍｍ×１５０ｍｍ 下水道リブ９０度自在枝付き管 ２００×１５０　ＴＲＦ－ＰＲＰ 個 297 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040402 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 片差ソケット 呼び径５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 片差ソケット　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040404 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 片差ソケット 呼び径７５ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 片差ソケット　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040406 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 片差ソケット 呼び径１００ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 片差ソケット　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040408
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 片差ソケット 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 片差ソケット　１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040410 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 片差ソケット 呼び径１５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 片差ソケット　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040412
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 片差ソケット 呼び径２００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 片差ソケット　２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040414
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 片差ソケット 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 片差ソケット　２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040416
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 片差ソケット 呼び径３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 片差ソケット　３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040202 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 両受ソケット 呼び径５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 両受ソケット　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040204 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 両受ソケット 呼び径７５ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 両受ソケット　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040206 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 両受ソケット 呼び径１００ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 両受ソケット　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040208
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 両受ソケット 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 両受ソケット　１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040210 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 両受ソケット 呼び径１５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 両受ソケット　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

746 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040212
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 両受ソケット 呼び径２００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 両受ソケット　２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040214
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 両受ソケット 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 両受ソケット　２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040216
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 両受ソケット 呼び径３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 両受ソケット　３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042001 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ＶＡソケット 呼び径５０ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ＶＡソケット　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042002 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ＶＡソケット 呼び径７５ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ＶＡソケット　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042004 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ＶＡソケット 呼び径１００ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ＶＡソケット　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042006 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ＶＡソケット 呼び径１２５ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ＶＡソケット　１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042008 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ＶＡソケット 呼び径１５０ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ＶＡソケット　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042010 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ＶＡソケット 呼び径２００ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ＶＡソケット　２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042012 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ＶＡソケット 呼び径２５０ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ＶＡソケット　２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042014 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ＶＡソケット 呼び径３００ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ＶＡソケット　３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042201 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ＶＣソケット 呼び径５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ＶＣソケット　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042202 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ＶＣソケット 呼び径７５ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ＶＣソケット　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042204 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ＶＣソケット 呼び径１００ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ＶＣソケット　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042205
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ＶＣソケット 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ＶＣソケット　１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042206 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ＶＣソケット 呼び径１５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ＶＣソケット　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042208
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ＶＣソケット 呼び径２００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ＶＣソケット　２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042210
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ＶＣソケット 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ＶＣソケット　２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042212
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ＶＣソケット 呼び径３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ＶＣソケット　３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041601
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） Ｓベンド 呼び径５０ｍｍ　高２５０ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手
協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 Ｓベンド　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041602
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） Ｓベンド 呼び径７５ｍｍ　高３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手
協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 Ｓベンド　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041604
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） Ｓベンド 呼び径１００ｍｍ　高３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継
手協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 Ｓベンド　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041606
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） Ｓベンド 呼び径１２５ｍｍ　高３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継
手協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 Ｓベンド　１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041608
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） Ｓベンド 呼び径１５０ｍｍ　高３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継
手協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 Ｓベンド　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041610
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） Ｓベンド 呼び径２００ｍｍ　高３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継
手協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 Ｓベンド　２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041612
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） Ｓベンド 呼び径２５０ｍｍ　高３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継
手協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 Ｓベンド　２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041614
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） Ｓベンド 呼び径３００ｍｍ　高３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継
手協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 Ｓベンド　３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040602 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ９０°ベンド 呼び径５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ９０度ベンド　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040604 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ９０°ベンド 呼び径７５ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ９０度ベンド　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040606 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ９０°ベンド 呼び径１００ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ９０度ベンド　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040608
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ９０°ベンド 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ９０度ベンド　１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040610 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ９０°ベンド 呼び径１５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ９０度ベンド　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040612
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ９０°ベンド 呼び径２００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ９０度ベンド　２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040614
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ９０°ベンド 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ９０度ベンド　２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040616
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ９０°ベンド 呼び径３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ９０度ベンド　３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040802 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ４５°ベンド 呼び径５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ４５度ベンド　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040804 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ４５°ベンド 呼び径７５ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ４５度ベンド　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040806 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ４５°ベンド 呼び径１００ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ４５度ベンド　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040808
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ４５°ベンド 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ４５度ベンド　１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040810 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ４５°ベンド 呼び径１５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ４５度ベンド　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040812
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ４５°ベンド 呼び径２００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ４５度ベンド　２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040814
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ４５°ベンド 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ４５度ベンド　２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305040816
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ４５°ベンド 呼び径３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協会規
格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ４５度ベンド　３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041002 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ２２　１／２°ベンド 呼び径５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ２２　１／２度ベンド　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041004 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ２２　１／２°ベンド 呼び径７５ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ２２　１／２度ベンド　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041006 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ２２　１／２°ベンド 呼び径１００ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ２２　１／２度ベンド１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041008
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ２２　１／２°ベンド 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手
協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ２２　１／２度ベンド１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041010 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ２２　１／２°ベンド 呼び径１５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ２２　１／２度ベンド１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041012
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ２２　１／２°ベンド 呼び径２００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手
協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ２２　１／２度ベンド２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041014
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ２２　１／２°ベンド 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手
協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ２２　１／２度ベンド２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041016
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ２２　１／２°ベンド 呼び径３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手
協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ２２　１／２度ベンド３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041202 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） １１　１／４°ベンド 呼び径５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 １１　１／４度ベンド　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041204 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） １１　１／４°ベンド 呼び径７５ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 １１　１／４度ベンド　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041206 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） １１　１／４°ベンド 呼び径１００ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 １１　１／４度ベンド１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041208
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） １１　１／４°ベンド 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手
協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 １１　１／４度ベンド１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041210 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） １１　１／４°ベンド 呼び径１５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 １１　１／４度ベンド１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041212
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） １１　１／４°ベンド 呼び径２００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手
協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 １１　１／４度ベンド２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041214
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） １１　１／４°ベンド 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手
協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 １１　１／４度ベンド２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041216
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） １１　１／４°ベンド 呼び径３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手
協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 １１　１／４度ベンド３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041402 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ５　５／８°ベンド 呼び径５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ５　５／８度ベンド　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041404 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ５　５／８°ベンド 呼び径７５ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ５　５／８度ベンド　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041406 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ５　５／８°ベンド 呼び径１００ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ５　５／８度ベンド　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041408
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ５　５／８°ベンド 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協
会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ５　５／８度ベンド　１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041410 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ５　５／８°ベンド 呼び径１５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ５　５／８度ベンド　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041412
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ５　５／８°ベンド 呼び径２００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協
会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ５　５／８度ベンド　２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041414
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ５　５／８°ベンド 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協
会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ５　５／８度ベンド　２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041416
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） ５　５／８°ベンド 呼び径３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・継手協
会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 ５　５／８度ベンド　３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041802 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 径違いソケット 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 径違いソケット　７５×５０ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041804 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 径違いソケット 呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 径違いソケット　１００×７５ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041806
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 径違いソケット 呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ
管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 径違いソケット　１２５×１００ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041808 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 径違いソケット 呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 径違いソケット　１５０×１００ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041809
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 径違いソケット 呼び径１５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ
管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 径違いソケット　１５０×１２５ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041810
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 径違いソケット 呼び径２００ｍｍ×１５０ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ
管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 径違いソケット　２００×１５０ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041812
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 径違いソケット 呼び径２５０ｍｍ×２００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ
管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 径違いソケット　２５０×２００ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305041814
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） 径違いソケット 呼び径３００ｍｍ×２５０ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ
管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 径違いソケット　３００×２５０ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042402 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） チーズ（ＮＡチーズ） 呼び径７５ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 チーズ　ＮＡチーズ　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042404 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） チーズ（ＮＡチーズ） 呼び径１００ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 チーズ　ＮＡチーズ　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042408 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） チーズ（ＮＡチーズ） 呼び径１５０ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 チーズ　ＮＡチーズ　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042406
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） チーズ（ＮＡチーズ） 呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ メーカー規格
品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 チーズ　ＮＡチーズ１００×７５ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042410
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） チーズ（ＮＡチーズ） 呼び径１５０ｍｍ×７５ｍｍ メーカー規格
品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 チーズ　ＮＡチーズ１５０×７５ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（Ｖ
Ｐ）

1305042412
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＶＰ） チーズ（ＮＡチーズ） 呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ メーカー規
格品

水道用ゴム輪形硬質塩ビ管継手 チーズＮＡチーズ１５０×１００ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210402 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 片差ソケット 呼び径５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 片差ソケット　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210404 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 片差ソケット 呼び径７５ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 片差ソケット　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210406 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 片差ソケット 呼び径１００ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 片差ソケット　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210408
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 片差ソケット 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 片差ソケット　１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210410 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 片差ソケット 呼び径１５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 片差ソケット　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210412
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 片差ソケット 呼び径２００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 片差ソケット　２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210414
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 片差ソケット 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 片差ソケット　２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210416
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 片差ソケット 呼び径３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 片差ソケット　３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210202 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 両受ソケット 呼び径５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 両受ソケット　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210204 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 両受ソケット 呼び径７５ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 両受ソケット　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210206 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 両受ソケット 呼び径１００ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 両受ソケット　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210208
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 両受ソケット 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 両受ソケット　１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210210 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 両受ソケット 呼び径１５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 両受ソケット　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210212
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 両受ソケット 呼び径２００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 両受ソケット　２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210214
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 両受ソケット 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 両受ソケット　２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210216
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 両受ソケット 呼び径３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 両受ソケット　３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212001 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ＶＡソケット 呼び径５０ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ＶＡソケット　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212002 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ＶＡソケット 呼び径７５ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ＶＡソケット　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212004 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ＶＡソケット 呼び径１００ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ＶＡソケット　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212006 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ＶＡソケット 呼び径１２５ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ＶＡソケット　１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212008 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ＶＡソケット 呼び径１５０ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ＶＡソケット　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212010 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ＶＡソケット 呼び径２００ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ＶＡソケット　２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212012 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ＶＡソケット 呼び径２５０ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ＶＡソケット　２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212014 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ＶＡソケット 呼び径３００ｍｍ メーカー規格品 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ＶＡソケット　３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212201 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ＶＣソケット 呼び径５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ＶＣソケット　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212202 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ＶＣソケット 呼び径７５ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ＶＣソケット　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212204 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ＶＣソケット 呼び径１００ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ＶＣソケット　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212205
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ＶＣソケット 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ＶＣソケット　１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212206 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ＶＣソケット 呼び径１５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ＶＣソケット　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212208
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ＶＣソケット 呼び径２００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ＶＣソケット　２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212210
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ＶＣソケット 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ＶＣソケット　２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212212
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ＶＣソケット 呼び径３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ＶＣソケット　３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211601
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） Ｓベンド 呼び径５０ｍｍ　高２５０ｍｍ ＡＳ規格
（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 Ｓベンド　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211602
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） Ｓベンド 呼び径７５ｍｍ　高３００ｍｍ ＡＳ規格
（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 Ｓベンド　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211604
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） Ｓベンド 呼び径１００ｍｍ　高３００ｍｍ ＡＳ規格
（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 Ｓベンド　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211606
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） Ｓベンド 呼び径１２５ｍｍ　高３００ｍｍ ＡＳ規格
（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 Ｓベンド　１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211608
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） Ｓベンド 呼び径１５０ｍｍ　高３００ｍｍ ＡＳ規格
（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 Ｓベンド　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211610
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） Ｓベンド 呼び径２００ｍｍ　高３００ｍｍ ＡＳ規格
（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 Ｓベンド　２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211612
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） Ｓベンド 呼び径２５０ｍｍ　高３００ｍｍ ＡＳ規格
（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 Ｓベンド　２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211614
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） Ｓベンド 呼び径３００ｍｍ　高３００ｍｍ ＡＳ規格
（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 Ｓベンド　３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210602 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ９０°ベンド 呼び径５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ９０度ベンド　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210604 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ９０°ベンド 呼び径７５ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ９０度ベンド　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210606 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ９０°ベンド 呼び径１００ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ９０度ベンド　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210608
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ９０°ベンド 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ９０度ベンド　１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210610 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ９０°ベンド 呼び径１５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ９０度ベンド　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210612
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ９０°ベンド 呼び径２００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ９０度ベンド　２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210614
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ９０°ベンド 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ９０度ベンド　２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210616
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ９０°ベンド 呼び径３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ９０度ベンド　３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210802 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ４５°ベンド 呼び径５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ４５度ベンド　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210804 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ４５°ベンド 呼び径７５ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ４５度ベンド　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210806 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ４５°ベンド 呼び径１００ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ４５度ベンド　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210808
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ４５°ベンド 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ４５度ベンド　１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210810 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ４５°ベンド 呼び径１５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ４５度ベンド　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210812
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ４５°ベンド 呼び径２００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ４５度ベンド　２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210814
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ４５°ベンド 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ４５度ベンド　２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305210816
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ４５°ベンド 呼び径３００ｍｍ ＡＳ規格（塩ビ管・
継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ４５度ベンド　３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211002 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ２２　１／２°ベンド 呼び径５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ２２　１／２度ベンド　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211004 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ２２　１／２°ベンド 呼び径７５ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ２２　１／２度ベンド　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211006 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ２２　１／２°ベンド 呼び径１００ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ２２　１／２度ベンド１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211008
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ２２　１／２°ベンド 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ規格
（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ２２　１／２度ベンド１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211010 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ２２　１／２°ベンド 呼び径１５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ２２　１／２度ベンド１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211012
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ２２　１／２°ベンド 呼び径２００ｍｍ ＡＳ規格
（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ２２　１／２度ベンド２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211014
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ２２　１／２°ベンド 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ規格
（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ２２　１／２度ベンド２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211016
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ２２　１／２°ベンド 呼び径３００ｍｍ ＡＳ規格
（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ２２　１／２度ベンド３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211202 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） １１　１／４°ベンド 呼び径５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 １１　１／４度ベンド　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211204 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） １１　１／４°ベンド 呼び径７５ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 １１　１／４度ベンド　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211206 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） １１　１／４°ベンド 呼び径１００ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 １１　１／４度ベンド１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211208
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） １１　１／４°ベンド 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ規格
（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 １１　１／４度ベンド１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211210 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） １１　１／４°ベンド 呼び径１５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 １１　１／４度ベンド１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211212
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） １１　１／４°ベンド 呼び径２００ｍｍ ＡＳ規格
（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 １１　１／４度ベンド２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211214
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） １１　１／４°ベンド 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ規格
（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 １１　１／４度ベンド２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211216
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） １１　１／４°ベンド 呼び径３００ｍｍ ＡＳ規格
（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 １１　１／４度ベンド３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211402 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ５　５／８°ベンド 呼び径５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ５　５／８度ベンド　５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211404 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ５　５／８°ベンド 呼び径７５ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ５　５／８度ベンド　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211406 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ５　５／８°ベンド 呼び径１００ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ５　５／８度ベンド　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211408
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ５　５／８°ベンド 呼び径１２５ｍｍ ＡＳ規格（塩
ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ５　５／８度ベンド　１２５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211410 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ５　５／８°ベンド 呼び径１５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ５　５／８度ベンド　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211412
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ５　５／８°ベンド 呼び径２００ｍｍ ＡＳ規格（塩
ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ５　５／８度ベンド　２００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211414
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ５　５／８°ベンド 呼び径２５０ｍｍ ＡＳ規格（塩
ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ５　５／８度ベンド　２５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211416
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） ５　５／８°ベンド 呼び径３００ｍｍ ＡＳ規格（塩
ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 ５　５／８度ベンド　３００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211802 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 径違いソケット 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 径違いソケット　７５×５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211804 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 径違いソケット 呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 径違いソケット　１００×７５ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211806
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 径違いソケット 呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ ＡＳ
規格（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 径違いソケット　１２５×１００ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211808 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 径違いソケット 呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ 水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 径違いソケット　１５０×１００ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211809
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 径違いソケット 呼び径１５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＡＳ
規格（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 径違いソケット　１５０×１２５ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211810
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 径違いソケット 呼び径２００ｍｍ×１５０ｍｍ ＡＳ
規格（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 径違いソケット　２００×１５０ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211812
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 径違いソケット 呼び径２５０ｍｍ×２００ｍｍ ＡＳ
規格（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 径違いソケット　２５０×２００ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305211814
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） 径違いソケット 呼び径３００ｍｍ×２５０ｍｍ ＡＳ
規格（塩ビ管・継手協会規格）品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 径違いソケット　３００×２５０ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212402
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） チーズ（ＮＡチーズ） 呼び径７５ｍｍ メーカー規格
品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 チーズ　ＮＡチーズ　７５ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212404
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） チーズ（ＮＡチーズ） 呼び径１００ｍｍ メーカー規
格品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 チーズ　ＮＡチーズ　１００ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212408
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） チーズ（ＮＡチーズ） 呼び径１５０ｍｍ メーカー規
格品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 チーズ　ＮＡチーズ　１５０ｍｍ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212406
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） チーズ（ＮＡチーズ） 呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ
メーカー規格品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 チーズ　ＮＡチーズ１００×７５ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212410
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） チーズ（ＮＡチーズ） 呼び径１５０ｍｍ×７５ｍｍ
メーカー規格品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 チーズ　ＮＡチーズ１５０×７５ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
継手（ＨＩＶＰ）

1305212412
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＨＩＶＰ） チーズ（ＮＡチーズ） 呼び径１５０ｍｍ×１００ｍ
ｍ メーカー規格品

水道用ゴム輪形耐衝撃塩ビ管継手 チーズＮＡチーズ１５０×１００ 個 298 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305231010
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 標準管・先頭管 呼び径１５０ｍｍ 有効長１ｍ
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ 標準管・先頭管　呼径１５０ｍｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305231020
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 標準管・先頭管 呼び径２００ｍｍ 有効長１ｍ
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ 標準管・先頭管　呼径２００ｍｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305231030
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 標準管・先頭管 呼び径２５０ｍｍ 有効長１ｍ
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ 標準管・先頭管　呼径２５０ｍｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305231040
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 標準管・先頭管 呼び径３００ｍｍ 有効長１ｍ
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ 標準管・先頭管　呼径３００ｍｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305231050
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 標準管・先頭管 呼び径３５０ｍｍ 有効長１ｍ
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ 標準管・先頭管　呼径３５０ｍｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305231060
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 標準管・先頭管 呼び径４００ｍｍ 有効長１ｍ
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ 標準管・先頭管　呼径４００ｍｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305231070
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 標準管・先頭管 呼び径４５０ｍｍ 有効長１ｍ
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ 標準管・先頭管　呼径４５０ｍｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305232010
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 最終管 呼び径１５０ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ 最終管　呼径１５０ｍｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305232020
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 最終管 呼び径２００ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ 最終管　呼径２００ｍｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305232030
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 最終管 呼び径２５０ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ 最終管　呼径２５０ｍｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305232040
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 最終管 呼び径３００ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ 最終管　呼径３００ｍｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305232050
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 最終管 呼び径３５０ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ 最終管　呼径３５０ｍｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305232060
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 最終管 呼び径４００ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ 最終管　呼径４００ｍｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305232070
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 ＳＵＳカラー付直管（ＳＵＳＲ） 最終管 呼び径４５０ｍｍ 有効長１ｍ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＵＳＲ 最終管　呼径４５０ｍｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305233010
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径１５０ｍｍ
有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ 呼径１５０ｍｍ　有効長１ｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305233020
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径２００ｍｍ
有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ 呼径２００ｍｍ　有効長１ｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305233030
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径２５０ｍｍ
有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ 呼径２５０ｍｍ　有効長１ｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305233040
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径３００ｍｍ
有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ 呼径３００ｍｍ　有効長１ｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305233050
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径３５０ｍｍ
有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ 呼径３５０ｍｍ　有効長１ｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305233060
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径４００ｍｍ
有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ 呼径４００ｍｍ　有効長１ｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305233070
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径４５０ｍｍ
有効長１ｍ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ 呼径４５０ｍｍ　有効長１ｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305233080
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径１５０ｍｍ
有効長０．８ｍ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ 呼径１５０ｍｍ　有効長０．８ｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305233090
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径２００ｍｍ
有効長０．８ｍ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ 呼径２００ｍｍ　有効長０．８ｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管
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下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305233100
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径２５０ｍｍ
有効長０．８ｍ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ 呼径２５０ｍｍ　有効長０．８ｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305233110
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径３００ｍｍ
有効長０．８ｍ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ 呼径３００ｍｍ　有効長０．８ｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 1305233120
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管 スパイラル継手付直管（ＳＳＰＳ） 標準管・先頭管・最終管 呼び径３５０ｍｍ
有効長０．８ｍ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－６

下水道推進工法用塩ビ管ＳＳＰＳ 呼径３５０ｍｍ　有効長０．８ｍ 本 299 ○ ○ 1305 合成樹脂管

合成樹脂製ソフトシール仕切弁 1315083160 合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５ キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　上水フランジ形 呼び径５０ｍｍ 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形　径５０ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製ソフトシール仕切弁 1315083170 合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５ キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　上水フランジ形 呼び径７５ｍｍ 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形　径７５ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製ソフトシール仕切弁 1315083180 合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５ キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　上水フランジ形 呼び径１００ｍｍ 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形　径１００ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製ソフトシール仕切弁 1315083190 合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５ キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　上水フランジ形 呼び径１２５ｍｍ 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形　径１２５ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製ソフトシール仕切弁 1315083200 合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５ キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　上水フランジ形 呼び径１５０ｍｍ 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 上水フランジ形　径１５０ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製ソフトシール仕切弁 1315083210 合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５ キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径５０ｍｍ 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 ゴム輪形　径５０ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製ソフトシール仕切弁 1315083220 合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５ キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径７５ｍｍ 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 ゴム輪形　径７５ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製ソフトシール仕切弁 1315083230 合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５ キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径１００ｍｍ 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 ゴム輪形　径１００ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製ソフトシール仕切弁 1315083240 合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５ キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径１２５ｍｍ 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 ゴム輪形　径１２５ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製ソフトシール仕切弁 1315083250 合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５ キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径１５０ｍｍ 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 ゴム輪形　径１５０ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製ソフトシール仕切弁 1315083260 合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５ キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ＲＲ短管付き 呼び径５０ｍｍ 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 ＲＲ短管付　径５０ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製ソフトシール仕切弁 1315083270 合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５ キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ＲＲ短管付き 呼び径７５ｍｍ 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 ＲＲ短管付　径７５ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製ソフトシール仕切弁 1315083280 合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５ キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ＲＲ短管付き 呼び径１００ｍｍ 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 ＲＲ短管付　径１００ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製ソフトシール仕切弁 1315083290 合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５ キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ＲＲ短管付き 呼び径１２５ｍｍ 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 ＲＲ短管付　径１２５ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製ソフトシール仕切弁 1315083300 合成樹脂製ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２５ キャップ式 ＨＩ－ＰＶＣ　ＲＲ短管付き 呼び径１５０ｍｍ 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 ＲＲ短管付　径１５０ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

758 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

合成樹脂製バタフライ弁 1315054060 合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ウエハー形 呼び径５０ｍｍ 合成樹脂製バタフライ弁 ウエハー形　径５０ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製バタフライ弁 1315054065 合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ウエハー形 呼び径７５ｍｍ 合成樹脂製バタフライ弁 ウエハー形　径７５ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製バタフライ弁 1315054070 合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ウエハー形 呼び径１００ｍｍ 合成樹脂製バタフライ弁 ウエハー形　径１００ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製バタフライ弁 1315054075 合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ウエハー形 呼び径１２５ｍｍ 合成樹脂製バタフライ弁 ウエハー形　径１２５ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製バタフライ弁 1315054080 合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ウエハー形 呼び径１５０ｍｍ 合成樹脂製バタフライ弁 ウエハー形　径１５０ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製バタフライ弁 1315054085 合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ウエハー形 呼び径２００ｍｍ 合成樹脂製バタフライ弁 ウエハー形　径２００ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製バタフライ弁 1315054090 合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径５０ｍｍ 合成樹脂製バタフライ弁 ゴム輪形　径５０ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製バタフライ弁 1315054095 合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径７５ｍｍ 合成樹脂製バタフライ弁 ゴム輪形　径７５ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製バタフライ弁 1315054100 合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径１００ｍｍ 合成樹脂製バタフライ弁 ゴム輪形　径１００ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製バタフライ弁 1315054105 合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径１２５ｍｍ 合成樹脂製バタフライ弁 ゴム輪形　径１２５ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

合成樹脂製バタフライ弁 1315054110 合成樹脂製バタフライ弁 ＨＩ－ＰＶＣ　ゴム輪形 呼び径１５０ｍｍ 合成樹脂製バタフライ弁 ゴム輪形　径１５０ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ 1315090180 ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径５０ｍｍ ＡＶゲートバルブ　標準型 上水フランジ形　径５０ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ 1315090190 ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径７５ｍｍ ＡＶゲートバルブ　標準型 上水フランジ形　径７５ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ 1315090200 ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径１００ｍｍ ＡＶゲートバルブ　標準型 上水フランジ形　径１００ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ 1315090210 ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径１２５ｍｍ ＡＶゲートバルブ　標準型 上水フランジ形　径１２５ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ 1315090220 ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径１５０ｍｍ ＡＶゲートバルブ　標準型 上水フランジ形　径１５０ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ 1315090230 ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径２００ｍｍ ＡＶゲートバルブ　標準型 上水フランジ形　径２００ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ 1315090240 ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径２５０ｍｍ ＡＶゲートバルブ　標準型 上水フランジ形　径２５０ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類
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ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ 1315090250 ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径３００ｍｍ ＡＶゲートバルブ　標準型 上水フランジ形　径３００ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ 1315090260 ＡＶゲートバルブ＜標準型＞ ＨＩ－ＰＶＣ　キャップ式　上水フランジ形 呼び径３５０ｍｍ ＡＶゲートバルブ　標準型 上水フランジ形　径３５０ｍｍ 個 299 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315085060
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品 １０Ｋ（内ねじ）
ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径７５ｍｍ

ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　受口・挿し口　径７５ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315085070
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品 １０Ｋ（内ねじ）
ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径１００ｍｍ

ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　受口・挿し口　径１００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315085080
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品 １０Ｋ（内ねじ）
ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径１５０ｍｍ

ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　受口・挿し口　径１５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315085090
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品 １０Ｋ（内ねじ）
ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径２００ｍｍ

ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　受口・挿し口　径２００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315085100
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品 １０Ｋ（内ねじ）
ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径２５０ｍｍ

ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　受口・挿し口　径２５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315085102
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品 １０Ｋ（内ねじ）
ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径３００ｍｍ

ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　受口・挿し口　径３００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315085010
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９
１０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径７５ｍｍ

ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　両受口　径７５ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315085020
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９
１０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径１００ｍｍ

ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　両受口　径１００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315085030
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９
１０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径１５０ｍｍ

ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　両受口　径１５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315085040
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９
１０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径２００ｍｍ

ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　両受口　径２００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315085050
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９
１０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径２５０ｍｍ

ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　両受口　径２５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315085052
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９
１０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径３００ｍｍ

ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　両受口　径３００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315085056
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品，ＪＤＰＡ　Ｇ　１
０４９ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径３５０ｍｍ

ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　両受口　径３５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315085054
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０，ＪＤＰＡ　Ｇ　１０４９
１０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径４００ｍｍ

ＧＸ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　両受口　径４００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084070
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品 １０Ｋ（内ねじ）
ＦＣＤ　内外面粉体塗装 受口・挿し口 呼び径７５ｍｍ

ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　受口・挿し口　径７５ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084080
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品 １０Ｋ（内ねじ）
ＦＣＤ　内外面粉体塗装 受口・挿し口 呼び径１００ｍｍ

ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　受口・挿し口　径１００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類
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耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084090
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品 １０Ｋ（内ねじ）
ＦＣＤ　内外面粉体塗装 受口・挿し口 呼び径１５０ｍｍ

ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　受口・挿し口　径１５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084100
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品 １０Ｋ（内ねじ）
ＦＣＤ　内外面粉体塗装 受口・挿し口 呼び径２００ｍｍ

ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　受口・挿し口　径２００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084110
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品 １０Ｋ（内ねじ）
ＦＣＤ　内外面粉体塗装 受口・挿し口 呼び径２５０ｍｍ

ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　受口・挿し口　径２５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084120
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品 １０Ｋ（内ねじ）
ＦＣＤ　内外面粉体塗装 受口・挿し口 呼び径３００ｍｍ

ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　受口・挿し口　径３００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084010
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ
内外面粉体塗装 両受口 呼び径７５ｍｍ

ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　両受口　径７５ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084020
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ
内外面粉体塗装 両受口 呼び径１００ｍｍ

ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　両受口　径１００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084030
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ
内外面粉体塗装 両受口 呼び径１５０ｍｍ

ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　両受口　径１５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084040
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ
内外面粉体塗装 両受口 呼び径２００ｍｍ

ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　両受口　径２００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084050
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ
内外面粉体塗装 両受口 呼び径２５０ｍｍ

ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　両受口　径２５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084060
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品 １０Ｋ（内ねじ）
ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 呼び径３００ｍｍ

ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　両受口　径３００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084062
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品 １０Ｋ（内ねじ）
ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 呼び径３５０ｍｍ

ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　両受口　径３５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084064
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁 ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０準拠品 １０Ｋ（内ねじ）
ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 呼び径４００ｍｍ

ＮＳ形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　両受口　径４００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056002
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 セ
ンターキャップ式 標準弁体 呼び径３００ｍｍ

ＧＸ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　標準　径３００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056003
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 セ
ンターキャップ式 標準弁体 呼び径４００ｍｍ

ＧＸ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　標準　径４００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056004
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 セ
ンターキャップ式 充水弁体 呼び径３００ｍｍ

ＧＸ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　充水　径３００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056005
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＧＸ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 セ
ンターキャップ式 充水弁体 呼び径４００ｍｍ

ＧＸ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　充水　径４００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056006
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 標準弁体 呼び径３００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　標準　径３００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056008
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 標準弁体 呼び径３５０ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　標準　径３５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類
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耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056010
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 標準弁体 呼び径４００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　標準　径４００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056012
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 標準弁体 呼び径４５０ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　標準　径４５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056014
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 充水弁体 呼び径３００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　充水　径３００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056016
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 充水弁体 呼び径３５０ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　充水　径３５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056018
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 充水弁体 呼び径４００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　充水　径４００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056020
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 充水弁体 呼び径４５０ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　充水　径４５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056022
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 標準弁体 呼び径３００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　標準　径３００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056024
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 標準弁体 呼び径３５０ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　標準　径３５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056026
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 標準弁体 呼び径４００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　標準　径４００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056028
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 標準弁体 呼び径４５０ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　標準　径４５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056030
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 充水弁体 呼び径３００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　充水　径３００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056032
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 充水弁体 呼び径３５０ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　充水　径３５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056034
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 充水弁体 呼び径４００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　充水　径４００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056036
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 充水弁体 呼び径４５０ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　充水　径４５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084124
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗
装 受口・挿し口 呼び径７５ｍｍ

ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ　受口・挿し口　径７５ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084126
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗
装 受口・挿し口 呼び径１００ｍｍ

ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ受口・挿し口　径１００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084128
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗
装 受口・挿し口 呼び径１５０ｍｍ

ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ受口・挿し口　径１５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084130
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗
装 両受口 呼び径７５ｍｍ

ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ　両受口　径７５ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類
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耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084132
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗
装 両受口 呼び径１００ｍｍ

ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ　両受口　径１００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084134
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗
装 両受口 呼び径１５０ｍｍ

ＮＳ形Ｅ種管ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ　両受口　径１５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315084122
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 Ｓ５０形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装・外面
耐食塗装 受口・挿し口 呼び径５０ｍｍ

Ｓ５０形ソフトシール仕切弁 １０Ｋ　受口・挿し口　径５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁 1315084136
水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁＜両ポリエチレン挿し口＞　ＰＴＣ　Ｂ　２２ ７．５Ｋ（内ねじ） Ｆ
ＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径５０ｍｍ

水道配水ＰＥ管ソフトシル仕切弁 両ＰＥ挿し口　７．５Ｋ　径５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁 1315084138
水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁＜両ポリエチレン挿し口＞　ＰＴＣ　Ｂ　２２ ７．５Ｋ（内ねじ） Ｆ
ＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ

水道配水ＰＥ管ソフトシル仕切弁 両ＰＥ挿し口　７．５Ｋ　径７５ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁 1315084140
水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁＜両ポリエチレン挿し口＞　ＰＴＣ　Ｂ　２２ ７．５Ｋ（内ねじ） Ｆ
ＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ

水道配水ＰＥ管ソフトシル仕切弁 両ＰＥ挿し口　７．５Ｋ径１００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁 1315084142
水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁＜両ポリエチレン挿し口＞　ＰＴＣ　Ｂ　２２ ７．５Ｋ（内ねじ） Ｆ
ＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ

水道配水ＰＥ管ソフトシル仕切弁 両ＰＥ挿し口　７．５Ｋ径１５０ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁 1315084144
水道配水用ポリエチレン管ソフトシール仕切弁＜両ポリエチレン挿し口＞　ＰＴＣ　Ｂ　２２ ７．５Ｋ（内ねじ） Ｆ
ＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ

水道配水ＰＥ管ソフトシル仕切弁 両ＰＥ挿し口　７．５Ｋ径２００ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082010 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ内ねじ　径５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082020 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ内ねじ　径７５ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082030 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ内ねじ　径１００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082040 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１２５ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ内ねじ　径１２５ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082050 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ内ねじ　径１５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082060 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ内ねじ　径２００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082070 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ内ねじ　径２５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082080 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３００ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ内ねじ　径３００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082090 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ内ねじ　径３５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082100 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４００ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ内ねじ　径４００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類
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ソフトシール仕切弁 1315082110 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ内ねじ　径４５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082120 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径５００ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ内ねじ　径５００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082330 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ外ねじ　径５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082340 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ外ねじ　径７５ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082350 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ外ねじ　径１００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082360 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１２５ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ外ねじ　径１２５ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082370 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ外ねじ　径１５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082380 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ外ねじ　径２００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082390 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ外ねじ　径２５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082400 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３００ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ外ねじ　径３００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082410 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ外ねじ　径３５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082420 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４００ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ外ねじ　径４００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082430 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ外ねじ　径４５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082440 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ ７．５Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径５００ｍｍ ソフトシール仕切弁 ７．５Ｋ外ねじ　径５００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082130 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ内ねじ　径５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082140 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ内ねじ　径７５ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082150 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ内ねじ　径１００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082160 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１２５ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ内ねじ　径１２５ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類
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ソフトシール仕切弁 1315082170 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ内ねじ　径１５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082180 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ内ねじ　径２００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082190 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ内ねじ　径２５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082200 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３００ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ内ねじ　径３００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082210 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ内ねじ　径３５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082220 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４００ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ内ねじ　径４００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082230 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ内ねじ　径４５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082240 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径５００ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ内ねじ　径５００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082450 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ外ねじ　径５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082460 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ外ねじ　径７５ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082470 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ外ねじ　径１００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082480 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１２５ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ外ねじ　径１２５ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082490 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ外ねじ　径１５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082500 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ外ねじ　径２００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082510 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ外ねじ　径２５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082520 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３００ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ外ねじ　径３００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082530 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ外ねじ　径３５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082540 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４００ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ外ねじ　径４００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類
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ソフトシール仕切弁 1315082550 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４５０ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ外ねじ　径４５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

ソフトシール仕切弁 1315082560 ソフトシール仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０ １０Ｋ（外ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径５００ｍｍ ソフトシール仕切弁 １０Ｋ外ねじ　径５００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012090 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径５０ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012095 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径７５ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径７５ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012100 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１００ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径１００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012105 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１２５ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径１２５ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012110 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１５０ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径１５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012115 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径２００ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径２００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012120 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径２５０ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径２５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012125 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径３００ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径３００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012130 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径３５０ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径３５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012135 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径４００ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径４００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012140 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径４５０ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径４５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012145 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径５００ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径５００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012150 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径５０ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012155 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径７５ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径７５ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012160 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１００ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径１００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012165 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１２５ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径１２５ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類
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手動仕切弁 1315012170 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１５０ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径１５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012175 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径２００ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径２００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012180 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径２５０ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径２５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012185 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径３００ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径３００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012190 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径３５０ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径３５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012195 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径４００ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径４００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012200 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径４５０ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径４５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012205 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径５００ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内面粉体塗装　径５００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012254 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径５０ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012256 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径７５ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径７５ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012258 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径１００ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径１００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012260 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径１２５ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径１２５ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012262 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径１５０ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径１５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012264 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径２００ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径２００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012266 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径２５０ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径２５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012268 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径３００ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径３００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012270 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径３５０ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径３５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012272 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径４００ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径４００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類
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手動仕切弁 1315012274 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径４５０ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径４５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012276 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径５００ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径５００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012278 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径５０ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012280 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径７５ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径７５ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012282 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径１００ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径１００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012284 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径１２５ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径１２５ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012286 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径１５０ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径１５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012288 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径２００ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径２００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012290 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径２５０ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径２５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012292 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径３００ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径３００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012294 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径３５０ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径３５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012296 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径４００ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径４００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012298 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径４５０ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径４５０ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012300 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径５００ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 内外面粉体塗装　径５００ｍｍ 個 300 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030140 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１３ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径１３ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030150 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径２０ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径２０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030160 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径２５ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径２５ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030170 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ 急速空気弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径７５ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類
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急速空気弁 1315030180 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ 急速空気弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径１００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030190 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ 急速空気弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径１５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030200 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１３ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径１３ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030210 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径２０ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径２０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030220 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径２５ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径２５ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030230 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ 急速空気弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径７５ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030240 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ 急速空気弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径１００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030250 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ 急速空気弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径１５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030276 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１３ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径１３ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030278 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２０ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径２０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030280 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２５ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径２５ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030282 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ 急速空気弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径７５ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030284 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ 急速空気弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径１００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030286 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ 急速空気弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径１５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030288 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１３ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径１３ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030290 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２０ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径２０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030292 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２５ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径２５ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030294 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ 急速空気弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径７５ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類
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急速空気弁 1315030296 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ 急速空気弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径１００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030298 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１５０ｍｍ 急速空気弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径１５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111068 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×１００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　７５×１００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111015 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×１５０ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　７５×１５０ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111070 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×２００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　７５×２００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111072 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×３００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　７５×３００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111074 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×４００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　７５×４００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111020 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×２００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　１００×２００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111076 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×２５０ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　１００×２５０ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111078 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×３００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　１００×３００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111080 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×４００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　１００×４００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111082
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×１００ｍ
ｍ

ボール式補修弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　７５×１００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111084
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×１５０ｍ
ｍ

ボール式補修弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　７５×１５０ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111086 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×２００ｍｍ ボール式補修弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　７５×２００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111088
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×３００ｍ
ｍ

ボール式補修弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　７５×３００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111090
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×４００ｍ
ｍ

ボール式補修弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　７５×４００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111092
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×２００
ｍｍ

ボール式補修弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　１００×２００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111094 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×２５０ｍｍ ボール式補修弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　１００×２５０ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類
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ボール式補修弁（レバー式） 1315111096
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×３００
ｍｍ

ボール式補修弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　１００×３００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111098
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×４００
ｍｍ

ボール式補修弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　１００×４００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111100 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×１００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　７５×１００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111102 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×１５０ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　７５×１５０ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111104 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×２００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　７５×２００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111106 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×３００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　７５×３００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111108 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×４００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　７５×４００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111110
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×２００ｍ
ｍ

ボール式補修弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　１００×２００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111112
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×２５０ｍ
ｍ

ボール式補修弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　１００×２５０ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111114
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×３００ｍ
ｍ

ボール式補修弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　１００×３００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111116
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×４００ｍ
ｍ

ボール式補修弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　１００×４００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111118
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×１００
ｍｍ

ボール式補修弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　７５×１００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111120
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×１５０
ｍｍ

ボール式補修弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　７５×１５０ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111030 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×２００ｍｍ ボール式補修弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　７５×２００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111122
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×３００
ｍｍ

ボール式補修弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　７５×３００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111124
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７５ｍｍ×４００
ｍｍ

ボール式補修弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　７５×４００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111126
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×２０
０ｍｍ

ボール式補修弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　１００×２００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111035 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×２５０ｍｍ ボール式補修弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　１００×２５０ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類
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ボール式補修弁（レバー式） 1315111128
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×３０
０ｍｍ

ボール式補修弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　１００×３００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111130
ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１００ｍｍ×４０
０ｍｍ

ボール式補修弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　１００×４００ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

地下式消火栓 1315040010 地下式消火栓　ＪＷＷＡ　Ｂ　１０３ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　単口 呼び径７５ｍｍ 地下式消火栓　７．５Ｋ 内面粉体　単口　径７５ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

地下式消火栓 1315040020 地下式消火栓　ＪＷＷＡ　Ｂ　１０３ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　双口 呼び径１００ｍｍ 地下式消火栓　７．５Ｋ 内面粉体　双口　径１００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

地下式消火栓 1315040022 地下式消火栓　ＪＷＷＡ　Ｂ　１０３ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　単口 呼び径７５ｍｍ 地下式消火栓　７．５Ｋ 内外面粉体　単口　径７５ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

地下式消火栓 1315040024 地下式消火栓　ＪＷＷＡ　Ｂ　１０３ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　双口 呼び径１００ｍｍ 地下式消火栓　７．５Ｋ 内外面粉体　双口　径１００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052105 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径２００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052110 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径２５０ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径２５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052115 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径３００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径３００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052120 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径３５０ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径３５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052125 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径４００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径４００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052130 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径４５０ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径４５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052135 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径５００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径５００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052140 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径６００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径６００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052145 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径７００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052150 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径８００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径８００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052155 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径９００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径９００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052160 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１，０００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径１０００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類
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手動バタフライ弁（立形） 1315052162 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１，１００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径１１００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052165 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１，２００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径１２００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052170 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１，３５０ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径１３５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052175 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１，５００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径１５００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052180 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径２００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052185 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径２５０ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径２５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052190 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径３００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径３００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052195 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径３５０ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径３５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052200 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径４００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径４００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052205 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径４５０ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径４５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052210 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径５００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径５００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052215 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径６００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径６００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052220 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径７００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径７００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052225 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径８００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径８００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052230 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径９００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径９００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052235 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１，０００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径１０００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052240 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１，１００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径１１００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052245 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１，２００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径１２００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類
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手動バタフライ弁（立形） 1315052250 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１，３５０ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径１３５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052255 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装 呼び径１，５００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内面粉体塗装　径１５００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052288 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径２００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052290 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２５０ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径２５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052292 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径３００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052294 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３５０ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径３５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052296 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径４００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052298 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４５０ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径４５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052300 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径５００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径５００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052302 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径６００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径６００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052304 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径７００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052306 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径８００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径８００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052308 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径９００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径９００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052310 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，０００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径１０００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052312 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，１００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径１１００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052314 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，２００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径１２００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052316 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，３５０ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径１３５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052318 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，５００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径１５００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類
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手動バタフライ弁（立形） 1315052320 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径２００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052322 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径２５０ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径２５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052324 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径３００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052326 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径３５０ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径３５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052328 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径４００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052330 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径４５０ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径４５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052332 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径５００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径５００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052334 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径６００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径６００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052336 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径７００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径７００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052338 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径８００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径８００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052340 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径９００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径９００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052342 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，０００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径１０００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052344 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，１００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径１１００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052346 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，２００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径１２００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052348 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，３５０ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径１３５０ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052350 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 呼び径１，５００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 内外面粉体塗装　径１５００ｍｍ 個 301 ○ ○ 1315 弁・栓類

下水道用可とう支管継手 1313080002 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１５０ ×取付管径１００ 下水道可とう支管継手　ジャバラ 塩ビ（ＶＵ）管　１５０×１００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080004 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１５０ ×取付管径１２５ 下水道可とう支管継手　ジャバラ 塩ビ（ＶＵ）管　１５０×１２５ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管
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下水道用可とう支管継手 1313080006 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２００ ×取付管径１００ 下水道可とう支管継手　ジャバラ 塩ビ（ＶＵ）管　２００×１００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080008 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２００ ×取付管径１２５ 下水道可とう支管継手　ジャバラ 塩ビ（ＶＵ）管　２００×１２５ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080010 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２００ ×取付管径１５０ 下水道可とう支管継手　ジャバラ 塩ビ（ＶＵ）管　２００×１５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080012 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２５０ ×取付管径１００ 下水道可とう支管継手　ジャバラ 塩ビ（ＶＵ）管　２５０×１００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080014 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２５０ ×取付管径１５０ 下水道可とう支管継手　ジャバラ 塩ビ（ＶＵ）管　２５０×１５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080016 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（リブ）管 本管径１５０ ×取付管径１００ 下水道可とう支管継手　ジャバラ 塩ビ（リブ）管　１５０×１００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080018 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（リブ）管 本管径１５０ ×取付管径１２５ 下水道可とう支管継手　ジャバラ 塩ビ（リブ）管　１５０×１２５ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080020 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２００ ×取付管径１００ 下水道可とう支管継手　ジャバラ 塩ビ（リブ）管　２００×１００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080022 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２００ ×取付管径１２５ 下水道可とう支管継手　ジャバラ 塩ビ（リブ）管　２００×１２５ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080024 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２００ ×取付管径１５０ 下水道可とう支管継手　ジャバラ 塩ビ（リブ）管　２００×１５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080026 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２５０ ×取付管径１００ 下水道可とう支管継手　ジャバラ 塩ビ（リブ）管　２５０×１００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080028 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２５０ ×取付管径１５０ 下水道可とう支管継手　ジャバラ 塩ビ（リブ）管　２５０×１５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080036 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：ヒューム管 本管径２００ ×取付管径１００ 下水道可とう支管継手　ジャバラ ヒューム管　２００×１００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080038 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管：ヒューム管 本管径２００ ×取付管径１５０ 下水道可とう支管継手　ジャバラ ヒューム管　２００×１５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080040 下水道用可とう支管継手 非ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１５０ ×取付管径１００ 下水道可とう支管継手非ジャバラ 塩ビ（ＶＵ）管　１５０×１００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080044 下水道用可とう支管継手 非ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２００ ×取付管径１００ 下水道可とう支管継手非ジャバラ 塩ビ（ＶＵ）管　２００×１００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080048 下水道用可とう支管継手 非ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２００ ×取付管径１５０ 下水道可とう支管継手非ジャバラ 塩ビ（ＶＵ）管　２００×１５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

下水道用可とう支管継手 1313080052 下水道用可とう支管継手 非ジャバラ型 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２５０ ×取付管径１５０ 下水道可とう支管継手非ジャバラ 塩ビ（ＶＵ）管　２５０×１５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

776 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

マンホール用可とう継手 1313060062 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１００ マンホール用可とう継手　貼付 塩ビ（ＶＵ）管　本管径１００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060064 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１２５ マンホール用可とう継手　貼付 塩ビ（ＶＵ）管　本管径１２５ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060066 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１５０ マンホール用可とう継手　貼付 塩ビ（ＶＵ）管　本管径１５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060068 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２００ マンホール用可とう継手　貼付 塩ビ（ＶＵ）管　本管径２００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060070 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２５０ マンホール用可とう継手　貼付 塩ビ（ＶＵ）管　本管径２５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060072 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径３００ マンホール用可とう継手　貼付 塩ビ（ＶＵ）管　本管径３００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060074 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径３５０ マンホール用可とう継手　貼付 塩ビ（ＶＵ）管　本管径３５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060076 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径４００ マンホール用可とう継手　貼付 塩ビ（ＶＵ）管　本管径４００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060114 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径１５０ マンホール用可とう継手　貼付 塩ビ（リブ）管　本管径１５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060116 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２００ マンホール用可とう継手　貼付 塩ビ（リブ）管　本管径２００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060118 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２５０ マンホール用可とう継手　貼付 塩ビ（リブ）管　本管径２５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060120 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径３００ マンホール用可とう継手　貼付 塩ビ（リブ）管　本管径３００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060122 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径３５０ マンホール用可とう継手　貼付 塩ビ（リブ）管　本管径３５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060078 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：ヒューム管 本管径１５０ マンホール用可とう継手　貼付 ヒューム管　本管径１５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060080 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：ヒューム管 本管径２００ マンホール用可とう継手　貼付 ヒューム管　本管径２００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060082 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：ヒューム管 本管径２５０ マンホール用可とう継手　貼付 ヒューム管　本管径２５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060084 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：ヒューム管 本管径３００ マンホール用可とう継手　貼付 ヒューム管　本管径３００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060086 マンホール用可とう継手 貼付タイプ 本管：ヒューム管 本管径３５０ マンホール用可とう継手　貼付 ヒューム管　本管径３５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管
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マンホール用可とう継手 1313060088 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１００ マンホール用可とう継手　拡張 塩ビ（ＶＵ）管　本管径１００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060090 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１２５ マンホール用可とう継手　拡張 塩ビ（ＶＵ）管　本管径１２５ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060092 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径１５０ マンホール用可とう継手　拡張 塩ビ（ＶＵ）管　本管径１５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060094 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２００ マンホール用可とう継手　拡張 塩ビ（ＶＵ）管　本管径２００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060096 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径２５０ マンホール用可とう継手　拡張 塩ビ（ＶＵ）管　本管径２５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060098 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径３００ マンホール用可とう継手　拡張 塩ビ（ＶＵ）管　本管径３００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060100 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径３５０ マンホール用可とう継手　拡張 塩ビ（ＶＵ）管　本管径３５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060102 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（ＶＵ）管 本管径４００ マンホール用可とう継手　拡張 塩ビ（ＶＵ）管　本管径４００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060124 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径１５０ マンホール用可とう継手　拡張 塩ビ（リブ）管　本管径１５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060126 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２００ マンホール用可とう継手　拡張 塩ビ（リブ）管　本管径２００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060128 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径２５０ マンホール用可とう継手　拡張 塩ビ（リブ）管　本管径２５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060130 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径３００ マンホール用可とう継手　拡張 塩ビ（リブ）管　本管径３００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060132 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径３５０ マンホール用可とう継手　拡張 塩ビ（リブ）管　本管径３５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060134 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：塩ビ（リブ）管 本管径４００ マンホール用可とう継手　拡張 塩ビ（リブ）管　本管径４００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060104 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：ヒューム管 本管径１５０ マンホール用可とう継手　拡張 ヒューム管　本管径１５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060106 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：ヒューム管 本管径２００ マンホール用可とう継手　拡張 ヒューム管　本管径２００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060108 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：ヒューム管 本管径２５０ マンホール用可とう継手　拡張 ヒューム管　本管径２５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

マンホール用可とう継手 1313060110 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：ヒューム管 本管径３００ マンホール用可とう継手　拡張 ヒューム管　本管径３００ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管
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マンホール用可とう継手 1313060112 マンホール用可とう継手 拡張バンドタイプ 本管：ヒューム管 本管径３５０ マンホール用可とう継手　拡張 ヒューム管　本管径３５０ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012115
ヴィクトリックジョイント Ｓ－０ ５０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹
脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｓ－０　５０ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012120
ヴィクトリックジョイント Ｓ－０ ６５ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹
脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｓ－０　６５ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012125
ヴィクトリックジョイント Ｓ－０ ８０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹
脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｓ－０　８０ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012130
ヴィクトリックジョイント Ｓ－０ １００ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸
樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｓ－０　１００ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012135
ヴィクトリックジョイント Ｓ－０ １２５ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸
樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｓ－０　１２５ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012140
ヴィクトリックジョイント Ｓ－０ １５０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸
樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｓ－０　１５０ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012145
ヴィクトリックジョイント Ｓ－０ ２００ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸
樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｓ－０　２００ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012215
ヴィクトリックジョイント Ｓ－１ ５０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹
脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｓ－１　５０ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012220
ヴィクトリックジョイント Ｓ－１ ６５ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹
脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｓ－１　６５ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012225
ヴィクトリックジョイント Ｓ－１ ８０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹
脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｓ－１　８０ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012230
ヴィクトリックジョイント Ｓ－１ １００ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸
樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｓ－１　１００ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012235
ヴィクトリックジョイント Ｓ－１ １２５ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸
樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｓ－１　１２５ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012240
ヴィクトリックジョイント Ｓ－１ １５０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸
樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｓ－１　１５０ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012245
ヴィクトリックジョイント Ｓ－１ ２００ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸
樹脂塗料 Ｓカラーは含まず ゴムリング、ボルトナットは含む 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｓ－１　２００ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012374 ヴィクトリックジョイント Ｓカラー ５０ｍｍ Ｓカラー材質：鋼製 日本ヴィクトリック ヴィクトリックジョイント　鋼製 Ｓカラー　５０ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012376 ヴィクトリックジョイント Ｓカラー ６５ｍｍ Ｓカラー材質：鋼製 日本ヴィクトリック ヴィクトリックジョイント　鋼製 Ｓカラー　６５ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012378 ヴィクトリックジョイント Ｓカラー ８０ｍｍ Ｓカラー材質：鋼製 日本ヴィクトリック ヴィクトリックジョイント　鋼製 Ｓカラー　８０ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管
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ハウジング形継手―ブランド品― 1313012380 ヴィクトリックジョイント Ｓカラー １００ｍｍ Ｓカラー材質：鋼製 日本ヴィクトリック ヴィクトリックジョイント　鋼製 Ｓカラー　１００ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012382 ヴィクトリックジョイント Ｓカラー １２５ｍｍ Ｓカラー材質：鋼製 日本ヴィクトリック ヴィクトリックジョイント　鋼製 Ｓカラー　１２５ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012384 ヴィクトリックジョイント Ｓカラー １５０ｍｍ Ｓカラー材質：鋼製 日本ヴィクトリック ヴィクトリックジョイント　鋼製 Ｓカラー　１５０ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012386 ヴィクトリックジョイント Ｓカラー ２００ｍｍ Ｓカラー材質：鋼製 日本ヴィクトリック ヴィクトリックジョイント　鋼製 Ｓカラー　２００ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012415
ヴィクトリックジョイント Ｇ－０ ５０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹
脂塗料 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｇ－０　５０ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012420
ヴィクトリックジョイント Ｇ－０ ６５ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹
脂塗料 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｇ－０　６５ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012425
ヴィクトリックジョイント Ｇ－０ ８０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹
脂塗料 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｇ－０　８０ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012430
ヴィクトリックジョイント Ｇ－０ １００ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸
樹脂塗料 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｇ－０　１００ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012435
ヴィクトリックジョイント Ｇ－０ １２５ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸
樹脂塗料 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｇ－０　１２５ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012440
ヴィクトリックジョイント Ｇ－０ １５０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸
樹脂塗料 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｇ－０　１５０ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012445
ヴィクトリックジョイント Ｇ－０ ２００ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸
樹脂塗料 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｇ－０　２００ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012515
ヴィクトリックジョイント Ｇ ５０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗
料 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｇ　５０ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012520
ヴィクトリックジョイント Ｇ ６５ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗
料 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｇ　６５ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012525
ヴィクトリックジョイント Ｇ ８０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂塗
料 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｇ　８０ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012530
ヴィクトリックジョイント Ｇ １００ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂
塗料 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｇ　１００ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012535
ヴィクトリックジョイント Ｇ １２５ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂
塗料 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｇ　１２５ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012540
ヴィクトリックジョイント Ｇ １５０ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂
塗料 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｇ　１５０ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管

ハウジング形継手―ブランド品― 1313012545
ヴィクトリックジョイント Ｇ ２００ｍｍ 本体材質：ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング：ＳＢＲ 本体塗装：フタル酸樹脂
塗料 日本ヴィクトリック

ヴィクトリックジョイントＦＣＤ Ｇ　２００ｍｍ 個 302 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046002
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径７
５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046004
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径１
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046006
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径１
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046008
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径２
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046010
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径２
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046012
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径３
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046014
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径３
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046016
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径４
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046018
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径４
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046020
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径５
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046022
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径６
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046024
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径７
５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046026
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径１
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046028
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径１
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046030
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径２
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046032
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径２
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046034
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径３
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046036
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径３
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046038
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径４
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046040
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径４
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046042
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径５
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046044
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径６
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046046
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径７
５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046048
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径１
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046050
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径１
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046052
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径２
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046054
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径２
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046056
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径３
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046058
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径３
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046060
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径４
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046062
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径４
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046064
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径５
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046066
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径６
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046068
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径７
５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046070
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径１
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046072
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径１
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046074
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径２
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046076
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径２
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046078
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径３
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046080
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径３
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046082
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径４
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046084
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径４
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046086
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径５
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046088
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径６
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046090
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径７
５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046092
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径１
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046094
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径１
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046096
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径２
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046098
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径２
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046100
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径３
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046102
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径３
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046104
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径４
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046106
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径４
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046108
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径５
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046110
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径６
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046112
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径７
５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046114
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径１
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046116
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径１
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046118
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径２
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046120
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径２
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046122
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径３
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046124
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径３
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046126
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径４
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046128
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径４
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046130
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径５
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046132
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径６
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046134
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径７
５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046136
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径１
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046138
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径１
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046140
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径２
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046142
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径２
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046144
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径３
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046146
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径３
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046148
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径４
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046150
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径４
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046152
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径５
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046154
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径６
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046156
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径７
５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046158
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径１
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046160
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径１
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046162
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径２
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046164
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径２
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046166
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径３
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046168
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径３
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046170
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径４
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046172
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径４
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046174
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径５
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046176
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径６
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046178
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径７
５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046180
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径１
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046182
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径１
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046184
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径２
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046186
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径２
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046188
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径３
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046190
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径３
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046192
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径４
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046194
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径４
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046196
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径５
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046198
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径６
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046200
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径７
５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046202
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径１
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046204
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径１
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046206
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径２
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046208
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径２
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046210
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径３
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046212
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径３
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046214
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径４
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046216
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径４
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046218
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径５
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046220
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径６
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046222
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径７
５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046224
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径１
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046226
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径１
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046228
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径２
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046230
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径２
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046232
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径３
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046234
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径３
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046236
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径４
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046238
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径４
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046240
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径５
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046242
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径６
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046244
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径７
５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046246
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径１
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046248
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径１
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046250
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径２
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046252
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径２
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046254
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径３
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046256
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径３
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046258
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径４
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046260
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径４
５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046262
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径５
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046264
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径６
００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046266
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046268
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046270
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046272
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046274
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046276
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046278
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046280
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046282
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046284
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046286
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046288
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046290
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046292
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046294
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046296
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046298
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046300
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046302
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046304
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046306
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046308
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046310
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046312
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046314
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046316
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046318
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046320
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046322
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046324
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046326
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046328
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046330
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046332
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046334
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046336
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046338
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046340
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046342
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046344
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046346
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046348
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046350
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046352
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046354
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046356
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046358
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046360
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046362
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046364
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046366
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046368
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046370
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046372
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046374
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046376
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046378
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046380
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046382
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046384
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046386
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046388
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046390
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046392
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046394
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046396
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046398
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046400
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046402
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046404
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046406
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046408
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046410
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046412
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046414
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046416
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046418
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046420
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046422
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046424
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046426
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046428
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046430
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046432
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046434
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046436
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046438
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046440
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046441
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５０　ＦＦ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046442
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＦＦ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046444
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＦＦ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046446
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＦＦ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046448
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＦＦ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046450
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＦＦ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046452
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＦＦ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046454
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＦＦ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046456
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＦＦ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046458
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＦＦ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046460
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＦＦ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046462
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＦＦ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046463
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５０　ＦＦ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046464
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＦＦ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046466
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＦＦ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046468
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＦＦ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046470
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＦＦ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046472
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＦＦ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046474
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＦＦ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046476
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＦＦ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046478
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＦＦ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046480
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＦＦ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046482
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＦＦ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046484
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＦＦ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046485
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５０　ＦＦ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046486
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＦＦ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046488
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＦＦ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046490
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＦＦ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046492
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＦＦ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046494
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＦＦ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046496
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＦＦ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046498
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＦＦ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046500
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＦＦ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046502
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＦＦ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046504
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＦＦ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046506
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＦＦ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046507
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５０　ＦＦ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046508
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径７５　ＦＦ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046510
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１００　ＦＦ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046512
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径１５０　ＦＦ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046514
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２００　ＦＦ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046516
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径２５０　ＦＦ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046518
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３００　ＦＦ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046520
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径３５０　ＦＦ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046522
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４００　ＦＦ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046524
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径４５０　ＦＦ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046526
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径５００　ＦＦ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313046528
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） Ｋ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 両側フランジ（Ｒ
Ｆ・７．５Ｋ） 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　Ｋ形 径６００　ＦＦ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047002
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047004
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

795 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047006
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047008
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047010
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047012
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047014
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047016
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047018
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047020
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047022
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＵＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047024
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047026
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047028
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047030
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047032
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047034
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047036
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047038
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047040
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

796 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047042
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047044
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＵＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047046
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047048
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047050
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047052
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047054
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047056
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047058
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047060
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047062
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047064
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047066
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＵＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047068
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047070
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047072
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047074
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047076
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047078
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047080
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047082
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047084
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047086
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047088
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×受口 呼び径
６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＵＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047090
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047092
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047094
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047096
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047098
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047100
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047102
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047104
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047106
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047108
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047110
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＵＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047112
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047114
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047116
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047118
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047120
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047122
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047124
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047126
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047128
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047130
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047132
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＵＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047134
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047136
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047138
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047140
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047142
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047144
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047146
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047148
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047150
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047152
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047154
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＵＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047156
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047158
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047160
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047162
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047164
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047166
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047168
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047170
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047172
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047174
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047176
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 受口×挿口 呼び径
６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＵＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047178
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047180
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047182
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047184
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047186
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047188
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047190
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047192
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047194
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047196
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047198
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＳＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047200
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047202
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047204
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047206
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047208
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047210
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047212
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047214
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047216
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047218
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047220
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＳＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047222
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047224
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047226
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047228
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047230
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047232
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047234
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047236
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047238
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047240
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047242
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＳＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047244
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047246
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047248
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047250
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047252
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047254
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047256
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047258
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047260
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047262
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047264
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 挿口×挿口 呼び径
６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＳＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047266
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047268
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047270
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047272
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047274
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047276
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047278
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047280
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047282
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047284
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047286
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＦＵ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047288
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047290
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047292
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047294
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047296
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047298
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047300
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047302
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047304
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047306
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047308
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＦＵ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047310
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047312
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047314
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047316
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047318
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047320
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047322
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047324
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047326
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047328
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047330
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＦＵ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047332
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047334
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047336
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047338
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047340
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047342
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047344
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047346
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047348
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047350
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047352
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×受口 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＦＵ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047354
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047356
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047358
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047360
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047362
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047364
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047366
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047368
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047370
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047372
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047374
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き １００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＦＳ　１００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047376
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047378
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047380
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047382
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047384
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047386
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047388
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047390
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047392
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047394
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047396
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ２００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＦＳ　２００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047398
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047400
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047402
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047404
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047406
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047408
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047410
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047412
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047414
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047416
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047418
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ３００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＦＳ　３００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047420
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径７５ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径７５　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047422
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径１００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１００　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047424
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径１５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径１５０　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047426
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径２００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２００　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047428
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径２５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径２５０　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047430
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径３００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３００　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047432
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径３５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径３５０　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047434
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径４００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４００　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047436
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径４５０ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径４５０　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管
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ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047438
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径５００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径５００　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

ダクタイル鋳鉄製ボール型（ダブル型）伸縮可
とう管

1313047440
ダクタイル鋳鉄製　伸縮可とう管 ボール型（ダブル型） ＮＳ形　タイロッド付き ４００ｍｍ偏心 フランジ（ＲＦ・
７．５Ｋ）×挿口 呼び径６００ｍｍ

ダク鋳製伸縮可とう管　ＮＳ形 径６００　ＦＳ　４００偏心付 個 303 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014365
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径８０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，１５
０ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　８０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014305
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径１００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，１
５０ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　１００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014370
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径１２５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，１
５０ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　１２５ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014310
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径１５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，１
５０ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　１５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014315
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径２００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，１
５０ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　２００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014375
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径２５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，１
５０ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　２５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014320
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径３００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６
００ｍｍ 伸縮量（＋）１１５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　３００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014380
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６
００ｍｍ 伸縮量（＋）１１５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　３５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014325
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径４００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６
００ｍｍ 伸縮量（＋）１１５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　４００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014385
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径４５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６
００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　４５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014330
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，７
００ｍｍ 伸縮量（＋）１３５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　５００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014335
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径６００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，７
００ｍｍ 伸縮量（＋）１３５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　６００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014340
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径７００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，８
００ｍｍ 伸縮量（＋）１３５ｍｍ×２ 伸縮量（－）９０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　７００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014345
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径８００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，８
００ｍｍ 伸縮量（＋）１５５ｍｍ×２ 伸縮量（－）１１０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上
日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　８００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014390
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径９００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，８
００ｍｍ 伸縮量（＋）１５５ｍｍ×２ 伸縮量（－）１１０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上
日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　９００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014350
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径１，０００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝
１，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１３０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ
以上 日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　１０００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管
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鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014355
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径１，３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝
１，９００ｍｍ 伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ
以上 日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　１３５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014360
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径１，５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝
２，０００ｍｍ 伸縮量（＋）１７５ｍｍ×２ 伸縮量（－）２００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ
以上 日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　１００偏心　１５００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014505
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径８０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，９０
０ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　２００偏心　８０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014510
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径１００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，９
００ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　２００偏心　１００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014515
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径１２５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，９
００ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　２００偏心　１２５ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014520
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径１５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，９
００ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　２００偏心　１５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014525
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径２００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，９
００ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　２００偏心　２００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014530
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－Ａ 呼び径２５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，９
００ｍｍ 伸縮量（＋）１２５ｍｍ×２ 伸縮量（－）８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日
本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－Ａ　２００偏心　２５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014535
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径３００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，
９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上
日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　３００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014540
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，
９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上
日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　３５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014545
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径４００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，
９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上
日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　４００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014550
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径４５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，
９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上
日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　４５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014555
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，
０００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１６０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上
日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　５００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014560
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径６００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，
０００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１６０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上
日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　６００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014565
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径７００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，
０００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上
日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　７００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014570
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径８００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，
０００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上
日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　８００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014575
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径９００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，
０００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）２００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上
日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　２００偏心　９００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014580
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１，０００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝
３，５００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）２４０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ
以上 日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　２００偏心１０００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管
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鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014585
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１，３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝
３，５００ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）２４０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ
以上 日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　２００偏心１３５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014590
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１，５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝
３，６００ｍｍ 伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）２６０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ
以上 日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　２００偏心１５００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014705
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径８０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，８
００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　８０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014710
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，
８００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　１００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014715
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１２５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，
８００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　１２５ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014720
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，
８００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　１５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014725
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径２００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，
８００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　２００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014730
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径２５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，
８００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　２５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014735
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径３００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，
９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　３００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014740
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，
９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　３５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014745
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径４００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，
９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　４００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014750
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径４５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，
９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　４５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014755
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，
９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１６０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　５００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014760
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径６００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，
９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１６０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　６００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014765
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径７００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝３，
９００ｍｍ 伸縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）１８０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　７００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014770
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径８００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝４，
０００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１８０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　８００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014775
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径９００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝４，
０００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）２００ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本
ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心　９００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014780
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１，０００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝
４，４００ｍｍ 伸縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）２４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上
日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心１０００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管
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鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014785
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１，３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝
４，５００ｍｍ 伸縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）２４０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上
日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心１３５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313014790
クローザージョイント（両ベベル） ＣＬ－ＵＢ 呼び径１，５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝
４，５００ｍｍ 伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）２６０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上
日本ヴィクトリック

鋼製　クローザージョイント ＣＬ－ＵＢ　３００偏心１５００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019202
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径７５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝９５０ｍｍ 伸縮量
（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　７５ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019204
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝９５０ｍｍ 伸縮量
（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　１００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019206
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１２５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝９５０ｍｍ 伸縮量
（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　１２５ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019208
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝９５０ｍｍ 伸縮量
（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　１５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019210
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径２００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，０００ｍｍ 伸
縮量（＋）１１０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　２００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019212
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径２５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，０００ｍｍ 伸
縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　２５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019214
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径３００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，０００ｍｍ 伸
縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　３００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019216
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，０５０ｍｍ 伸
縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　３５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019218
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径４００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，０５０ｍｍ 伸
縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　４００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019220
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径４５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，０５０ｍｍ 伸
縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　４５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019222
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，１００ｍｍ 伸
縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　５００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019224
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径６００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，１５０ｍｍ 伸
縮量（＋）１４０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　６００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019226
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径７００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，２００ｍｍ 伸
縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１３０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　７００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019228
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径８００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，２００ｍｍ 伸
縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１３０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　８００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019230
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径９００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，２００ｍｍ 伸
縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　９００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019232
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，０００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，２００ｍｍ
伸縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　１０００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

811 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019234
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，３００ｍｍ
伸縮量（＋）１６０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　１３５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019236
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ １００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，３５０ｍｍ
伸縮量（＋）１７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　１００偏心　１５００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019302
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径７５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，５５０ｍｍ 伸縮
量（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　７５ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019304
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，５５０ｍｍ 伸
縮量（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　１００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019306
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１２５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，５５０ｍｍ 伸
縮量（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　１２５ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019308
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，５５０ｍｍ 伸
縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　１５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019310
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径２００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６００ｍｍ 伸
縮量（＋）１１０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　２００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019312
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径２５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６００ｍｍ 伸
縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　２５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019314
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径３００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６００ｍｍ 伸
縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　３００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019316
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６５０ｍｍ 伸
縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　３５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019318
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径４００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６５０ｍｍ 伸
縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　４００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019320
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径４５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，６５０ｍｍ 伸
縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　４５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019322
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，７００ｍｍ 伸
縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　５００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019324
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径６００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，７００ｍｍ 伸
縮量（＋）１４０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　６００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019326
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径７００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，７５０ｍｍ 伸
縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１３０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　７００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019328
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径８００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，７５０ｍｍ 伸
縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１３０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　８００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019330
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径９００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，７５０ｍｍ 伸
縮量（＋）１６０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１６０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　９００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019332
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，０００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，８００ｍｍ
伸縮量（＋）１６０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１６０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　１０００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管
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鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019334
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，８５０ｍｍ
伸縮量（＋）１８０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　１３５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019336
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ２００ｍｍ偏心型 Ｌ＝１，９００ｍｍ
伸縮量（＋）１８５ｍｍ×２ 伸縮量（－）１８０ｍｍ 内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　２００偏心　１５００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019402
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径７５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，１００ｍｍ 伸縮
量（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　７５ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019404
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，１００ｍｍ 伸
縮量（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　１００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019406
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１２５ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，１００ｍｍ 伸
縮量（＋）７０ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　１２５ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019408
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，１００ｍｍ 伸
縮量（＋）１００ｍｍ×２ 伸縮量（－）７０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　１５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019410
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径２００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，１５０ｍｍ 伸
縮量（＋）１１０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　２００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019412
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径２５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，１５０ｍｍ 伸
縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　２５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019414
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径３００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，１５０ｍｍ 伸
縮量（＋）１２０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１００ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　３００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019416
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，２００ｍｍ 伸
縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　３５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019418
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径４００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，２００ｍｍ 伸
縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　４００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019420
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径４５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，２００ｍｍ 伸
縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　４５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019422
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，２５０ｍｍ 伸
縮量（＋）１３０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　５００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019424
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径６００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，２５０ｍｍ 伸
縮量（＋）１４０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１２０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　６００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019426
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径７００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，３００ｍｍ 伸
縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１３０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　７００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019428
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径８００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，３００ｍｍ 伸
縮量（＋）１５０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１３０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　８００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019430
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径９００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，３００ｍｍ 伸
縮量（＋）１６０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１６０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　９００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019432
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，０００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，３５０ｍｍ
伸縮量（＋）１６０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１６０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　１０００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管
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鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019434
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，３５０ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，４００ｍｍ
伸縮量（＋）１８０ｍｍ×２ 伸縮量（－）１８０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　１３５０ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製伸縮可とう管―ブランド品― 1313019436
コスモ彗星（両ベベル） Ｅ８Ｍ 呼び径１，５００ｍｍ 常用圧力１．０ＭＰａ ３００ｍｍ偏心型 Ｌ＝２，４５０ｍｍ
伸縮量（＋）１８５ｍｍ×２ 伸縮量（－）１８０ｍｍ 内外面液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製伸縮可とう管　コスモ彗星 Ｅ８Ｍ　３００偏心　１５００ 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016102
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径８０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９０
ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　８０　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016105
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径１００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９
０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　１００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016108
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径１２５ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９
０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　１２５　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016110
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径１５０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９
０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　１５０　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016115
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径２００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９
０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　２００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016118
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径２５０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９
０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　２５０　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016120
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径３００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９
０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　３００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016124
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径３５０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９
０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　３５０　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016125
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径４００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９
０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　４００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016128
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径４５０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）９
０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　４５０　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016130
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径５００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）１
３０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　５００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016135
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径６００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（＋）１
３０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　６００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016140
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径７００ｍｍ Ｌ６００ｍｍ 伸縮量（＋）１
３０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　７００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016145
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径８００ｍｍ Ｌ６００ｍｍ 伸縮量（＋）１
３０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　８００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016148
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径９００ｍｍ Ｌ６００ｍｍ 伸縮量（＋）１
３０ｍｍ 伸縮量（－）５０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィクトリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　９００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016150
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径１，０００ｍｍ Ｌ７００ｍｍ 伸縮量
（＋）１７０ｍｍ 伸縮量（－）６０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィク
トリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　１０００短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管
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鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016155
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径１，３５０ｍｍ Ｌ７００ｍｍ 伸縮量
（＋）１７０ｍｍ 伸縮量（－）６０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィク
トリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　１３５０短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016160
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡ－ＣＢ（片フランジ片ベベル） 呼び径１，５００ｍｍ Ｌ７００ｍｍ 伸縮量
（＋）１７０ｍｍ 伸縮量（－）７０ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 日本ヴィク
トリック

鋼製フランジアダプター ＦＡ－ＣＢ　１５００短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016602
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径７５ｍｍ Ｌ４５０ｍｍ 伸縮量（±）６５ｍ
ｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　７５　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016604
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径１００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５
ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　１００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016606
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径１２５ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５
ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　１２５　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016608
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径１５０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５
ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　１５０　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016610
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径２００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５
ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　２００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016612
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径２５０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５
ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　２５０　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016614
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径３００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５
ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　３００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016616
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径３５０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５
ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　３５０　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016618
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径４００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５
ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　４００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016620
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径４５０ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）７５
ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　４５０　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016622
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径５００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）８５
ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　５００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016624
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径６００ｍｍ Ｌ５００ｍｍ 伸縮量（±）８５
ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　６００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016626
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径７００ｍｍ Ｌ５５０ｍｍ 伸縮量（±）８５
ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　７００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016628
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径８００ｍｍ Ｌ５５０ｍｍ 伸縮量（±）８５
ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　８００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016630
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径９００ｍｍ Ｌ６００ｍｍ 伸縮量（±）８５
ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　９００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016632
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径１，０００ｍｍ Ｌ６５０ｍｍ 伸縮量（±）
１０５ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　１０００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管
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鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016634
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径１，３５０ｍｍ Ｌ６５０ｍｍ 伸縮量（±）
１０５ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　１３５０　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

鋼製フランジアダプター―ブランド品― 1313016636
フランジアダプター（１０ｋ） ＦＡＤＳ（片フランジ片ベベル） 呼び径１，５００ｍｍ Ｌ７００ｍｍ 伸縮量（±）
１０５ｍｍ 短管を含む　内外面水道用液状エポキシ樹脂塗装０．３ｍｍ以上 コスモ工機

鋼製フランジアダプター ＦＡＤＳ　１５００　短管を含む 個 304 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029202 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ８０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量１００　８０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029204 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量１００　１００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029205 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １２５Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量１００　１２５Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029206 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量１００　１５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029208 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ２００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量１００　２００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029209 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ２５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量１００　２５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029210 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ３００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量１００　３００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029211 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ３５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量１００　３５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029212 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ４００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量１００　４００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029213 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ４５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量１００　４５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029214 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ５００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量１００　５００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029216 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ６００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量１００　６００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029218 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ７００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量１００　７００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029220 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ８００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量１００　８００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029221 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ９００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量１００　９００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029228 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ８０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量２００　８０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管
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ゴム製伸縮可とう管 1313029230 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量２００　１００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029231 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １２５Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量２００　１２５Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029232 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量２００　１５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029234 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ２００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量２００　２００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029235 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ２５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量２００　２５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029236 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ３００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量２００　３００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029237 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ３５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量２００　３５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029238 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ４００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量２００　４００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029239 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ４５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量２００　４５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029240 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ５００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量２００　５００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029242 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ６００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量２００　６００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029244 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ７００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量２００　７００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029246 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ８００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量２００　８００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029247 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ９００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 高圧　偏心量２００　９００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028202 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ８０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量１００　８０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028204 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量１００　１００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028206 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １２５Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量１００　１２５Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028208 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量１００　１５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管
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ゴム製伸縮可とう管 1313028210 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ２００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量１００　２００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028212 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ２５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量１００　２５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028214 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ３００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量１００　３００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028216 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ３５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量１００　３５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028218 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ４００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量１００　４００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028220 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ４５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量１００　４５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028222 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ５００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量１００　５００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028224 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ６００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量１００　６００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028226 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ７００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量１００　７００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028228 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ８００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量１００　８００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028230 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ９００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量１００　９００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028232 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ８０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量２００　８０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028234 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量２００　１００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028236 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １２５Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量２００　１２５Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028238 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量２００　１５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028240 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ２００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量２００　２００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028242 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ２５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量２００　２５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028244 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ３００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量２００　３００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管
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ゴム製伸縮可とう管 1313028246 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ３５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量２００　３５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028248 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ４００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量２００　４００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028250 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ４５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量２００　４５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028252 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ５００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量２００　５００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028254 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ６００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量２００　６００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028256 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ７００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量２００　７００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028258 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ８００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量２００　８００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028260 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ９００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 中圧　偏心量２００　９００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029402 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ８０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量１００　８０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029404 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量１００　１００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029405 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １２５Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量１００　１２５Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029406 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量１００　１５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029408 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ２００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量１００　２００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029409 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ２５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量１００　２５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029410 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ３００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量１００　３００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029411 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ３５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量１００　３５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029412 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ４００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量１００　４００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029413 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ４５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量１００　４５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管
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ゴム製伸縮可とう管 1313029414 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ５００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量１００　５００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029416 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ６００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量１００　６００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029418 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ７００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量１００　７００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029420 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ８００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量１００　８００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029421 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ９００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量１００　９００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029428 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ８０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量２００　８０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029430 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量２００　１００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029431 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １２５Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量２００　１２５Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029432 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 １５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量２００　１５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029434 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ２００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量２００　２００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029435 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ２５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量２００　２５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029436 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ３００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量２００　３００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029437 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ３５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量２００　３５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029438 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ４００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量２００　４００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029439 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ４５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量２００　４５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029440 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ５００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量２００　５００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029442 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ６００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量２００　６００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029444 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ７００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量２００　７００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管
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ゴム製伸縮可とう管 1313029446 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ８００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量２００　８００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029447 ゴム製伸縮可とう管 両フランジ型 ９００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管両フランジ型 低圧　偏心量２００　９００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029878 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ８０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量１００　８０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029880 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量１００　１００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029882 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １２５Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量１００　１２５Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029606 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量１００　１５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029608 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ２００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量１００　２００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029609 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ２５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量１００　２５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029610 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ３００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量１００　３００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029611 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ３５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量１００　３５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029612 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ４００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量１００　４００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029613 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ４５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量１００　４５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029614 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ５００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量１００　５００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029616 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ６００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量１００　６００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029618 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ７００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量１００　７００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029620 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ８００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量１００　８００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029621 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ９００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量１００　９００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029884 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ８０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量２００　８０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

821 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ゴム製伸縮可とう管 1313029886 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量２００　１００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029888 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １２５Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量２００　１２５Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029632 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量２００　１５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029634 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ２００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量２００　２００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029635 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ２５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量２００　２５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029636 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ３００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量２００　３００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029637 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ３５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量２００　３５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029638 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ４００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量２００　４００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029639 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ４５０Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量２００　４５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029640 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ５００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量２００　５００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029642 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ６００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量２００　６００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029644 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ７００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量２００　７００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029646 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ８００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量２００　８００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029647 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ９００Ａ 高圧用 常用圧力１．０ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 高圧　偏心量２００　９００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028262 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ８０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量１００　８０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028264 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量１００　１００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028266 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １２５Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量１００　１２５Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028268 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量１００　１５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管
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ゴム製伸縮可とう管 1313028270 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ２００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量１００　２００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028272 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ２５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量１００　２５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028274 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ３００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量１００　３００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028276 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ３５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量１００　３５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028278 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ４００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量１００　４００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028280 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ４５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量１００　４５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028282 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ５００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量１００　５００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028284 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ６００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量１００　６００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028286 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ７００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量１００　７００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028288 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ８００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量１００　８００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028290 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ９００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量１００　９００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028292 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ８０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量２００　８０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028294 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量２００　１００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028296 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １２５Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量２００　１２５Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028298 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量２００　１５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028300 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ２００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量２００　２００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028302 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ２５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量２００　２５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028304 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ３００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量２００　３００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管
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ゴム製伸縮可とう管 1313028306 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ３５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量２００　３５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028308 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ４００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量２００　４００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028310 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ４５０Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量２００　４５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028312 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ５００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量２００　５００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028314 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ６００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量２００　６００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028316 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ７００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量２００　７００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028318 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ８００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量２００　８００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313028320 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ９００Ａ 中圧用 常用圧力０．５ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 中圧　偏心量２００　９００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029890 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ８０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量１００　８０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029892 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量１００　１００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029894 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １２５Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量１００　１２５Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029806 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量１００　１５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029808 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ２００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量１００　２００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029809 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ２５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量１００　２５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029810 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ３００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量１００　３００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029811 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ３５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量１００　３５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029812 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ４００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量１００　４００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029813 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ４５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量１００　４５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管
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ゴム製伸縮可とう管 1313029814 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ５００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量１００　５００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029816 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ６００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量１００　６００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029818 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ７００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量１００　７００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029820 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ８００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量１００　８００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029821 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ９００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量１００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量１００　９００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029896 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ８０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量２００　８０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029898 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量２００　１００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029900 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １２５Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量２００　１２５Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029832 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 １５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量２００　１５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029834 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ２００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量２００　２００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029835 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ２５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量２００　２５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029836 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ３００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量２００　３００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029837 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ３５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量２００　３５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029838 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ４００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量２００　４００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029839 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ４５０Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量２００　４５０Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029840 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ５００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量２００　５００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029842 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ６００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量２００　６００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029844 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ７００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量２００　７００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

825 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ゴム製伸縮可とう管 1313029846 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ８００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量２００　８００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

ゴム製伸縮可とう管 1313029847 ゴム製伸縮可とう管 両ベベル型 ９００Ａ 低圧用 常用圧力０．３３ＭＰａ 偏心量２００ｍｍ ゴム製伸縮可とう管　両ベベル型 低圧　偏心量２００　９００Ａ 個 305 ○ ○ 1313 可とう管

コンクリート製透水管 1303092020 ポラコンパイプ（無筋） １００ｍｍ×３０ｍｍ×０．６ｍ １４ｋｇ／本 ポラコンパイプ 無筋１００×３０ｍｍ×０．６ｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

コンクリート製透水管 1303092030 ポラコンパイプ（無筋） １５０ｍｍ×３５ｍｍ×０．６ｍ ２３ｋｇ／本 ポラコンパイプ 無筋１５０×３５ｍｍ×０．６ｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

コンクリート製透水管 1303092040 ポラコンパイプ（有筋） ２００ｍｍ×４０ｍｍ×１．０ｍ ６０ｋｇ／本 ポラコンパイプ 有筋２００×４０ｍｍ×１ｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

コンクリート製透水管 1303092050 ポラコンパイプ（有筋） ２５０ｍｍ×４５ｍｍ×１．０ｍ ８５ｋｇ／本 ポラコンパイプ 有筋２５０×４５ｍｍ×１ｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

コンクリート製透水管 1303092060 ポラコンパイプ（有筋） ３００ｍｍ×５０ｍｍ×１．０ｍ １１０ｋｇ／本 ポラコンパイプ 有筋３００×５０ｍｍ×１ｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

コンクリート製透水管 1303092070 ポラコンパイプ（有筋） ３５０ｍｍ×５０ｍｍ×１．０ｍ １２０ｋｇ／本 ポラコンパイプ 有筋３５０×５０ｍｍ×１ｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

コンクリート製透水管 1303092080 ポラコンパイプ（有筋） ４００ｍｍ×５３ｍｍ×１．０ｍ １５０ｋｇ／本 ポラコンパイプ 有筋４００×５３ｍｍ×１ｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

コンクリート製透水管 1303092090 ポラコンパイプ（有筋） ５００ｍｍ×６３ｍｍ×１．０ｍ ２２５ｋｇ／本 ポラコンパイプ 有筋５００×６３ｍｍ×１ｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

コンクリート製透水管 1303092100 ポラコンパイプ（有筋） ６００ｍｍ×７５ｍｍ×１．０ｍ ３１７ｋｇ／本 ポラコンパイプ 有筋６００×７５ｍｍ×１ｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

コンクリート製透水管 1303092110 ポラコンパイプ（有筋） ７００ｍｍ×８７ｍｍ×１．０ｍ ４３０ｋｇ／本 ポラコンパイプ 有筋７００×８７ｍｍ×１ｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110015 バイコン台付管 内径１５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ６６ｋｇ／本 バイコン台付管 内径１５０×Ｌ１０００ｍｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110005 バイコン台付管 内径２００ｍｍ×長１，０００ｍｍ １０６ｋｇ／本 バイコン台付管 内径２００×Ｌ１０００ｍｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110010 バイコン台付管 内径２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３１０ｋｇ／本 バイコン台付管 内径２５０×Ｌ２０００ｍｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110020 バイコン台付管 内径３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３６０ｋｇ／本 バイコン台付管 内径３００×Ｌ２０００ｍｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110030 バイコン台付管 内径３５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４５０ｋｇ／本 バイコン台付管 内径３５０×Ｌ２０００ｍｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110040 バイコン台付管 内径４００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ６８８ｋｇ／本 バイコン台付管 内径４００×Ｌ２５００ｍｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管
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鉄筋コンクリート台付管 1303110050 バイコン台付管 内径４５０ｍｍ×長２，５００ｍｍ ８５６ｋｇ／本 バイコン台付管 内径４５０×Ｌ２５００ｍｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110060 バイコン台付管 内径５００ｍｍ×長２，５００ｍｍ １，０２０ｋｇ／本 バイコン台付管 内径５００×Ｌ２５００ｍｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110070 バイコン台付管 内径６００ｍｍ×長２，５００ｍｍ １，３００ｋｇ／本 バイコン台付管 内径６００×Ｌ２５００ｍｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110080 バイコン台付管 内径７００ｍｍ×長２，５００ｍｍ １，６２０ｋｇ／本 バイコン台付管 内径７００×Ｌ２５００ｍｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110090 バイコン台付管 内径８００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ２，０００ｋｇ／本 バイコン台付管 内径８００×Ｌ２５００ｍｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110100 バイコン台付管 内径９００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ２，４１０ｋｇ／本 バイコン台付管 内径９００×Ｌ２５００ｍｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110110 バイコン台付管 内径１，０００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ２，８５０ｋｇ／本 バイコン台付管 内径１０００×Ｌ２５００ｍｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110120 バイコン台付管 内径１，１００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ３，３４０ｋｇ／本 バイコン台付管 内径１１００×Ｌ２５００ｍｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110130 バイコン台付管 内径１，２００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ３，８８０ｋｇ／本 バイコン台付管 内径１２００×Ｌ２５００ｍｍ 本 306 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110140 バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径２５０ｍｍＢＺ×長２，０００ｍｍ ３２０ｋｇ／本 バイコン台付管ゴムジョイント付 内径２５０ＢＺ×２０００ｍｍ 本 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110150 バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径３００ｍｍＢＺ×長２，０００ｍｍ ３９０ｋｇ／本 バイコン台付管ゴムジョイント付 内径３００ＢＺ×２０００ｍｍ 本 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110160 バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径３５０ｍｍＢＺ×長２，０００ｍｍ ４７６ｋｇ／本 バイコン台付管ゴムジョイント付 内径３５０ＢＺ×２０００ｍｍ 本 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110170 バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径４００ｍｍＢＺ×長２，５００ｍｍ ７２０ｋｇ／本 バイコン台付管ゴムジョイント付 内径４００ＢＺ×２５００ｍｍ 本 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110180 バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径４５０ｍｍＢＺ×長２，５００ｍｍ ８９２ｋｇ／本 バイコン台付管ゴムジョイント付 内径４５０ＢＺ×２５００ｍｍ 本 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110190 バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径５００ｍｍＢＺ×長２，５００ｍｍ １，０４８ｋｇ／本 バイコン台付管ゴムジョイント付 内径５００ＢＺ×２５００ｍｍ 本 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110200 バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径６００ｍｍＢＺ×長２，５００ｍｍ １，３３９ｋｇ／本 バイコン台付管ゴムジョイント付 内径６００ＢＺ×２５００ｍｍ 本 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110210 バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径７００ｍｍＢＺ×長２，５００ｍｍ １，７３１ｋｇ／本 バイコン台付管ゴムジョイント付 内径７００ＢＺ×２５００ｍｍ 本 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110220 バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径８００ｍｍＢＺ×長２，５００ｍｍ ２，１４９ｋｇ／本 バイコン台付管ゴムジョイント付 内径８００ＢＺ×２５００ｍｍ 本 307 ○ ○ 1303 コンクリート管
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鉄筋コンクリート台付管 1303110230 バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径９００ｍｍＢＺ×長２，５００ｍｍ ２，６０３ｋｇ／本 バイコン台付管ゴムジョイント付 内径９００ＢＺ×２５００ｍｍ 本 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110240 バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径１，０００ｍｍＢＺ×長２，５００ｍｍ ３，１２９ｋｇ／本 バイコン台付管ゴムジョイント付 内径１０００ＢＺ×２５００ｍｍ 本 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110250 バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径１，１００ｍｍＢＺ×長２，０００ｍｍ ３，０４０ｋｇ／本 バイコン台付管ゴムジョイント付 内径１１００ＢＺ×２０００ｍｍ 本 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303110260 バイコン台付管　耐震性高性能ゴムジョイント付 内径１，２００ｍｍＢＺ×長２，０００ｍｍ ３，４７０ｋｇ／本 バイコン台付管ゴムジョイント付 内径１２００ＢＺ×２０００ｍｍ 本 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115001 重圧管（１種） 内径１５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １８５ｋｇ／個 重圧管（１種） 内径１５０×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115002 重圧管（１種） 内径２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２４０ｋｇ／個 重圧管（１種） 内径２００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115004 重圧管（１種） 内径２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３００ｋｇ／個 重圧管（１種） 内径２５０×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115006 重圧管（１種） 内径３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３８０ｋｇ／個 重圧管（１種） 内径３００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115008 重圧管（１種） 内径３５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４６５ｋｇ／個 重圧管（１種） 内径３５０×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115010 重圧管（１種） 内径４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５９５ｋｇ／個 重圧管（１種） 内径４００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115022 重圧管（１種） 内径４５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７３０ｋｇ／個 重圧管（１種） 内径４５０×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115012 重圧管（１種） 内径５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ８７０ｋｇ／個 重圧管（１種） 内径５００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115014 重圧管（１種） 内径６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，１２０ｋｇ／個 重圧管（１種） 内径６００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115016 重圧管（１種） 内径７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，５０５ｋｇ／個 重圧管（１種） 内径７００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115018 重圧管（１種） 内径８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，８３５ｋｇ／個 重圧管（１種） 内径８００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115024 重圧管（１種） 内径９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，２５５ｋｇ／個 重圧管（１種） 内径９００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115020 重圧管（１種） 内径１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，８３０ｋｇ／個 重圧管（１種） 内径１０００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115102 可とう性重圧管（１種） 内径３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３８０ｋｇ／個 可とう性重圧管（１種） 内径３００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管
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鉄筋コンクリート台付管 1303115104 可とう性重圧管（１種） 内径３５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４６５ｋｇ／個 可とう性重圧管（１種） 内径３５０×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115106 可とう性重圧管（１種） 内径４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５９５ｋｇ／個 可とう性重圧管（１種） 内径４００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115108 可とう性重圧管（１種） 内径４５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７３０ｋｇ／個 可とう性重圧管（１種） 内径４５０×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115110 可とう性重圧管（１種） 内径５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ８７０ｋｇ／個 可とう性重圧管（１種） 内径５００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115112 可とう性重圧管（１種） 内径６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，１２０ｋｇ／個 可とう性重圧管（１種） 内径６００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115114 可とう性重圧管（１種） 内径７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，５０５ｋｇ／個 可とう性重圧管（１種） 内径７００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115116 可とう性重圧管（１種） 内径８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，８３５ｋｇ／個 可とう性重圧管（１種） 内径８００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115118 可とう性重圧管（１種） 内径９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，２５５ｋｇ／個 可とう性重圧管（１種） 内径９００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303115120 可とう性重圧管（１種） 内径１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，８３０ｋｇ／個 可とう性重圧管（１種） 内径１０００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管―ブランド品― 1303115502 バイコン特圧管 Ｔ－２５　２００　内径２００ｍｍ×長１，０００ｍｍ １１３ｋｇ／個 総合開発 バイコン特圧管Ｔ－２５ 径２００×Ｌ１０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管―ブランド品― 1303115504 バイコン特圧管 Ｔ－２５　２５０　内径２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２８８ｋｇ／個 総合開発 バイコン特圧管Ｔ－２５ 径２５０×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管―ブランド品― 1303115506 バイコン特圧管 Ｔ－２５　３００　内径３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３６９ｋｇ／個 総合開発 バイコン特圧管Ｔ－２５ 径３００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管―ブランド品― 1303115508 バイコン特圧管 Ｔ－２５　４００　内径４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５５７ｋｇ／個 総合開発 バイコン特圧管Ｔ－２５ 径４００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管―ブランド品― 1303115510 バイコン特圧管 Ｔ－２５　５００　内径５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ８１２ｋｇ／個 総合開発 バイコン特圧管Ｔ－２５ 径５００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管―ブランド品― 1303115512 バイコン特圧管 Ｔ－２５　６００　内径６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，０４４ｋｇ／個 総合開発 バイコン特圧管Ｔ－２５ 径６００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管―ブランド品― 1303115514 バイコン特圧管 Ｔ－２５　８００　内径８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，６０６ｋｇ／個 総合開発 バイコン特圧管Ｔ－２５ 径８００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管―ブランド品― 1303115516 バイコン特圧管 Ｔ－２５　１，０００　内径１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，３０３ｋｇ／個 総合開発 バイコン特圧管Ｔ－２５ 径１０００×Ｌ２０００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管―ブランド品― 1303115518 バイコン特圧管 Ｔ－２５　１，２００　内径１，２００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ３，８６２ｋｇ／個 総合開発 バイコン特圧管Ｔ－２５ 径１２００×Ｌ２５００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管
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鉄筋コンクリート台付管―ブランド品― 1303115520 バイコン特圧管 Ｔ－２５　１，５００　内径１，５００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ７，１８３ｋｇ／個 総合開発 バイコン特圧管Ｔ－２５ 径１５００×Ｌ２５００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管―ブランド品― 1303115522 バイコン特圧管 Ｔ－２５　１，８００　内径１，８００ｍｍ×長２，５００ｍｍ ８，４５０ｋｇ／個 総合開発 バイコン特圧管Ｔ－２５ 径１８００×Ｌ２５００ｍｍ 個 307 ○ ○ 1303 コンクリート管

レジンコンクリート管 1303150134 レジンコンクリート管 外圧管 Ａ形 内径２００ｍｍ×厚１５ｍｍ×長２．０ｍ 強度９０Ｎ／ｍｍ２ ４５ｋｇ レジンコンクリート管　Ａ形 ９０Ｎ／ｍｍ２　径２００ｍｍ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

レジンコンクリート管 1303150118 レジンコンクリート管 外圧管 Ｂ形 内径２００ｍｍ×厚１５ｍｍ×長２．０ｍ 強度９０Ｎ／ｍｍ２ ５０ｋｇ レジンコンクリート管　Ｂ形 ９０Ｎ／ｍｍ２　径２００ｍｍ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

レジンコンクリート管 1303150136 レジンコンクリート管 外圧管 Ｂ形 内径３５０ｍｍ×厚２３ｍｍ×長２．０ｍ 強度９０Ｎ／ｍｍ２ １２９ｋｇ レジンコンクリート管　Ｂ形 ９０Ｎ／ｍｍ２　径３５０ｍｍ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

レジンコンクリート管 1303150138
レジンコンクリート管 推進管 ＲＳＪＳ　ＲＳ 内径３００ｍｍ×厚３０ｍｍ×長２．０ｍ 強度９０Ｎ／ｍｍ２ １３６
ｋｇ

レジンコンクリート管　ＲＳ ９０Ｎ／ｍｍ２　径３００ｍｍ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

レジンコンクリート管 1303150126
レジンコンクリート管 推進管 ＲＳＪＳ　ＲＳ 内径５００ｍｍ×厚４２ｍｍ×長２．４３ｍ 強度９０Ｎ／ｍｍ２ ３９
７ｋｇ

レジンコンクリート管　ＲＳ ９０Ｎ／ｍｍ２　径５００ｍｍ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

レジンコンクリート管 1303150128
レジンコンクリート管 推進管 ＲＳＪＳ　ＲＭ 内径２９０ｍｍ×厚３５ｍｍ×長２．０ｍ 強度９０Ｎ／ｍｍ２ １６０
ｋｇ

レジンコンクリート管　ＲＭ ９０Ｎ／ｍｍ２　径２９０ｍｍ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

レジンコンクリート管 1303150130
レジンコンクリート管 推進管 ＲＪＣ　ＲＭ 内径１，２７０ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ 強度９０Ｎ／ｍｍ２
１，８３０ｋｇ

レジンコンクリート管　ＲＭ ９０Ｎ／ｍｍ２　径１２７０ｍｍ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

レジンコンクリート管 1303150132
レジンコンクリート管 推進管 ＲＪＣ　ＲＴ 内径１，２００ｍｍ×厚１１５ｍｍ×長２．４３ｍ 強度９０Ｎ／ｍｍ２
２，５５５ｋｇ

レジンコンクリート管　ＲＴ ９０Ｎ／ｍｍ２　径１２００ｍｍ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント
推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ

1303062210
Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ 標準管　外圧管１種５０ 内径８００
ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ １，３３０ｋｇ

ＥＷ管・ＥＸ管　継手性能ＪＢ 標準管　外圧管１種５０径８００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント
推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ

1303062220
Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ 標準管　外圧管１種５０ 内径９００
ｍｍ×厚９０ｍｍ×長２．４３ｍ １，６７０ｋｇ

ＥＷ管・ＥＸ管　継手性能ＪＢ 標準管　外圧管１種５０径９００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント
推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ

1303062230
Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ 標準管　外圧管１種５０ 内径１，０
００ｍｍ×厚１００ｍｍ×長２．４３ｍ ２，０６０ｋｇ

ＥＷ管・ＥＸ管　継手性能ＪＢ 標準管外圧管１種５０径１０００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント
推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ

1303062240
Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ 標準管　外圧管１種５０ 内径１，１
００ｍｍ×厚１０５ｍｍ×長２．４３ｍ ２，３８０ｋｇ

ＥＷ管・ＥＸ管　継手性能ＪＢ 標準管外圧管１種５０径１１００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性
能ＳＪＡ

1303062510
小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径２５０ｍｍ×厚５５ｍｍ×長
２．０ｍ ２５８ｋｇ

小口径ＥＷ管　継手性能ＳＪＡ 標準管　外圧管１種５０径２５０ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性
能ＳＪＡ

1303062520
小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径３００ｍｍ×厚５７ｍｍ×長
２．０ｍ ３１３ｋｇ

小口径ＥＷ管　継手性能ＳＪＡ 標準管　外圧管１種５０径３００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性
能ＳＪＡ

1303062530
小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径３５０ｍｍ×厚６０ｍｍ×長
２．４３ｍ ４６０ｋｇ

小口径ＥＷ管　継手性能ＳＪＡ 標準管　外圧管１種５０径３５０ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性
能ＳＪＡ

1303062540
小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径４００ｍｍ×厚６３ｍｍ×長
２．４３ｍ ５４６ｋｇ

小口径ＥＷ管　継手性能ＳＪＡ 標準管　外圧管１種５０径４００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管
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小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068190 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種５０ 内径２００ｍｍ×厚５９ｍｍ×長２．０ｍ ２３６ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種５０　径２００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068110 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種５０ 内径２５０ｍｍ×厚５５ｍｍ×長２．０ｍ ２６０ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種５０　径２５０ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068120 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種５０ 内径３００ｍｍ×厚５７ｍｍ×長２．０ｍ ３１５ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種５０　径３００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068130 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種５０ 内径３５０ｍｍ×厚６０ｍｍ×長２．４３ｍ ４６２ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種５０　径３５０ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068140 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種５０ 内径４００ｍｍ×厚６３ｍｍ×長２．４３ｍ ５４８ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種５０　径４００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068150 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種５０ 内径４５０ｍｍ×厚６７ｍｍ×長２．４３ｍ ６５１ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種５０　径４５０ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068160 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種５０ 内径５００ｍｍ×厚７０ｍｍ×長２．４３ｍ ７４９ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種５０　径５００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068170 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種５０ 内径６００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ １，０３０ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種５０　径６００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068180 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種５０ 内径７００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長２．４３ｍ １，３４０ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種５０　径７００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068290 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種７０ 内径２００ｍｍ×厚５９ｍｍ×長２．０ｍ ２３６ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種７０　径２００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068210 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種７０ 内径２５０ｍｍ×厚５５ｍｍ×長２．０ｍ ２６０ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種７０　径２５０ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068220 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種７０ 内径３００ｍｍ×厚５７ｍｍ×長２．０ｍ ３１５ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種７０　径３００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068230 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種７０ 内径３５０ｍｍ×厚６０ｍｍ×長２．４３ｍ ４６２ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種７０　径３５０ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068240 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種７０ 内径４００ｍｍ×厚６３ｍｍ×長２．４３ｍ ５４８ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種７０　径４００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068250 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種７０ 内径４５０ｍｍ×厚６７ｍｍ×長２．４３ｍ ６５１ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種７０　径４５０ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068260 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種７０ 内径５００ｍｍ×厚７０ｍｍ×長２．４３ｍ ７４９ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種７０　径５００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068270 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種７０ 内径６００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ １，０３０ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種７０　径６００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068280 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管　外圧管１種７０ 内径７００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長２．４３ｍ １，３４０ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 標準管外圧管１種７０　径７００ 本 308 ○ ○ 1303 コンクリート管
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下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303062020
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径８００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ １，３３０
ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０径８００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303062030
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径９００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長２．４３ｍ １，６７０
ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０径９００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303062040
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径１，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ×長２．４３ｍ ２，
０６０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管１種５０径１０００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303062050
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径１，１００ｍｍ×厚１０５ｍｍ×長２．４３ｍ ２，
３８０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管１種５０径１１００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303062060
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径１，２００ｍｍ×厚１１５ｍｍ×長２．４３ｍ ２，
８４０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管１種５０径１２００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303062070
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径１，３５０ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長２．４３ｍ ３，
４６０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管１種５０径１３５０ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303062080
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径１，５００ｍｍ×厚１４０ｍｍ×長２．４３ｍ ４，
３１０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管１種５０径１５００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303062090
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径１，６５０ｍｍ×厚１５０ｍｍ×長２．４３ｍ ５，
０６０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管１種５０径１６５０ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303062100
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径１，８００ｍｍ×厚１６０ｍｍ×長２．４３ｍ ５，
８９０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管１種５０径１８００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303062110
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径２，０００ｍｍ×厚１７５ｍｍ×長２．４３ｍ ７，
１４０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管１種５０径２０００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303062120
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径２，２００ｍｍ×厚１９０ｍｍ×長２．４３ｍ ８，
５２０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管１種５０径２２００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303062130
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径２，４００ｍｍ×厚２０５ｍｍ×長２．４３ｍ １
０，１００ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管１種５０径２４００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303062140
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径２，６００ｍｍ×厚２２０ｍｍ×長２．４３ｍ １
１，７００ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管１種５０径２６００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303062150
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径２，８００ｍｍ×厚２３５ｍｍ×長２．４３ｍ １
３，４００ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管１種５０径２８００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303062160
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管１種５０ 内径３，０００ｍｍ×厚２５０ｍｍ×長２．４３ｍ １
５，３００ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管１種５０径３０００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303066020
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０ 内径８００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ １，３３０
ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０径８００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303066030
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０ 内径９００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長２．４３ｍ １，６７０
ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０径９００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303066040
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０ 内径１，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ×長２．４３ｍ ２，
０６０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管２種５０径１０００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

832 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303066050
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０ 内径１，１００ｍｍ×厚１０５ｍｍ×長２．４３ｍ ２，
３８０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管２種５０径１１００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303066060
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０ 内径１，２００ｍｍ×厚１１５ｍｍ×長２．４３ｍ ２，
８４０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管２種５０径１２００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303066070
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０ 内径１，３５０ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長２．４３ｍ ３，
４６０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管２種５０径１３５０ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303066080
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０ 内径１，５００ｍｍ×厚１４０ｍｍ×長２．４３ｍ ４，
３１０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管２種５０径１５００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303066090
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０ 内径１，６５０ｍｍ×厚１５０ｍｍ×長２．４３ｍ ５，
０６０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管２種５０径１６５０ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303066100
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０ 内径１，８００ｍｍ×厚１６０ｍｍ×長２．４３ｍ ５，
８９０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管２種５０径１８００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303066110
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０ 内径２，０００ｍｍ×厚１７５ｍｍ×長２．４３ｍ ７，
１４０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管２種５０径２０００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303066120
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０ 内径２，２００ｍｍ×厚１９０ｍｍ×長２．４３ｍ ８，
５２０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管２種５０径２２００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303066130
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０ 内径２，４００ｍｍ×厚２０５ｍｍ×長２．４３ｍ １
０，１００ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管２種５０径２４００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303066140
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０ 内径２，６００ｍｍ×厚２２０ｍｍ×長２．４３ｍ １
１，７００ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管２種５０径２６００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303066150
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０ 内径２，８００ｍｍ×厚２３５ｍｍ×長２．４３ｍ １
３，４００ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管２種５０径２８００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303066160
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管　外圧管２種５０ 内径３，０００ｍｍ×厚２５０ｍｍ×長２．４３ｍ １
５，３００ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 標準管外圧管２種５０径３０００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067020
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５
０ 内径８００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ １，３４０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５０径８００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067030
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５
０ 内径９００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長２．４３ｍ １，６８０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５０径９００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067040
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５
０ 内径１，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ×長２．４３ｍ ２，０７０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 標準管外圧管１種５０径１０００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067050
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５
０ 内径１，１００ｍｍ×厚１０５ｍｍ×長２．４３ｍ ２，３９０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 標準管外圧管１種５０径１１００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067060
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５
０ 内径１，２００ｍｍ×厚１１５ｍｍ×長２．４３ｍ ２，８５０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 標準管外圧管１種５０径１２００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067070
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５
０ 内径１，３５０ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長２．４３ｍ ３，４７０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 標準管外圧管１種５０径１３５０ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管
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ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067080
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５
０ 内径１，５００ｍｍ×厚１４０ｍｍ×長２．４３ｍ ４，３２０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 標準管外圧管１種５０径１５００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067090
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５
０ 内径１，６５０ｍｍ×厚１５０ｍｍ×長２．４３ｍ ５，０８０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 標準管外圧管１種５０径１６５０ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067100
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５
０ 内径１，８００ｍｍ×厚１６０ｍｍ×長２．４３ｍ ５，９１０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 標準管外圧管１種５０径１８００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067110
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５
０ 内径２，０００ｍｍ×厚１７５ｍｍ×長２．４３ｍ ７，１６０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 標準管外圧管１種５０径２０００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067120
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５
０ 内径２，２００ｍｍ×厚１９０ｍｍ×長２．４３ｍ ８，５４０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 標準管外圧管１種５０径２２００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067130
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５
０ 内径２，４００ｍｍ×厚２０５ｍｍ×長２．４３ｍ １０，１００ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 標準管外圧管１種５０径２４００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067140
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５
０ 内径２，６００ｍｍ×厚２２０ｍｍ×長２．４３ｍ １１，７００ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 標準管外圧管１種５０径２６００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067150
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５
０ 内径２，８００ｍｍ×厚２３５ｍｍ×長２．４３ｍ １３，４００ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 標準管外圧管１種５０径２８００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067160
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 標準管　外圧管１種５
０ 内径３，０００ｍｍ×厚２５０ｍｍ×長２．４３ｍ １５，３００ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 標準管外圧管１種５０径３０００ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ） 1303065010
可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ） 小口径推進工法用（ＣＳＰ－Ｊ） 内径２５０ｍｍ×厚５５ｍｍ×長２．０ｍ（１
種５０） ２６０ｋｇ

可とう性ヒューム管　１種５０ 小口径推進工法用　径２５０ｍｍ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ） 1303065020
可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ） 小口径推進工法用（ＣＳＰ－Ｊ） 内径３００ｍｍ×厚５７ｍｍ×長２．０ｍ（１
種５０） ３１５ｋｇ

可とう性ヒューム管　１種５０ 小口径推進工法用　径３００ｍｍ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ） 1303065030
可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ） 小口径推進工法用（ＣＳＰ－Ｊ） 内径４００ｍｍ×厚６３ｍｍ×長２．４３ｍ
（１種５０） ５４８ｋｇ

可とう性ヒューム管　１種５０ 小口径推進工法用　径４００ｍｍ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ） 1303065040
可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ） 小口径推進工法用（ＣＳＰ－Ｊ） 内径６００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ
（１種５０） １，０３０ｋｇ

可とう性ヒューム管　１種５０ 小口径推進工法用　径６００ｍｍ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ） 1303078010
可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ） 開削工法用（ＣＳＰ－ＳＴ） 内径２００ｍｍ×厚２７ｍｍ×長２．０ｍ（１種）
１０３ｋｇ

可とう性ヒューム管　１種 開削工法用　径２００ｍｍ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ） 1303078020
可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ） 開削工法用（ＣＳＰ－ＳＴ） 内径２５０ｍｍ×厚２８ｍｍ×長２．０ｍ（１種）
１３１ｋｇ

可とう性ヒューム管　１種 開削工法用　径２５０ｍｍ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ） 1303078030
可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ） 開削工法用（ＣＳＰ－ＳＴ） 内径３００ｍｍ×厚３０ｍｍ×長２．０ｍ（１種）
１６５ｋｇ

可とう性ヒューム管　１種 開削工法用　径３００ｍｍ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ） 1303078040
可とう性ヒューム管（ＣＳパイプ） 開削工法用（ＣＳＰ－ＳＴ） 内径６００ｍｍ×厚５０ｍｍ×長２．４３ｍ（１
種） ６６０ｋｇ

可とう性ヒューム管　１種 開削工法用　径６００ｍｍ 本 309 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071201
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 内径１５０ｍｍ×長２．０ｍ ７７ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５３
７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径１５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管
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遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071203
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 内径２００ｍｍ×長２．０ｍ １０３ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径２００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071205
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 内径２５０ｍｍ×長２．０ｍ １３１ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径２５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071207
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 内径３００ｍｍ×長２．０ｍ １６５ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径３００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071209
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 内径３５０ｍｍ×長２．０ｍ ２０４ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径３５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071211
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 内径４００ｍｍ×長２．４３ｍ ３０６ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径４００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071213
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 内径４５０ｍｍ×長２．４３ｍ ３７３ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径４５０ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071215
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 内径５００ｍｍ×長２．４３ｍ ４５９ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径５００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071217
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 内径６００ｍｍ×長２．４３ｍ ６６０ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径６００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071219
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 内径７００ｍｍ×長２．４３ｍ ８９９ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径７００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071221
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 内径８００ｍｍ×長２．４３ｍ １，１７０ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径８００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071223
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 内径９００ｍｍ×長２．４３ｍ １，５２０ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径９００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071225
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 内径１，０００ｍｍ×長２．４３ｍ １，８５０ｋｇ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径１０００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071227
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 内径１，１００ｍｍ×長２．４３ｍ ２，１９０ｋｇ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径１１００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071229
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 内径１，２００ｍｍ×長２．４３ｍ ２，６００ｋｇ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径１２００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071231
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種 内径１，３５０ｍｍ×長２．４３ｍ ３，１９０ｋｇ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種 内径１３５０ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072201
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径１５０ｍｍ×長２．０ｍ ７７ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５３
７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径１５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072203
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径２００ｍｍ×長２．０ｍ １０３ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径２００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072205
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径２５０ｍｍ×長２．０ｍ １３１ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径２５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管
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遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072207
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径３００ｍｍ×長２．０ｍ １６５ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径３００ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072209
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径３５０ｍｍ×長２．０ｍ ２０４ｋｇ ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径３５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072211
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径４００ｍｍ×長２．４３ｍ ３０６ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径４００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072213
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径４５０ｍｍ×長２．４３ｍ ３７３ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径４５０ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072215
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径５００ｍｍ×長２．４３ｍ ４５９ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径５００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072217
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径６００ｍｍ×長２．４３ｍ ６６０ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径６００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072219
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径７００ｍｍ×長２．４３ｍ ８９９ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径７００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072221
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径８００ｍｍ×長２．４３ｍ １，１７０ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径８００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072223
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径９００ｍｍ×長２．４３ｍ １，５２０ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径９００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072225
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径１，０００ｍｍ×長２．４３ｍ １，８５０ｋｇ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径１０００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072227
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径１，１００ｍｍ×長２．４３ｍ ２，１９０ｋｇ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径１１００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072229
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径１，２００ｍｍ×長２．４３ｍ ２，６００ｋｇ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径１２００ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072231
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種 内径１，３５０ｍｍ×長２．４３ｍ ３，１９０ｋｇ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管　Ｂ形２種 内径１３５０ｍｍ×Ｌ２．４３ｍ 本 310 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071402 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径１，５００ｍｍ×長２．３ｍ ４，０５０ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形１種 内径１５００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071404 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径１，６５０ｍｍ×長２．３ｍ ４，７６０ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形１種 内径１６５０ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071406 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径１，８００ｍｍ×長２．３ｍ ５，５３０ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形１種 内径１８００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071408 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径２，０００ｍｍ×長２．３ｍ ６，７１０ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形１種 内径２０００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071410 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径２，２００ｍｍ×長２．３ｍ ８，０１０ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形１種 内径２２００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管
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遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071412 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径２，４００ｍｍ×長２．３ｍ ９，４００ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形１種 内径２４００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071414 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径２，６００ｍｍ×長２．３ｍ １０，９００ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形１種 内径２６００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071416 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径２，８００ｍｍ×長２．３ｍ １２，６００ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形１種 内径２８００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071418 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形１種 内径３，０００ｍｍ×長２．３ｍ １４，３００ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形１種 内径３０００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072402 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径１，５００ｍｍ×長２．３ｍ ４，０５０ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形２種 内径１５００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072404 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径１，６５０ｍｍ×長２．３ｍ ４，７６０ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形２種 内径１６５０ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072406 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径１，８００ｍｍ×長２．３ｍ ５，５３０ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形２種 内径１８００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072408 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径２，０００ｍｍ×長２．３ｍ ６，７１０ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形２種 内径２０００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072410 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径２，２００ｍｍ×長２．３ｍ ８，０１０ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形２種 内径２２００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072412 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径２，４００ｍｍ×長２．３ｍ ９，４００ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形２種 内径２４００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072414 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径２，６００ｍｍ×長２．３ｍ １０，９００ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形２種 内径２６００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072416 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径２，８００ｍｍ×長２．３ｍ １２，６００ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形２種 内径２８００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072418 遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 ＮＣ形２種 内径３，０００ｍｍ×長２．３ｍ １４，３００ｋｇ ヒューム管　外圧管　ＮＣ形２種 内径３０００ｍｍ×Ｌ２．３ｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081004
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 内圧Ｓ形 内径６００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形 径６００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081006
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 内圧Ｓ形 内径７００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形 径７００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081008
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 内圧Ｓ形 内径８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形 径８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081010
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 内圧Ｓ形 内径９００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形 径９００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081012
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 内圧Ｓ形 内径１，０００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形 径１０００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管
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コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081014
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 内圧Ｓ形 内径１，１００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形 径１１００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081016
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 内圧Ｓ形 内径１，２００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形 径１２００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081018
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 内圧Ｓ形 内径１，３５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形 径１３５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081020
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 内圧Ｓ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形 径１５００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081022
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 内圧Ｓ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形 径１６５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081036
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 内圧Ｓ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管１種　Ｓ形 径１８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081604
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧Ｓ形 内径６００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形 径６００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081606
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧Ｓ形 内径７００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形 径７００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081608
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧Ｓ形 内径８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形 径８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081610
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧Ｓ形 内径９００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形 径９００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081612
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧Ｓ形 内径１，０００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形 径１０００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081614
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧Ｓ形 内径１，１００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形 径１１００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081616
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧Ｓ形 内径１，２００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形 径１２００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081618
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧Ｓ形 内径１，３５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形 径１３５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081620
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧Ｓ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形 径１５００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081622
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧Ｓ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形 径１６５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081636
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧Ｓ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管１種　Ｓ形 径１８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085002
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧ＮＣ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形 径１５００×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管
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コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085004
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧ＮＣ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形 径１６５０×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085006
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧ＮＣ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形 径１８００×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085008
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧ＮＣ形 内径２，０００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形 径２０００×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085010
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧ＮＣ形 内径２，２００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形 径２２００×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085012
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧ＮＣ形 内径２，４００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形 径２４００×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085014
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧ＮＣ形 内径２，６００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形 径２６００×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085016
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧ＮＣ形 内径２，８００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形 径２８００×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085018
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） １種 外圧ＮＣ形 内径３，０００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管１種　ＮＣ形 径３０００×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080804
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 内圧Ｓ形 内径６００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形 径６００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080806
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 内圧Ｓ形 内径７００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形 径７００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080808
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 内圧Ｓ形 内径８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形 径８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080810
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 内圧Ｓ形 内径９００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形 径９００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080812
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 内圧Ｓ形 内径１，０００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形 径１０００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080814
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 内圧Ｓ形 内径１，１００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形 径１１００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080816
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 内圧Ｓ形 内径１，２００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形 径１２００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080818
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 内圧Ｓ形 内径１，３５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形 径１３５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080820
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 内圧Ｓ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形 径１５００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080822
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 内圧Ｓ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形 径１６５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管
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コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080824
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 内圧Ｓ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管２種　Ｓ形 径１８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081404
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧Ｓ形 内径６００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形 径６００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081406
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧Ｓ形 内径７００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形 径７００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081408
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧Ｓ形 内径８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形 径８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081410
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧Ｓ形 内径９００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形 径９００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081412
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧Ｓ形 内径１，０００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形 径１０００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081414
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧Ｓ形 内径１，１００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形 径１１００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081416
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧Ｓ形 内径１，２００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形 径１２００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081418
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧Ｓ形 内径１，３５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形 径１３５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081420
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧Ｓ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形 径１５００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081422
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧Ｓ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形 径１６５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081424
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧Ｓ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管２種　Ｓ形 径１８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085020
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧ＮＣ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形 径１５００×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085022
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧ＮＣ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形 径１６５０×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085024
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧ＮＣ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形 径１８００×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085026
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧ＮＣ形 内径２，０００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形 径２０００×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085028
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧ＮＣ形 内径２，２００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形 径２２００×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085030
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧ＮＣ形 内径２，４００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形 径２４００×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管
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コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085032
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧ＮＣ形 内径２，６００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形 径２６００×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085034
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧ＮＣ形 内径２，８００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形 径２８００×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085036
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ２種 外圧ＮＣ形 内径３，０００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管２種　ＮＣ形 径３０００×Ｌ２３００ｍｍ 本 313 ○ ○ 1303 コンクリート管

浸透ます―ブランド品― 1303170010
浸透ます ＥＭ－３５０×３００ 内径３５０ｍｍ×深３００ｍｍ（高さ調整用，ふた無し） ３６．０ｋｇ マテラス青
梅工業

浸透桝 ＥＭ３５０×３００ｍｍマテラス 組 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

浸透ます―ブランド品― 1303170020
浸透ます ＥＭ－３５０×６００ 内径３５０ｍｍ×深６００ｍｍ　３５０Ａ（Ｂ）タイプコンクリートふたとも ８１ｋ
ｇ（８１．５ｋｇ） マテラス青梅工業

浸透桝 ＥＭ３５０×６００ｍｍマテラス 組 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

浸透ます―ブランド品― 1303170030
浸透ます ＥＭ－４００×３００ 内径４００ｍｍ×深３００ｍｍ（高さ調整用，ふた無し） ４４．０ｋｇ マテラス青
梅工業

浸透桝 ＥＭ４００×３００ｍｍマテラス 組 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

浸透ます―ブランド品― 1303170040
浸透ます ＥＭ－４００×５００ 内径４００ｍｍ×深５００ｍｍ　４００Ａ（Ｂ）タイプコンクリートふたとも ８６ｋ
ｇ（８７．０ｋｇ） マテラス青梅工業

浸透桝 ＥＭ４００×５００ｍｍマテラス 組 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

浸透ます―ブランド品― 1303173020 浸透ます 雨丸君　φ３００ 内径３００ｍｍ×深５００ｍｍ　コンクリートふたとも ３５ｋｇ 岡村建興 浸透桝　雨丸君 径３００×Ｄ５００ｍｍ　岡村 組 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

浸透ます―ブランド品― 1303173030 浸透ます 雨丸君　φ３６０ 内径３６０ｍｍ×深５００ｍｍ　コンクリートふたとも ４４ｋｇ 岡村建興 浸透桝　雨丸君 径３６０×Ｄ５００ｍｍ　岡村 組 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

浸透ます―ブランド品― 1303171010 浸透ます φ２５０タイプ 内径２５０ｍｍ×深５００ｍｍ　コンクリートふたとも ２２．２ｋｇ エバタ 浸透桝　径２５０タイプ 径２５０×Ｄ５００ｍｍ　エバタ 組 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

浸透ます―ブランド品― 1303171020 浸透ます φ３００タイプ 内径３００ｍｍ×深５００ｍｍ　コンクリートふたとも ２９．１ｋｇ エバタ 浸透桝　径３００タイプ 径３００×Ｄ５００ｍｍ　エバタ 組 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

浸透ます―ブランド品― 1303171030 浸透ます φ３６０タイプ 内径３６０ｍｍ×深５００ｍｍ　コンクリートふたとも ３６．９ｋｇ エバタ 浸透桝　径３６０タイプ 径３６０×Ｄ５００ｍｍ　エバタ 組 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

浸透ます―ブランド品― 1303171050 浸透ます シントーホール４５ 内径４５０ｍｍ×深７００ｍｍ　多孔本体セット（ふた無し） １３０ｋｇ エバタ 浸透桝　シントーホール４５ 径４５０×７００ｍｍ　エバタ 組 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

浸透ます―ブランド品― 1303171080 浸透ます シントーホール６０ 内径６００ｍｍ×深９００ｍｍ　多孔本体セット（ふた無し） ２３１ｋｇ エバタ 浸透桝　シントーホール６０ 径６００×９００ｍｍ　エバタ 組 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

浸透ます―ブランド品― 1303171060
浸透ます シントーホール９０ 内径９００ｍｍ×深１，７１０ｍｍ　多孔本体セット（ふた無し） １，３７２ｋｇ エ
バタ

浸透桝　シントーホール９０ 径９００×１７１０ｍｍ　エバタ 組 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

浸透ます―ブランド品― 1303171070
浸透ます シントーホール１２０ 内径１，２００ｍｍ×深１，７１０ｍｍ　多孔本体セット（ふた無し） ２，１９２ｋ
ｇ エバタ

浸透桝　シントーホール１２０ 径１２００×１７１０ｍｍエバタ 組 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

浸透トレンチ管―ブランド品― 1303161010 浸透トレンチ管 Ｅ－１５０ 内径１５０ｍｍ×長６００ｍｍ ２３ｋｇ マテラス青梅工業 浸透トレンチ管　Ｅ－１５０ 径１５０×Ｌ６００マテラス青梅 本 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

浸透トレンチ管―ブランド品― 1303161020 浸透トレンチ管 Ｅ－２００ 内径２００ｍｍ×長１，０００ｍｍ ５８ｋｇ マテラス青梅工業 浸透トレンチ管　Ｅ－２００ 径２００×Ｌ１０００　マテラス 本 314 ○ ○ 1303 コンクリート管
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浸透トレンチ管―ブランド品― 1303161030 浸透トレンチ管 Ｅ－２５０ 内径２５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ８０ｋｇ マテラス青梅工業 浸透トレンチ管　Ｅ－２５０ 径２５０×Ｌ１０００　マテラス 本 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

浸透トレンチ管―ブランド品― 1303161040 浸透トレンチ管 Ｅ－３００ 内径３００ｍｍ×長１，０００ｍｍ １０６ｋｇ マテラス青梅工業 浸透トレンチ管　Ｅ－３００ 径３００×Ｌ１０００　マテラス 本 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

貯留型浸透多孔板溝 1303140010 貯留型浸透多孔板溝 ボックス式 Ｂ　内幅３００ｍｍ×内高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ８９３ｋｇ／個 貯留型浸透多孔板溝ボックス式Ｂ ３００×６００×２０００ 個 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

貯留型浸透多孔板溝 1303140020 貯留型浸透多孔板溝 ボックス式 Ｂ　内幅３００ｍｍ×内高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，０６０ｋｇ／個 貯留型浸透多孔板溝ボックス式Ｂ ３００×８００×２０００ 個 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

貯留型浸透多孔板溝 1303140030 貯留型浸透多孔板溝 ボックス式 Ｂ　内幅５００ｍｍ×内高７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，２４０ｋｇ／個 貯留型浸透多孔板溝ボックス式Ｂ ５００×７５０×２０００ 個 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

貯留型浸透多孔板溝 1303140050 貯留型浸透多孔板溝 ボックス式 Ｂ　内幅９００ｍｍ×内高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，５３０ｋｇ／個 貯留型浸透多孔板溝ボックス式Ｂ ９００×９００×２０００ 個 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

貯留型浸透多孔板溝 1303140040 貯留型浸透多孔板溝 ボックス式 Ｂ　内幅６００ｍｍ×内高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，３４０ｋｇ／個 貯留型浸透多孔板溝ボックス式Ｂ ６００×１２００×２０００ 個 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

貯留型浸透多孔板溝 1303140080
貯留型浸透多孔板溝 ボックス式 Ｂ　内幅１，２００ｍｍ×内高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３，８５０ｋｇ／
個

貯留型浸透多孔板溝ボックス式Ｂ １２００×１４００×２０００ 個 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

貯留型浸透多孔板溝 1303140100
貯留型浸透多孔板溝 ボックス式 Ｂ　内幅２，０００ｍｍ×内高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７，４００ｋｇ／
個

貯留型浸透多孔板溝ボックス式Ｂ ２０００×２０００×２０００ 個 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

貯留型浸透多孔板溝 1303142020 貯留型浸透多孔板溝 Ｕ形 Ｕ　内幅３００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長１，０００ｍｍ ３０７ｋｇ／個 貯留型浸透多孔板溝Ｕ形　Ｕ ３００×５００×１０００ 個 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

貯留型浸透多孔板溝 1303142030 貯留型浸透多孔板溝 Ｕ形 Ｕ　内幅４００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長１，０００ｍｍ ３３６ｋｇ／個 貯留型浸透多孔板溝Ｕ形　Ｕ ４００×５００×１０００ 個 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

貯留型浸透多孔板溝 1303142050 貯留型浸透多孔板溝 Ｕ形 Ｕ　内幅５００ｍｍ×内高６００ｍｍ×長１，０００ｍｍ ４３７ｋｇ／個 貯留型浸透多孔板溝Ｕ形　Ｕ ５００×６００×１０００ 個 314 ○ ○ 1303 コンクリート管

遊水池―ブランド品― 1321010125
遊水池 ボックスタイプ（通水孔付き） 幅２，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ×長１，５００ｍｍ（中間部） ７，７６
０ｋｇ／本 鶴見コンクリート

遊水池　ボックスタイプ　中間部 ２０００×２０００×１５００ 本 314 ○ ○ 1321 雨水浸透施設

遊水池―ブランド品― 1321010130
遊水池 ボックスタイプ（通水孔付き） 幅２，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ×長１，５００ｍｍ（端部） ７，７７０
ｋｇ／本 鶴見コンクリート

遊水池　ボックスタイプ　端部 ２０００×２０００×１５００ 本 314 ○ ○ 1321 雨水浸透施設

遊水池―ブランド品― 1321010135
遊水池 ボックスタイプ（通水孔付き） 幅２，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ×長１，５００ｍｍ（中間部） ８，５５
０ｋｇ／本 鶴見コンクリート

遊水池　ボックスタイプ　中間部 ２０００×３０００×１５００ 本 314 ○ ○ 1321 雨水浸透施設

遊水池―ブランド品― 1321010140
遊水池 ボックスタイプ（通水孔付き） 幅２，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ×長１，５００ｍｍ（端部） ８，９１０
ｋｇ／本 鶴見コンクリート

遊水池　ボックスタイプ　端部 ２０００×３０００×１５００ 本 314 ○ ○ 1321 雨水浸透施設

遊水池―ブランド品― 1321010145
遊水池 スタンドタイプ（地下水有り） Ｈ＝４，０００ｍｍ通水孔付き（中間部） ４，６００ｋｇ／本 鶴見コンク
リート

遊水池　スタンドタイプ　中間部 Ｈ＝４０００　通水孔付き 本 314 ○ ○ 1321 雨水浸透施設

遊水池―ブランド品― 1321010150
遊水池 スタンドタイプ（地下水有り） Ｈ＝４，０００ｍｍ通水孔無し（端部） ６，０００ｋｇ／本 鶴見コンクリー
ト

遊水池　スタンドタイプ　端部 Ｈ＝４０００　通水孔無し 本 314 ○ ○ 1321 雨水浸透施設
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遊水池―ブランド品― 1321010155
遊水池 スタンドタイプ（地下水有り） Ｈ＝５，０００ｍｍ通水孔付き（中間部） ８，０５０ｋｇ／本 鶴見コンク
リート

遊水池　スタンドタイプ　中間部 Ｈ＝５０００　通水孔付き 本 314 ○ ○ 1321 雨水浸透施設

遊水池―ブランド品― 1321010160
遊水池 スタンドタイプ（地下水有り） Ｈ＝５，０００ｍｍ通水孔無し（端部） １０，５１０ｋｇ／本 鶴見コンク
リート

遊水池　スタンドタイプ　端部 Ｈ＝５０００　通水孔無し 本 314 ○ ○ 1321 雨水浸透施設

遊水池―ブランド品― 1321010165 遊水池 頂版スラブ 幅１，９６０ｍｍ×厚２２０ｍｍ×長１，４９５ｍｍ １，６２０ｋｇ／枚 鶴見コンクリート 遊水池　頂版スラブ １９６０×２２０×１４９５ｍｍ 枚 314 ○ ○ 1321 雨水浸透施設

遊水池―ブランド品― 1321010170 遊水池 頂版スラブ 幅３，９６０ｍｍ×厚２８０ｍｍ×長１，４９５ｍｍ ４，１６０ｋｇ／枚 鶴見コンクリート 遊水池　頂版スラブ ３９６０×２８０×１４９５ｍｍ 枚 314 ○ ○ 1321 雨水浸透施設

遊水池―ブランド品― 1321011010 遊水池 底板部鉄筋出しエキストラ（インサート含む） Ｄ１６鉄筋１本当たり 鶴見コンクリート 遊水池底板部鉄筋出しエキストラ Ｄ１６鉄筋１本当たり 本 314 ○ ○ 1321 雨水浸透施設

遊水池―ブランド品― 1321011020 遊水池 底板部鉄筋出しエキストラ（インサート含む） Ｄ１９鉄筋１本当たり 鶴見コンクリート 遊水池底板部鉄筋出しエキストラ Ｄ１９鉄筋１本当たり 本 314 ○ ○ 1321 雨水浸透施設

コンクリート防火水槽 0931013010 コンクリート防火水槽 防火水槽（開削工法） 空地用 容量４０ｍ３ 防火水槽（開削工法） 空地用　容量４０ｍ３ 基 315 ○ ○ 0931 防火水槽

コンクリート防火水槽 0931013020 コンクリート防火水槽 防火水槽（開削工法） 道路用 容量４０ｍ３ 防火水槽（開削工法） 道路用　容量４０ｍ３ 基 315 ○ ○ 0931 防火水槽

コンクリート防火水槽 0931013030 コンクリート防火水槽 防火水槽（潜函工法） 空地用 容量４０ｍ３ 防火水槽（潜函工法） 空地用　容量４０ｍ３ 基 315 ○ ○ 0931 防火水槽

コンクリート防火水槽 0931013040 コンクリート防火水槽 防火水槽（潜函工法） 道路用 容量４０ｍ３ 防火水槽（潜函工法） 道路用　容量４０ｍ３ 基 315 ○ ○ 0931 防火水槽

コンクリート防火水槽 0931013050 コンクリート防火水槽 角型貯水槽（開削工法） Ⅰ型 容量６０ｍ３ 角型貯水槽（開削工法） １型　容量６０ｍ３ 基 315 ○ ○ 0931 防火水槽

コンクリート防火水槽 0931013060 コンクリート防火水槽 角型貯水槽（開削工法） Ⅱ型 容量６０ｍ３ 角型貯水槽（開削工法） ２型　容量６０ｍ３ 基 315 ○ ○ 0931 防火水槽

コンクリート防火水槽 0931013070 コンクリート防火水槽 角型貯水槽（開削工法） Ⅰ型 容量８０ｍ３ 角型貯水槽（開削工法） １型　容量８０ｍ３ 基 315 ○ ○ 0931 防火水槽

コンクリート防火水槽 0931013080 コンクリート防火水槽 角型貯水槽（開削工法） Ⅱ型 容量８０ｍ３ 角型貯水槽（開削工法） ２型　容量８０ｍ３ 基 315 ○ ○ 0931 防火水槽

コンクリート防火水槽 0931013090 コンクリート防火水槽 角型貯水槽（開削工法） Ⅰ型 容量１００ｍ３ 角型貯水槽（開削工法） １型　容量１００ｍ３ 基 315 ○ ○ 0931 防火水槽

コンクリート防火水槽 0931013100 コンクリート防火水槽 角型貯水槽（開削工法） Ⅱ型 容量１００ｍ３ 角型貯水槽（開削工法） ２型　容量１００ｍ３ 基 315 ○ ○ 0931 防火水槽

コンクリート防火水槽 0931013110 コンクリート防火水槽 円型貯水槽（潜函工法） Ⅰ型 容量６０ｍ３ 円型貯水槽（潜函工法） １型　容量６０ｍ３ 基 315 ○ ○ 0931 防火水槽

コンクリート防火水槽 0931013120 コンクリート防火水槽 円型貯水槽（潜函工法） Ⅱ型 容量６０ｍ３ 円型貯水槽（潜函工法） ２型　容量６０ｍ３ 基 315 ○ ○ 0931 防火水槽
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コンクリート防火水槽 0931013130 コンクリート防火水槽 円型貯水槽（潜函工法） Ⅰ型 容量１００ｍ３ 円型貯水槽（潜函工法） １型　容量１００ｍ３ 基 315 ○ ○ 0931 防火水槽

コンクリート防火水槽 0931013140 コンクリート防火水槽 円型貯水槽（潜函工法） Ⅱ型 容量１００ｍ３ 円型貯水槽（潜函工法） ２型　容量１００ｍ３ 基 315 ○ ○ 0931 防火水槽

アーチカルバート 1317021125
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅８００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～５．９ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ ８００×８００×１５００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021130
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅８００ｍｍ 内高９６０ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～６．４ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ ８００×９６０×１５００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021140
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅１，０００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～５．６ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ １０００×１０００×２０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021145
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅１，０００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～５．６ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ １０００×１２００×２０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021150
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅１，２００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～５．３ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ １２００×１２００×２０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021155
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅１，２００ｍｍ 内高１，４４０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～５．３ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ １２００×１４４０×２０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021160
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～４．９ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ １５００×１５００×２０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021165
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅１，５００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～５．１ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ １５００×１８００×２０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021170
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅１，８００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～４．４ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ １８００×１８００×２０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021175
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅１，８００ｍｍ 内高２，１６０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～４．７ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ １８００×２１６０×２０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021180
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅２，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～４．１ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ ２０００×２０００×１５００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021185
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅２，０００ｍｍ 内高２，４００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～４．４ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ ２０００×２４００×１５００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021190
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅２，２００ｍｍ 内高２，２００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～３．４ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ ２２００×２２００×１５００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021195
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅２，２００ｍｍ 内高２，６４０ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～３．６ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ ２２００×２６４０×１５００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021200
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅２，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～３．３ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ ２５００×２５００×１５００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021205
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅２，５００ｍｍ 内高３，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～３．３ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ ２５００×３０００×１５００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート
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アーチカルバート 1317021210
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅２，８００ｍｍ 内高２，８００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～３．３ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ ２８００×２８００×１０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021215
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅２，８００ｍｍ 内高３，２００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～３．３ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ ２８００×３２００×１０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021220
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅３，０００ｍｍ 内高３，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～３．２ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ ３０００×３０００×１０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317021225
アーチカルバート 標準形（Ⅰ型） 内幅３，０００ｍｍ 内高３，２００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．５～３．３ｍ

アーチカルバート標準１型Ｔ２５ ３０００×３２００×１０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023065
アーチカルバート 特厚形 内幅８００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．５～
１３．８ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ ８００×８００×１５００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023070
アーチカルバート 特厚形 内幅８００ｍｍ 内高９６０ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．５～
１４．４ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ ８００×９６０×１５００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023075
アーチカルバート 特厚形 内幅１，０００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～１２．４ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ １０００×１０００×２０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023080
アーチカルバート 特厚形 内幅１，０００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～１３．０ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ １０００×１２００×２０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023085
アーチカルバート 特厚形 内幅１，２００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～１０．４ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ １２００×１２００×２０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023090
アーチカルバート 特厚形 内幅１，２００ｍｍ 内高１，４４０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～１１．４ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ １２００×１４４０×２０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023095
アーチカルバート 特厚形 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～９．３ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ １５００×１５００×２０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023100
アーチカルバート 特厚形 内幅１，５００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～１０．１ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ １５００×１８００×２０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023105
アーチカルバート 特厚形 内幅１，８００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～８．７ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ １８００×１８００×２０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023110
アーチカルバート 特厚形 内幅１，８００ｍｍ 内高２，１６０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～９．７ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ １８００×２１６０×２０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023115
アーチカルバート 特厚形 内幅２，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～９．２ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ ２０００×２０００×１５００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023120
アーチカルバート 特厚形 内幅２，０００ｍｍ 内高２，４００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～１０．０ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ ２０００×２４００×１５００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023125
アーチカルバート 特厚形 内幅２，２００ｍｍ 内高２，２００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～８．９ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ ２２００×２２００×１５００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023130
アーチカルバート 特厚形 内幅２，２００ｍｍ 内高２，６４０ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～９．８ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ ２２００×２６４０×１５００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート
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アーチカルバート 1317023135
アーチカルバート 特厚形 内幅２，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～８．７ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ ２５００×２５００×１５００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023140
アーチカルバート 特厚形 内幅２，５００ｍｍ 内高３，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～９．７ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ ２５００×３０００×１５００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023145
アーチカルバート 特厚形 内幅２，８００ｍｍ 内高２，８００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～８．２ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ ２８００×２８００×１０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

アーチカルバート 1317023150
アーチカルバート 特厚形 内幅３，０００ｍｍ 内高３，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．５～８．１ｍ

アーチカルバート　特厚形Ｔ２５ ３０００×３０００×１０００ 個 315 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012730
ＲＣボックスカルバート 内幅６００ｍｍ 内高６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～
３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ６００×６００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012735
ＲＣボックスカルバート 内幅７００ｍｍ 内高７００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～
３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ７００×７００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012740
ＲＣボックスカルバート 内幅８００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～
３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ８００×８００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012745
ＲＣボックスカルバート 内幅９００ｍｍ 内高６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～
３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ９００×６００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012750
ＲＣボックスカルバート 内幅９００ｍｍ 内高９００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～
３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ９００×９００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012755
ＲＣボックスカルバート 内幅１，０００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２
～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １０００×８００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012760
ＲＣボックスカルバート 内幅１，０００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １０００×１０００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012765
ＲＣボックスカルバート 内幅１，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １０００×１５００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012770
ＲＣボックスカルバート 内幅１，１００ｍｍ 内高１，１００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １１００×１１００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012775
ＲＣボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２
～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １２００×８００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012780
ＲＣボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １２００×１０００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012785
ＲＣボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １２００×１２００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012790
ＲＣボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １２００×１５００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012795
ＲＣボックスカルバート 内幅１，３００ｍｍ 内高１，３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １３００×１３００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート
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ＲＣボックスカルバート 1317012800
ＲＣボックスカルバート 内幅１，４００ｍｍ 内高１，４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １４００×１４００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012805
ＲＣボックスカルバート 内幅１，５００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １５００×１０００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012810
ＲＣボックスカルバート 内幅１，５００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １５００×１２００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012815
ＲＣボックスカルバート 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １５００×１５００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012820
ＲＣボックスカルバート 内幅１，８００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １８００×１５００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012825
ＲＣボックスカルバート 内幅１，８００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １８００×１８００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012830
ＲＣボックスカルバート 内幅２，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２０００×１５００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012835
ＲＣボックスカルバート 内幅２，０００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２０００×１８００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012840
ＲＣボックスカルバート 内幅２，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２０００×２０００×２０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012845
ＲＣボックスカルバート 内幅２，２００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２２００×１８００×１５００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012850
ＲＣボックスカルバート 内幅２，２００ｍｍ 内高２，２００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２２００×２２００×１５００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012855
ＲＣボックスカルバート 内幅２，３００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２３００×２０００×１５００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012860
ＲＣボックスカルバート 内幅２，３００ｍｍ 内高２，３００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２３００×２３００×１５００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012865
ＲＣボックスカルバート 内幅２，４００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２４００×２０００×１５００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012870
ＲＣボックスカルバート 内幅２，４００ｍｍ 内高２，４００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２４００×２４００×１５００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012875
ＲＣボックスカルバート 内幅２，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２５００×１５００×１５００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012880
ＲＣボックスカルバート 内幅２，５００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２５００×１８００×１５００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012885
ＲＣボックスカルバート 内幅２，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２５００×２０００×１５００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート
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ＲＣボックスカルバート 1317012890
ＲＣボックスカルバート 内幅２，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２５００×２５００×１５００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012895
ＲＣボックスカルバート 内幅２，８００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２８００×２０００×１０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012900
ＲＣボックスカルバート 内幅２，８００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２８００×２５００×１０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012905
ＲＣボックスカルバート 内幅３，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ３０００×１５００×１０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012910
ＲＣボックスカルバート 内幅３，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ３０００×２０００×１０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012915
ＲＣボックスカルバート 内幅３，０００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ３０００×２５００×１０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012920
ＲＣボックスカルバート 内幅３，０００ｍｍ 内高３，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ３０００×３０００×１０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012925
ＲＣボックスカルバート 内幅３，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ３５００×２０００×１０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317012930
ＲＣボックスカルバート 内幅３，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ３５００×２５００×１０００ 個 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317014002 ボックスカルバート 特殊加工 人孔用孔 φ６００用 ボックス　特殊加工 人孔用孔　径６００用 箇所 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317014004 ボックスカルバート 特殊加工 人孔用孔 φ９００用 ボックス　特殊加工 人孔用孔　径９００用 箇所 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317014006 ボックスカルバート 特殊加工 横孔 φ４００以下 ボックス　特殊加工 横孔　径４００以下 箇所 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317014008 ボックスカルバート 特殊加工 横孔 φ４０１～６００ ボックス　特殊加工 横孔　径４０１～６００ 箇所 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317014010 ボックスカルバート 特殊加工 横孔 φ６０１以上 ボックス　特殊加工 横孔　径６０１以上 箇所 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317014012 ボックスカルバート 特殊加工 差筋 Ｄ１０ ボックス　特殊加工 差筋　Ｄ１０ 本 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317014014 ボックスカルバート 特殊加工 差筋 Ｄ１３ ボックス　特殊加工 差筋　Ｄ１３ 本 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317014016 ボックスカルバート 特殊加工 差筋 Ｄ１６ ボックス　特殊加工 差筋　Ｄ１６ 本 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317014018 ボックスカルバート 特殊加工 マンホール部鉄筋コンクリート製補強板 ２００ｍｍ×１，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ ボックス　特殊加工 マンホール部鉄筋コン製補強板 枚 316 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

848 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ＰＣボックスカルバート 1317013290
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅６００ｍｍ 内高６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ６００×６００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013295
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅７００ｍｍ 内高７００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ７００×７００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013300
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅８００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ８００×８００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013305
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅９００ｍｍ 内高６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ９００×６００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013310
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅９００ｍｍ 内高９００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ９００×９００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013315
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，０００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土
被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ １０００×８００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013320
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，０００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ １０００×１０００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013325
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ １０００×１５００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013330
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，１００ｍｍ 内高１，１００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ １１００×１１００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013335
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，２００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土
被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ １２００×８００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013340
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，２００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ １２００×１０００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013345
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，２００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ １２００×１２００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013350
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，２００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ １２００×１５００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013355
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，３００ｍｍ 内高１，３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ １３００×１３００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013360
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，４００ｍｍ 内高１，４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ １４００×１４００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013365
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，５００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ １５００×１０００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013370
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，５００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ １５００×１２００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013375
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ １５００×１５００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート
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ＰＣボックスカルバート 1317013380
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，８００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ １８００×１２００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013385
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，８００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ １８００×１５００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013390
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅１，８００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ １８００×１８００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013395
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２０００×１５００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013400
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，０００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２０００×１８００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013405
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２０００×２０００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013410
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，２００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２２００×１８００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013415
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，２００ｍｍ 内高２，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２２００×２２００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013420
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，３００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２３００×１５００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013425
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，３００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２３００×１８００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013430
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，３００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２３００×２０００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013435
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，３００ｍｍ 内高２，３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２３００×２３００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013440
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，４００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２４００×２０００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013445
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，４００ｍｍ 内高２，４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２４００×２４００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013450
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２５００×１５００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013455
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，５００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２５００×１８００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013460
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２５００×２０００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013465
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２５００×２５００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート
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ＰＣボックスカルバート 1317013470
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，８００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２８００×１５００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013475
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，８００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２８００×２０００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013480
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，８００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２８００×２５００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013485
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅２，８００ｍｍ 内高２，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ２８００×２８００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013490
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅３，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ３０００×１５００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013495
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅３，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ３０００×２０００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013500
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅３，０００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ３０００×２５００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013505
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅３，０００ｍｍ 内高３，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ３０００×３０００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013510
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅３，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ３５００×２０００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013515
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅３，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ３５００×２５００×２０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013520
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅４，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ４０００×２０００×１５００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013525
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅４，０００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ４０００×２５００×１５００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013530
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅４，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ４５００×２０００×１０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013535
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅４，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ４５００×２５００×１０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013540
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅５，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ５０００×２０００×１０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013545
ＰＣボックスカルバート １５０，３００型 内幅５，０００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５
土被り設計条件０．２～３．０ｍ

ＰＣボックス１５０　０．２－３ ５０００×２５００×１０００ 個 317 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013550
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅６００ｍｍ 内高６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ ６００×６００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013555
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅７００ｍｍ 内高７００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ ７００×７００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート
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ＰＣボックスカルバート 1317013560
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅８００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ ８００×８００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013565
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅９００ｍｍ 内高６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ ９００×６００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013570
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅９００ｍｍ 内高９００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ ９００×９００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013575
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，０００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計
条件３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ １０００×８００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013580
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，０００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ １０００×１０００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013585
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ １０００×１５００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013590
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，１００ｍｍ 内高１，１００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ １１００×１１００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013595
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，２００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計
条件３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ １２００×８００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013600
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，２００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ １２００×１０００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013605
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，２００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ １２００×１２００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013610
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，２００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ １２００×１５００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013615
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，３００ｍｍ 内高１，３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ １３００×１３００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013620
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，４００ｍｍ 内高１，４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ １４００×１４００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013625
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，５００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ １５００×１０００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013630
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ １５００×１５００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＰＣボックスカルバート 1317013635
ＰＣボックスカルバート ６００型 内幅２，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件３．０１～６．０ｍ

ＰＣボックス６００　３．０１ ２０００×１５００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050065
ハイテンションボックスカルバート 内幅６００ｍｍ 内高６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ ６００×６００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050070
ハイテンションボックスカルバート 内幅７００ｍｍ 内高７００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ ７００×７００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート
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ハイテンションボックスカルバート 1317050075
ハイテンションボックスカルバート 内幅８００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ ８００×８００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050080
ハイテンションボックスカルバート 内幅９００ｍｍ 内高６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ ９００×６００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050085
ハイテンションボックスカルバート 内幅９００ｍｍ 内高９００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ ９００×９００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050090
ハイテンションボックスカルバート 内幅１，０００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計
条件０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ １０００×８００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050095
ハイテンションボックスカルバート 内幅１，０００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ １０００×１０００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050100
ハイテンションボックスカルバート 内幅１，１００ｍｍ 内高１，１００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ １１００×１１００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050105
ハイテンションボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計
条件０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ １２００×８００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050110
ハイテンションボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ １２００×１０００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050115
ハイテンションボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ １２００×１２００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050120
ハイテンションボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ １２００×１５００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050125
ハイテンションボックスカルバート 内幅１，３００ｍｍ 内高１，３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ １３００×１３００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050130
ハイテンションボックスカルバート 内幅１，４００ｍｍ 内高１，４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ １４００×１４００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050135
ハイテンションボックスカルバート 内幅１，５００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ １５００×１０００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050140
ハイテンションボックスカルバート 内幅１，５００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ １５００×１２００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050145
ハイテンションボックスカルバート 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ １５００×１５００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050150
ハイテンションボックスカルバート 内幅１，８００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ １８００×１５００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ハイテンションボックスカルバート 1317050155
ハイテンションボックスカルバート 内幅１，８００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り
設計条件０．２～３．０ｍ

ハイテンション　土被０．２－３ １８００×１８００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＡＮＢ可とうジョイント 1317070002 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅６００ｍｍ 内高６００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ－２５　６００×６００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート
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ＡＮＢ可とうジョイント 1317070004 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅７００ｍｍ 内高７００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ－２５　７００×７００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＡＮＢ可とうジョイント 1317070006 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅８００ｍｍ 内高８００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ－２５　８００×８００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＡＮＢ可とうジョイント 1317070008 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅９００ｍｍ 内高９００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ－２５　９００×９００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＡＮＢ可とうジョイント 1317070010 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅１，０００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ２５　１０００×１０００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＡＮＢ可とうジョイント 1317070012 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅１，２００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ２５　１２００×１２００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＡＮＢ可とうジョイント 1317070014 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ２５　１５００×１５００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＡＮＢ可とうジョイント 1317070016 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅１，８００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ２５　１８００×１８００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＡＮＢ可とうジョイント 1317070018 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅２，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ２５　２０００×１５００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＡＮＢ可とうジョイント 1317070020 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅２，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ２５　２０００×２０００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＡＮＢ可とうジョイント 1317070022 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅２，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ２５　２５００×２０００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＡＮＢ可とうジョイント 1317070024 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅２，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ２５　２５００×２５００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＡＮＢ可とうジョイント 1317070026 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅３，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ２５　３０００×２０００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＡＮＢ可とうジョイント 1317070028 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅３，０００ｍｍ 内高３，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ２５　３０００×３０００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＡＮＢ可とうジョイント 1317070030 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅４，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ２５　４０００×２０００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＡＮＢ可とうジョイント 1317070032 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅４，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ２５　４５００×２０００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

ＡＮＢ可とうジョイント 1317070034 ＡＮＢ可とうジョイント 内幅５，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ ＡＮＢ可とうジョイント Ｔ２５　５０００×２０００ｍｍ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

可とうボックスカルバート 1317080002
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅１，０００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート １０００×１０００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

可とうボックスカルバート 1317080004
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅１，１００ｍｍ 内高１，１００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート １１００×１１００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート
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可とうボックスカルバート 1317080006
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅１，２００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート １２００×１２００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

可とうボックスカルバート 1317080008
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅１，３００ｍｍ 内高１，３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート １３００×１３００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

可とうボックスカルバート 1317080010
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅１，５００ｍｍ 内高１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート １５００×１２００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

可とうボックスカルバート 1317080012
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート １５００×１５００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

可とうボックスカルバート 1317080014
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅１，８００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート １８００×１５００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

可とうボックスカルバート 1317080016
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅１，８００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート １８００×１８００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

可とうボックスカルバート 1317080018
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅２，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート ２０００×１５００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

可とうボックスカルバート 1317080020
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅２，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート ２０００×２０００×２０００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

可とうボックスカルバート 1317080022
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅２，３００ｍｍ 内高２，３００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート ２３００×２３００×１５００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

可とうボックスカルバート 1317080024
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅２，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート ２５００×２０００×１５００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

可とうボックスカルバート 1317080026
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅２，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート ２５００×２５００×１５００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

可とうボックスカルバート 1317080028
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅２，８００ｍｍ 内高２，８００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート ２８００×２８００×１５００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

可とうボックスカルバート 1317080030
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅３，０００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート ３０００×２５００×１５００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

可とうボックスカルバート 1317080032
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅３，０００ｍｍ 内高３，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート ３０００×３０００×１５００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

可とうボックスカルバート 1317080034
可とうボックスカルバート Ｃタイプ 内幅３，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被
り設計条件０．２～３．０ｍ

可とうボックスカルバート ３５００×２５００×１５００ 個 318 ○ ○ 1317 ボックスカルバート

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020216 鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ⅰ種） 斜壁 上径６００ｍｍ×下径７５０ｍｍ×高３００ｍｍ ０号マンホール（１種）　斜壁 ６００×７５０×３００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020218 鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ⅰ種） 斜壁 上径６００ｍｍ×下径７５０ｍｍ×高４５０ｍｍ ０号マンホール（１種）　斜壁 ６００×７５０×４５０ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020220 鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ⅰ種） 斜壁 上径６００ｍｍ×下径７５０ｍｍ×高６００ｍｍ ０号マンホール（１種）　斜壁 ６００×７５０×６００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール
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鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020222 鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径７５０ｍｍ×高３００ｍｍ ０号マンホール（１種）　直壁 ７５０×３００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020224 鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径７５０ｍｍ×高６００ｍｍ ０号マンホール（１種）　直壁 ７５０×６００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020226 鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径７５０ｍｍ×高９００ｍｍ ０号マンホール（１種）　直壁 ７５０×９００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020228 鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径７５０ｍｍ×高１，２００ｍｍ ０号マンホール（１種）　直壁 ７５０×１２００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020230 鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径７５０ｍｍ×高１，５００ｍｍ ０号マンホール（１種）　直壁 ７５０×１５００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020232 鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径７５０ｍｍ×高１，８００ｍｍ ０号マンホール（１種）　直壁 ７５０×１８００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020234 鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径７５０ｍｍ×高６００ｍｍ ０号マンホール（１種）管取付壁 ７５０×６００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020236 鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径７５０ｍｍ×高９００ｍｍ ０号マンホール（１種）管取付壁 ７５０×９００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020238 鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径７５０ｍｍ×高１，２００ｍｍ ０号マンホール（１種）管取付壁 ７５０×１２００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020240 鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径７５０ｍｍ×高１，５００ｍｍ ０号マンホール（１種）管取付壁 ７５０×１５００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020242 鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径７５０ｍｍ×高１，８００ｍｍ ０号マンホール（１種）管取付壁 ７５０×１８００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020244 鉄筋コンクリート製組立マンホール ０号マンホール（Ⅰ種） 底版 有効高　１３０ｍｍ ０号マンホール（１種）　底版 有効高１３０ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020246 鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ⅰ種） 斜壁 上径６００ｍｍ×下径９００ｍｍ×高３００ｍｍ １号マンホール（１種）　斜壁 ６００×９００×３００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020248 鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ⅰ種） 斜壁 上径６００ｍｍ×下径９００ｍｍ×高４５０ｍｍ １号マンホール（１種）　斜壁 ６００×９００×４５０ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020250 鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ⅰ種） 斜壁 上径６００ｍｍ×下径９００ｍｍ×高６００ｍｍ １号マンホール（１種）　斜壁 ６００×９００×６００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020252 鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径９００ｍｍ×高３００ｍｍ １号マンホール（１種）　直壁 ９００×３００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020254 鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径９００ｍｍ×高６００ｍｍ １号マンホール（１種）　直壁 ９００×６００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020256 鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径９００ｍｍ×高９００ｍｍ １号マンホール（１種）　直壁 ９００×９００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

856 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020258 鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ １号マンホール（１種）　直壁 ９００×１２００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020260 鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径９００ｍｍ×高１，５００ｍｍ １号マンホール（１種）　直壁 ９００×１５００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020262 鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径９００ｍｍ×高１，８００ｍｍ １号マンホール（１種）　直壁 ９００×１８００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020264 鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ⅰ種） おどり場直壁 内径９００ｍｍ×高６００ｍｍ １号マンホール（１種）おどり場 ９００×６００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020266 鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径９００ｍｍ×高６００ｍｍ １号マンホール（１種）管取付壁 ９００×６００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020268 鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径９００ｍｍ×高９００ｍｍ １号マンホール（１種）管取付壁 ９００×９００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020270 鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ １号マンホール（１種）管取付壁 ９００×１２００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020272 鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径９００ｍｍ×高１，５００ｍｍ １号マンホール（１種）管取付壁 ９００×１５００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020274 鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径９００ｍｍ×高１，８００ｍｍ １号マンホール（１種）管取付壁 ９００×１８００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020276 鉄筋コンクリート製組立マンホール １号マンホール（Ⅰ種） 底版 有効高　１３０ｍｍ １号マンホール（１種）　底版 有効高１３０ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020278
鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 斜壁 上径６００ｍｍ×下径１，２００ｍｍ×高３００ｍ
ｍ

２号マンホール（１種）　斜壁 ６００×１２００×３００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020280
鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 斜壁 上径６００ｍｍ×下径１，２００ｍｍ×高４５０ｍ
ｍ

２号マンホール（１種）　斜壁 ６００×１２００×４５０ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020282
鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 斜壁 上径６００ｍｍ×下径１，２００ｍｍ×高６００ｍ
ｍ

２号マンホール（１種）　斜壁 ６００×１２００×６００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020284 鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，２００ｍｍ×高３００ｍｍ ２号マンホール（１種）　直壁 １２００×３００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020286 鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，２００ｍｍ×高６００ｍｍ ２号マンホール（１種）　直壁 １２００×６００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020288 鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，２００ｍｍ×高９００ｍｍ ２号マンホール（１種）　直壁 １２００×９００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020290 鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ２号マンホール（１種）　直壁 １２００×１２００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020292 鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，２００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ２号マンホール（１種）　直壁 １２００×１５００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

857 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020294 鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，２００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ２号マンホール（１種）　直壁 １２００×１８００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020296 鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，２００ｍｍ×高２，１００ｍｍ ２号マンホール（１種）　直壁 １２００×２１００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020298 鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，２００ｍｍ×高２，４００ｍｍ ２号マンホール（１種）　直壁 １２００×２４００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020300 鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） おどり場直壁 内径１，２００ｍｍ×高６００ｍｍ ２号マンホール（１種）おどり場 １２００×６００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020302 鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径１，２００ｍｍ×高９００ｍｍ ２号マンホール（１種）管取付壁 １２００×９００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020304 鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径１，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ２号マンホール（１種）管取付壁 １２００×１２００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020306 鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径１，２００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ２号マンホール（１種）管取付壁 １２００×１５００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020308 鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径１，２００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ２号マンホール（１種）管取付壁 １２００×１８００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020310 鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径１，２００ｍｍ×高２，１００ｍｍ ２号マンホール（１種）管取付壁 １２００×２１００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020312 鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径１，２００ｍｍ×高２，４００ｍｍ ２号マンホール（１種）管取付壁 １２００×２４００ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020314 鉄筋コンクリート製組立マンホール ２号マンホール（Ⅰ種） 底版 有効高　１５０ｍｍ ２号マンホール（１種）　底版 有効高１５０ 個 319 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020316
鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 中間斜壁 上径９００ｍｍ×下径１，５００ｍｍ×高３０
０ｍｍ

３号マンホール（１種）中間斜壁 ９００×１５００×３００ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020318
鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 中間斜壁 上径９００ｍｍ×下径１，５００ｍｍ×高４５
０ｍｍ

３号マンホール（１種）中間斜壁 ９００×１５００×４５０ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020320
鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 中間斜壁 上径９００ｍｍ×下径１，５００ｍｍ×高６０
０ｍｍ

３号マンホール（１種）中間斜壁 ９００×１５００×６００ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020322 鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，５００ｍｍ×高３００ｍｍ ３号マンホール（１種）　直壁 １５００×３００ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020324 鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，５００ｍｍ×高６００ｍｍ ３号マンホール（１種）　直壁 １５００×６００ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020326 鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，５００ｍｍ×高９００ｍｍ ３号マンホール（１種）　直壁 １５００×９００ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020328 鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，５００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ３号マンホール（１種）　直壁 １５００×１２００ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール
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鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020330 鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，５００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ３号マンホール（１種）　直壁 １５００×１５００ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020332 鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，５００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ３号マンホール（１種）　直壁 １５００×１８００ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020334 鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，５００ｍｍ×高２，１００ｍｍ ３号マンホール（１種）　直壁 １５００×２１００ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020336 鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，５００ｍｍ×高２，４００ｍｍ ３号マンホール（１種）　直壁 １５００×２４００ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020338 鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） おどり場直壁 内径１，５００ｍｍ×高６００ｍｍ ３号マンホール（１種）おどり場 １５００×６００ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020340 鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径１，５００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ３号マンホール（１種）管取付壁 １５００×１２００ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020342 鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径１，５００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ３号マンホール（１種）管取付壁 １５００×１５００ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020344 鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径１，５００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ３号マンホール（１種）管取付壁 １５００×１８００ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020346 鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径１，５００ｍｍ×高２，１００ｍｍ ３号マンホール（１種）管取付壁 １５００×２１００ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020348 鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径１，５００ｍｍ×高２，４００ｍｍ ３号マンホール（１種）管取付壁 １５００×２４００ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020350 鉄筋コンクリート製組立マンホール ３号マンホール（Ⅰ種） 底版 有効高　１５０ｍｍ ３号マンホール（１種）　底版 有効高１５０ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020442 鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ⅰ種） 中間スラブ 内径９００ｍｍ×有効高３００ｍｍ ４号マンホール１種　中間スラブ ９００×３００ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020444 鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，８００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ４号マンホール（１種）直壁 １８００×１２００ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020446 鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，８００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ４号マンホール（１種）直壁 １８００×１５００ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020448 鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ４号マンホール（１種）直壁 １８００×１８００ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020450 鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，８００ｍｍ×高２，１００ｍｍ ４号マンホール（１種）直壁 １８００×２１００ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020452 鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ⅰ種） 直壁 内径１，８００ｍｍ×高２，４００ｍｍ ４号マンホール（１種）直壁 １８００×２４００ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020454 鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ⅰ種） おどり場直壁 内径１，８００ｍｍ×高９００ｍｍ ４号マンホール（１種）おどり場 １８００×９００ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール
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鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020456 鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径１，８００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ４号マンホール（１種）管取付壁 １８００×１２００ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020458 鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径１，８００ｍｍ×高１，５００ｍｍ ４号マンホール（１種）管取付壁 １８００×１５００ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020460 鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径１，８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ４号マンホール（１種）管取付壁 １８００×１８００ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020462 鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径１，８００ｍｍ×高２，１００ｍｍ ４号マンホール（１種）管取付壁 １８００×２１００ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020464 鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ⅰ種） 管取付け壁 内径１，８００ｍｍ×高２，４００ｍｍ ４号マンホール（１種）管取付壁 １８００×２４００ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020466 鉄筋コンクリート製組立マンホール ４号マンホール（Ⅰ種） 底版 有効高　２６２ｍｍ ４号マンホール（１種）底版 有効高２６２ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020206 鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高２５ｍｍまで 組立式マンホール　調整金具 調整Ｈ２５ｍｍまで 組 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020208 鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整金具 調整高４５ｍｍまで 組立式マンホール　調整金具 調整Ｈ４５ｍｍまで 組 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020210 鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング ６００ｍｍ×５０ｍｍ 組立式マンホール　調整リング ６００×５０ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020212 鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング ６００ｍｍ×１００ｍｍ 組立式マンホール　調整リング ６００×１００ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020214 鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング ６００ｍｍ×１５０ｍｍ 組立式マンホール　調整リング ６００×１５０ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020468 鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング ９００ｍｍ×１００ｍｍ 組立式マンホール　調整リング ９００×１００ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020470 鉄筋コンクリート製組立マンホール マンホール付属品 調整リング ９００ｍｍ×１５０ｍｍ 組立式マンホール　調整リング ９００×１５０ｍｍ 個 320 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020352 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） ヒューム管用　径１００用 組立式マンホール削孔代 ０・１号（１種）ヒューム１００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020354 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） ヒューム管用　径１５０用 組立式マンホール削孔代 ０・１号（１種）ヒューム１５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020356 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） ヒューム管用　径２００用 組立式マンホール削孔代 ０・１号（１種）ヒューム２００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020358 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） ヒューム管用　径２５０用 組立式マンホール削孔代 ０・１号（１種）ヒューム２５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020360 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） ヒューム管用　径３００用 組立式マンホール削孔代 ０・１号（１種）ヒューム３００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール
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鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020362 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） ヒューム管用　径３５０用 組立式マンホール削孔代 ０・１号（１種）ヒューム３５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020364 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） ヒューム管用　径４００用 組立式マンホール削孔代 ０・１号（１種）ヒューム４００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020366 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） ヒューム管用　径４５０用 組立式マンホール削孔代 ０・１号（１種）ヒューム４５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020368 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径１００用 組立式マンホール削孔代 ０号・１号（１種）塩ビ管１００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020370 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径１５０用 組立式マンホール削孔代 ０号・１号（１種）塩ビ管１５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020372 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径２００用 組立式マンホール削孔代 ０号・１号（１種）塩ビ管２００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020374 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径２５０用 組立式マンホール削孔代 ０号・１号（１種）塩ビ管２５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020376 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径３００用 組立式マンホール削孔代 ０号・１号（１種）塩ビ管３００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020378 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径３５０用 組立式マンホール削孔代 ０号・１号（１種）塩ビ管３５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020380 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径４００用 組立式マンホール削孔代 ０号・１号（１種）塩ビ管４００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020382 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径４５０用 組立式マンホール削孔代 ０号・１号（１種）塩ビ管４５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020384 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ０号・１号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径５００用 組立式マンホール削孔代 ０・１号（１種）塩ビ管　５００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020386 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） ヒューム管用　径１００用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）ヒューム管用１００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020388 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） ヒューム管用　径１５０用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）ヒューム管用１５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020390 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） ヒューム管用　径２００用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）ヒューム管用２００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020392 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） ヒューム管用　径２５０用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）ヒューム管用２５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020394 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） ヒューム管用　径３００用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）ヒューム管用３００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020396 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） ヒューム管用　径３５０用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）ヒューム管用３５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール
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鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020398 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） ヒューム管用　径４００用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）ヒューム管用４００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020400 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） ヒューム管用　径４５０用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）ヒューム管用４５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020402 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径１００用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）　塩ビ管用　１００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020404 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径１５０用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）　塩ビ管用　１５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020406 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径２００用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）　塩ビ管用　２００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020408 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径２５０用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）　塩ビ管用　２５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020410 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径３００用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）　塩ビ管用　３００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020412 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径３５０用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）　塩ビ管用　３５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020414 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径４００用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）　塩ビ管用　４００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020416 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径４５０用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）　塩ビ管用　４５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020418 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ２号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径５００用 組立式マンホール削孔代 ２号（１種）　塩ビ管用　５００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020420 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ⅰ種） ヒューム管用　径３００用 組立式マンホール削孔代 ３号（１種）ヒューム管用３００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020422 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ⅰ種） ヒューム管用　径３５０用 組立式マンホール削孔代 ３号（１種）ヒューム管用３５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020424 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ⅰ種） ヒューム管用　径４００用 組立式マンホール削孔代 ３号（１種）ヒューム管用４００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020426 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ⅰ種） ヒューム管用　径４５０用 組立式マンホール削孔代 ３号（１種）ヒューム管用４５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020428 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ⅰ種） ヒューム管用　径５００用 組立式マンホール削孔代 ３号（１種）ヒューム管用５００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020430 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径３００用 組立式マンホール削孔代 ３号（１種）　塩ビ管用　３００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020432 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径３５０用 組立式マンホール削孔代 ３号（１種）　塩ビ管用　３５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール
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鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020434 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径４００用 組立式マンホール削孔代 ３号（１種）　塩ビ管用　４００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020436 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径４５０用 組立式マンホール削孔代 ３号（１種）　塩ビ管用　４５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020438 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径５００用 組立式マンホール削孔代 ３号（１種）　塩ビ管用　５００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020440 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ３号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径６００用 組立式マンホール削孔代 ３号（１種）　塩ビ管用　６００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020472 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） ヒューム管用　径３００用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）ヒューム管用３００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020474 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） ヒューム管用　径３５０用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）ヒューム管用３５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020476 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） ヒューム管用　径４００用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）ヒューム管用４００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020478 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） ヒューム管用　径４５０用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）ヒューム管用４５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020480 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） ヒューム管用　径５００用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）ヒューム管用５００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020482 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） ヒューム管用　径６００用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）ヒューム管用６００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020484 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） ヒューム管用　径７００用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）ヒューム管用７００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020486 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） ヒューム管用　径８００用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）ヒューム管用８００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020488 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） ヒューム管用　径９００用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）ヒューム管用９００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020490 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） ヒューム管用　径１，０００用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）ヒューム管１０００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020492 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） ヒューム管用　径１，１００用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）ヒューム管１１００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020494 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径３００用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）塩ビ管用　３００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020496 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径３５０用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）塩ビ管用　３５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020498 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径４００用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）塩ビ管用　４００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

863 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020500 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径４５０用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）塩ビ管用　４５０ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020502 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径５００用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）塩ビ管用　５００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリート製組立マンホール 1319020504 鉄筋コンクリート製組立マンホール 削孔代 ４号（Ⅰ種） 塩ビ管用　径６００用 組立式マンホール削孔代 ４号（１種）塩ビ管用　６００ 箇所 321 ○ ○ 1319 マンホール

組立式マンホール 1319027010 だ円形組立式マンホール 斜壁 上径６００ｍｍ×下幅（６００×９００）ｍｍ×高６００ｍｍ 組立式マンホール　だ円形　斜壁 ６００×（６００×９００） 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

組立式マンホール 1319027030 だ円形組立式マンホール 直壁 下幅（６００×９００）ｍｍ×高３００ｍｍ 組立式マンホール　だ円形　直壁 （６００×９００）×３００ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

組立式マンホール 1319027020 だ円形組立式マンホール 直壁 下幅（６００×９００）ｍｍ×高６００ｍｍ 組立式マンホール　だ円形　直壁 （６００×９００）×６００ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

組立式マンホール 1319027040 だ円形組立式マンホール 調整 上径６００ｍｍ×高１００ｍｍ 組立式マンホール　だ円形　調整 ６００×１００ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

組立式マンホール 1319027240 だ円形組立式マンホール 管取付け壁 下幅（６００×９００）ｍｍ×高６００ｍｍ 組立式マンホールだ円形管取付壁 （６００×９００）×６００ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

組立式マンホール 1319027242 だ円形組立式マンホール 管取付け壁 下幅（６００×９００）ｍｍ×高９００ｍｍ 組立式マンホールだ円形管取付壁 （６００×９００）×９００ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

組立式マンホール 1319027244 だ円形組立式マンホール 管取付け壁 下幅（６００×９００）ｍｍ×高１，２００ｍｍ 組立式マンホールだ円形管取付壁 （６００×９００）×１２００ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

組立式マンホール 1319027050 だ円形組立式マンホール 底付き 下幅（６００×９００）ｍｍ×高６７０ｍｍ 組立式マンホール　だ円形　底付 （６００×９００）×６７０ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

組立式マンホール 1319027220 だ円形組立式マンホール 底付き 下幅（６００×９００）ｍｍ×高６７０ｍｍ　底版含まず だ円組立マンホール底付底版なし （６００×９００）×６７０ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

組立式マンホール 1319027060 だ円形組立式マンホール 底付き 下幅（６００×９００）ｍｍ×高１，２７０ｍｍ 組立式マンホール　だ円形　底付 （６００×９００）×１２７０ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

組立式マンホール 1319027230 だ円形組立式マンホール 底付き 下幅（６００×９００）ｍｍ×高１，２７０ｍｍ　底版含まず だ円組立マンホール底付底版なし （６００×９００）×１２７０ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

組立式マンホール 1319027250 だ円形組立式マンホール 底版 有効高　１３０ 組立式マンホール　だ円形　底版 有効高　１３０ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用マンホール側塊 1319011010 側塊直壁 ９００Ａ 上径９０ｃｍ×下径９０ｃｍ×高３０ｃｍ ２４４ｋｇ／個 下水道用マンホール側塊　直壁 ９００Ａ　９０×９０×３０ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用マンホール側塊 1319011110 側塊直壁 ９００Ａ 上径９０ｃｍ×下径９０ｃｍ×高３０ｃｍ　改良型 ２４４ｋｇ／個 下水道用マンホール側塊　直壁 ９００Ａ９０×９０×３０改良 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用マンホール側塊 1319011020 側塊直壁 ９００Ｂ 上径９０ｃｍ×下径９０ｃｍ×高６０ｃｍ ３７４ｋｇ／個 下水道用マンホール側塊　直壁 ９００Ｂ　９０×９０×６０ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール
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下水道用マンホール側塊 1319011120 側塊直壁 ９００Ｂ 上径９０ｃｍ×下径９０ｃｍ×高６０ｃｍ　改良型 ３７４ｋｇ／個 下水道用マンホール側塊　直壁 ９００Ｂ９０×９０×６０改良 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用マンホール側塊 1319011030 側塊直壁 １２００Ａ 上径１２０ｃｍ×下径１２０ｃｍ×高３０ｃｍ ３２６ｋｇ／個 下水道用マンホール側塊　直壁 １２００Ａ１２０×１２０×３０ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用マンホール側塊 1319011040 側塊直壁 １２００Ｂ 上径１２０ｃｍ×下径１２０ｃｍ×高６０ｃｍ ５２７ｋｇ／個 下水道用マンホール側塊　直壁 １２００Ｂ１２０×１２０×６０ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用マンホール側塊 1319011050 側塊斜壁 ６００Ａ 上径６０ｃｍ×下径９０ｃｍ×高３０ｃｍ ３１８ｋｇ／個 下水道用マンホール側塊　斜壁 ６００Ａ　６０×９０×３０ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用マンホール側塊 1319011060 側塊斜壁 ６００Ｃ 上径６０ｃｍ×下径９０ｃｍ×高６０ｃｍ ４２３ｋｇ／個 下水道用マンホール側塊　斜壁 ６００Ｃ　６０×９０×６０ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用マンホール側塊 1319011070 側塊斜壁 ６００Ｄ 上径６０ｃｍ×下径１２０ｃｍ×高６０ｃｍ ５３９ｋｇ／個 下水道用マンホール側塊　斜壁 ６００Ｄ　６０×１２０×６０ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用マンホール側塊 1319011080 側塊斜壁 ９００ 上径９０ｃｍ×下径１２０ｃｍ×高６０ｃｍ ４７９ｋｇ／個 下水道用マンホール側塊　斜壁 ９００　９０×１２０×６０ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用マンホール側塊 1319011090 片面斜壁 ６００Ｃ 上径６０ｃｍ×下径９０ｃｍ×高６０ｃｍ －ｋｇ／個 下水道用マンホール側塊片面斜壁 ６００Ｃ　６０×９０×６０ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用マンホール側塊 1319011190 片面斜壁 ６００Ｃ 上径６０ｃｍ×下径９０ｃｍ×高６０ｃｍ　改良型 －ｋｇ／個 下水道用マンホール側塊片面斜壁 ６００Ｃ６０×９０×６０改良 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用マンホール側塊 1319011100 片面斜壁 ６００Ｄ 上径６０ｃｍ×下径１２０ｃｍ×高６０ｃｍ －ｋｇ／個 下水道用マンホール側塊片面斜壁 ６００Ｄ　６０×１２０×６０ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

人孔床版塊 1319031090 人孔床版塊（円形用） １，２００丙（改良型） １７０ｃｍ×２０ｃｍ×６０ｃｍ ９９３ｋｇ 人孔床版塊　円形用　１２００丙 １７０×２０×６０ｃｍ　改良型 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

人孔床版塊 1319031020 人孔床版塊（円形用） １，２００丁 １７０ｃｍ×２０ｃｍ×９０ｃｍ ７８５ｋｇ 人孔床版塊　円形用　１２００丁 １７０×２０×９０ｃｍ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

人孔床版塊 1319031100 人孔床版塊（円形用） １，５００丙（改良型） ２００ｃｍ×２０ｃｍ×９０ｃｍ １，２５０ｋｇ 人孔床版塊　円形用　１５００丙 ２００×２０×９０ｃｍ　改良型 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

人孔床版塊 1319031040 人孔床版塊（円形用） １，５００丁 ２００ｃｍ×２０ｃｍ×９０ｃｍ １，２５０ｋｇ 人孔床版塊　円形用　１５００丁 ２００×２０×９０ｃｍ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

人孔床版塊 1319031110 人孔床版塊（円形用） １，８００（改良型） ２４０ｃｍ×２５ｃｍ×９０ｃｍ ２，４３０ｋｇ 人孔床版塊　円形用　１８００ ２４０×２５×９０ｃｍ　改良型 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

人孔床版塊 1319031120 人孔床版塊（円形用） ２，０００（改良型） ２６０ｃｍ×３０ｃｍ×９０ｃｍ ３，３７０ｋｇ 人孔床版塊　円形用　２０００ ２６０×３０×９０ｃｍ　改良型 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

人孔床版塊 1319031130 人孔床版塊（円形用） ２，２００（改良型） ２８０ｃｍ×３０ｃｍ×９０ｃｍ ４，１７０ｋｇ 人孔床版塊　円形用　２２００ ２８０×３０×９０ｃｍ　改良型 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

人孔床版塊 1319031140 人孔床版塊（矩形用） （改良型） １３０ｃｍ×１００ｃｍ×１５ｃｍ×６０ｃｍ ３６７ｋｇ 人孔床版塊　矩形用　改良型 １３０×１００×１５×６０ｃｍ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

865 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

人孔床版塊 1319031150 人孔調整ブロック６００ （改良型） ９０ｃｍ×６０ｃｍ×１０ｃｍ ８５ｋｇ 人孔調整ブロック６００ ９０×６０×１０ｃｍ　改良型 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

人孔床版塊 1319041020 人孔調整ブロック６００ （改良型） ９０ｃｍ×６０ｃｍ×１５ｃｍ １２７ｋｇ 人孔調整ブロック６００ ９０×６０×１５ｃｍ　改良型 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

人孔床版塊 1319031160 人孔調整ブロック９００ （改良型） １２０ｃｍ×９０ｃｍ×１０ｃｍ １１９ｋｇ 人孔調整ブロック９００ １２０×９０×１０ｃｍ　改良型 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

人孔床版塊 1319031170 人孔調整ブロック９００ （改良型） １２０ｃｍ×９０ｃｍ×１５ｃｍ １７８ｋｇ 人孔調整ブロック９００ １２０×９０×１５ｃｍ　改良型 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

人孔床版塊 1319051020 マンホール口環 （改良型） 都型　円径６０ ８０ｋｇ マンホール口環 東京都型　円径６０ｃｍ　改良型 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

人孔床版塊 1319060212 マンホールふた 都型新タイプ　円径６０ ７８ｋｇ マンホール蓋 東京都型新タイプ　円径６０ｃｍ 個 322 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091210
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 上部壁 （Ａ）２００ 径３００ｍｍ×高２００ｍｍ １９．７ｋｇ ＪＳ
ＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 上部壁２００ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091220
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 直壁 （Ｂ）１００ 径３００ｍｍ×高１００ｍｍ ４．８ｋｇ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 直壁１００ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091230
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 直壁 （Ｂ）１５０ 径３００ｍｍ×高１５０ｍｍ ７．５ｋｇ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 直壁１５０ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091240
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 直壁 （Ｂ）３００ 径３００ｍｍ×高３００ｍｍ １１．７ｋｇ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 直壁３００ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091250
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 直壁 （Ｂ）４００ 径３００ｍｍ×高４００ｍｍ １４．８ｋｇ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 直壁４００ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091260
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 直壁 （Ｂ）５００ 径３００ｍｍ×高５００ｍｍ １７．９ｋｇ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 直壁５００ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091270
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 直壁 （Ｂ）６００ 径３００ｍｍ×高６００ｍｍ ２１．１ｋｇ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 直壁６００ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091280
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 直壁 （Ｂ）９００ 径３００ｍｍ×高９００ｍｍ ３０．４ｋｇ ＪＳＷ
ＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 直壁９００ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091290
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 直壁 （Ｂ）３００　高所流入管　φ１５０用 径３００ｍｍ×高３００
ｍｍ １２．５ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 直壁３００　高所流入管径１５０ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091300
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 直壁 （Ｂ）３５０　高所流入管　φ２００用 径３００ｍｍ×高３５０
ｍｍ １６．８ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 直壁３５０　高所流入管径２００ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091310
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 管取付壁 （Ｃ）３７０　接続管　φ１５０用 径３００ｍｍ×高３７０
ｍｍ ２８．７ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 管取付壁　接続管径１５０ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091320
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 管取付壁 （Ｃ）３７０　接続管　φ２００用 径３００ｍｍ×高３７０
ｍｍ ２７．７ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 管取付壁　接続管径２００ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール
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レジンコンクリート製マンホール 1319091330
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 管取付壁 （Ｃ）３７０　接続管　φ１５０用　二方向 径３００ｍｍ×
高３７０ｍｍ ４０．０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 管取付壁　接続管径１５０二方向 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091340
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 管取付壁 （Ｃ）３９０　接続管　φ２００用　二方向 径４１０ｍｍ×
高３９０ｍｍ ６０．１ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 管取付壁　接続管径２００二方向 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091350
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 底版 （Ｐ）　７０ 径５６０ｍｍ×高７０ｍｍ ４３．０ｋｇ ＪＳＷＡ
Ｓ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 底版７０　径５６０ｍｍ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091360
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 底版 （Ｐ）　７０（Ｄ７５０） 径７５０ｍｍ×高７０ｍｍ ７２．７ｋ
ｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 底版７０　径７５０ｍｍ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091370 レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ アダプタセット ＶＵ１５０－ＩＮ －ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０ ＲＭＣ３０ アダプタ　ＶＵ１５０－ＩＮ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091380 レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ アダプタセット ＶＵ１５０－ＯＵＴ －ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０ ＲＭＣ３０ アダプタ　ＶＵ１５０－ＯＵＴ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091390 レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ アダプタセット ＶＵ２００－ＩＮ －ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０ ＲＭＣ３０ アダプタ　ＶＵ２００－ＩＮ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091400 レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ アダプタセット ＶＵ２００－ＯＵＴ －ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０ ＲＭＣ３０ アダプタ　ＶＵ２００－ＯＵＴ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091160
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０ 調整リング （Ｋ）５０標準 径３００ｍｍ×高５０ｍｍ １０．１ｋｇ
ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０ 調整リング　標準 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091410
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０（凍結防止型） 上部壁 （Ａ）２００Ｆ 径３００ｍｍ×高２００ｍｍ ３
０．０ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０（凍結防止型） 上部壁２００Ｆ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091420
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０（凍結防止型） 直壁 （Ｂ）１００Ｆ 径３００ｍｍ×高１００ｍｍ ６．
８ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０（凍結防止型） 直壁１００Ｆ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091430
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０（凍結防止型） 直壁 （Ｂ）１５０Ｆ 径３００ｍｍ×高１５０ｍｍ １
０．４ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０（凍結防止型） 直壁１５０Ｆ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091440
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０（凍結防止型） 直壁 （Ｂ）３００Ｆ 径３００ｍｍ×高３００ｍｍ ２
１．１ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０（凍結防止型） 直壁３００Ｆ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091450
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０（凍結防止型） 直壁 （Ｂ）４００Ｆ 径３００ｍｍ×高４００ｍｍ ２
８．３ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０（凍結防止型） 直壁４００Ｆ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091460
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０（凍結防止型） 直壁 （Ｂ）５００Ｆ 径３００ｍｍ×高５００ｍｍ ３
５．５ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０（凍結防止型） 直壁５００Ｆ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091470
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０（凍結防止型） 直壁 （Ｂ）６００Ｆ 径３００ｍｍ×高６００ｍｍ ４
２．７ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０（凍結防止型） 直壁６００Ｆ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

レジンコンクリート製マンホール 1319091480
レジンコンクリート製マンホール ＲＭＣ３０（凍結防止型） 直壁 （Ｂ）９００Ｆ 径３００ｍｍ×高９００ｍｍ ６
４．２ｋｇ ＪＳＷＡＳ　Ｋ－１０

ＲＭＣ３０（凍結防止型） 直壁９００Ｆ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 1319110010
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 調整リング ＳＨＢ３０－Ｒ１０ 径３００
ｍｍ×高１００ｍｍ ２６ｋｇ

下水道用鉄筋コン複合マンホール ＳＨＢ３０－Ｒ１０　調整リング 個 323 ○ ○ 1319 マンホール
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下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 1319110020
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 調整リング ＳＨＢ３０－Ｒ１５ 径３００
ｍｍ×高１５０ｍｍ ３７ｋｇ

下水道用鉄筋コン複合マンホール ＳＨＢ３０－Ｒ１５　調整リング 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 1319110030
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 斜壁 ＳＨＢ３０－Ｔ１５ 径３００ｍｍ×
高１５０ｍｍ ３１ｋｇ

下水道用鉄筋コン複合マンホール ＳＨＢ３０－Ｔ１５　斜壁 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 1319110040
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 斜壁 ＳＨＢ３０－Ｔ２０ 径３００ｍｍ×
高２００ｍｍ ４０ｋｇ

下水道用鉄筋コン複合マンホール ＳＨＢ３０－Ｔ２０　斜壁 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 1319110050
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 直壁 ＳＨＢ３０－Ｓ３０ 径３００ｍｍ×
高２９５ｍｍ ５３ｋｇ

下水道用鉄筋コン複合マンホール ＳＨＢ３０－Ｓ３０　直壁 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 1319110060
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 直壁 ＳＨＢ３０－Ｓ６０ 径３００ｍｍ×
高５９５ｍｍ １０５ｋｇ

下水道用鉄筋コン複合マンホール ＳＨＢ３０－Ｓ６０　直壁 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 1319110070
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 直壁 ＳＨＢ３０－Ｓ９０ 径３００ｍｍ×
高８９５ｍｍ １５９ｋｇ

下水道用鉄筋コン複合マンホール ＳＨＢ３０－Ｓ９０　直壁 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 1319110080
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 管取付壁 ＳＨＢ３０－Ｂ４０－１５０ 径
３００ｍｍ×高４２５ｍｍ ８５ｋｇ

下水道用鉄筋コン複合マンホール ＳＨＢ３０－Ｂ４０－１５０ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 1319110090
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 管取付壁 ＳＨＢ３０－Ｂ６０－１５０ 径
３００ｍｍ×高６２５ｍｍ １１９ｋｇ

下水道用鉄筋コン複合マンホール ＳＨＢ３０－Ｂ６０－１５０ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 1319110100
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 管取付壁 ＳＨＢ３０－Ｂ４０－２００ 径
３００ｍｍ×高４２５ｍｍ ８３ｋｇ

下水道用鉄筋コン複合マンホール ＳＨＢ３０－Ｂ４０－２００ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 1319110110
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 管取付壁 ＳＨＢ３０－Ｂ６０－２００ 径
３００ｍｍ×高６２５ｍｍ １１７ｋｇ

下水道用鉄筋コン複合マンホール ＳＨＢ３０－Ｂ６０－２００ 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール 1319110120
下水道用鉄筋コンクリート製複合マンホール スレンダハイブリッドホール 底版 ＳＨＢ３０－Ｐ 径６３０ｍｍ×高１
００ｍｍ ７６ｋｇ

下水道用鉄筋コン複合マンホール ＳＨＢ３０－Ｐ　底版 個 323 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 1319069602 鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 下水道用マンホールふた 有効径φ６００ｍｍ Ｔ－２５ 浮上防止，かぎ付 マンホール蓋　下水道用 径６００　Ｔ２５　浮上防止 組 324 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 1319069604 鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 下水道用マンホールふた 有効径φ６００ｍｍ Ｔ－１４ 浮上防止，かぎ付 マンホール蓋　下水道用 径６００　Ｔ１４　浮上防止 組 324 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 1319069606 鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 下水道用マンホールふた 有効径φ９００ｍｍ Ｔ－２５ 浮上防止，かぎ付 マンホール蓋　下水道用 径９００　Ｔ２５　浮上防止 組 324 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 1319069608 鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 下水道用マンホールふた 有効径φ９００ｍｍ Ｔ－１４ 浮上防止，かぎ付 マンホール蓋　下水道用 径９００　Ｔ１４　浮上防止 組 324 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 1319069610 鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 親子ふた 有効径φ９００ｍｍ，６００ｍｍ Ｔ－２５ 浮上防止，かぎ付 マンホール蓋　下水道用 親子蓋　径９００　６００Ｔ２５ 組 324 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 1319069612 鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 親子ふた 有効径φ９００ｍｍ，６００ｍｍ Ｔ－１４ 浮上防止，かぎ付 マンホール蓋　下水道用 親子蓋　径９００　６００Ｔ１４ 組 324 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 1319069614 鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 直接ふた 有効径φ３００ｍｍ Ｔ－２５ かぎ付 マンホール蓋　下水道用 直接ふた　径３００Ｔ２５かぎ付 組 324 ○ ○ 1319 マンホール
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鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 1319069616 鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 直接ふた 有効径φ３００ｍｍ Ｔ－１４ かぎ付 マンホール蓋　下水道用 直接ふた　径３００Ｔ１４かぎ付 組 324 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 1319069618 鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 安全対策付属品 転落防止はしご 転落防止装置 マンホール蓋　下水道用 安全対策付属品　転落防止はしご 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 1319069620 鋳鉄製マンホールふた（下水道用） 調整部材 マンホールふた専用無収縮モルタル ２５ｋｇ入 マンホール蓋　下水道用 調整部材　無収縮モルタル 袋 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070215 足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ Ｍ２５Ｓ－ＲＦ　現場打用 幅１５６×径（芯）φ１９ｍｍ 三山工業 ノーブレンロフティーステップ Ｍ２５Ｓ－ＲＦ　現場打用 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070225 足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ ３０ＳＷ－ＲＦ　現場打用 幅３０３×径（芯）φ１９ｍｍ 三山工業 ノーブレンロフティーステップ ３０ＳＷ－ＲＦ　現場打用 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070230
足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ ４０ＳＷφ２２－ＲＦ　現場打用 幅４０６×径（芯）φ２２ｍｍ 三山工
業

ノーブレンロフティーステップ ４０ＳＷ径２２－ＲＦ　現場打用 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070262 足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ Ｇ３０ＳＷ－ＲＦ　現場打用 幅３０３×径（芯）φ１９ｍｍ 三山工業 ノーブレンロフティーステップ Ｇ３０ＳＷ－ＲＦ　現場打用 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070264 足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ Ｇ４０ＳＷ－ＲＦ　現場打用 幅４００×径（芯）φ１９ｍｍ 三山工業 ノーブレンロフティーステップ Ｇ４０ＳＷ－ＲＦ　現場打用 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070266 足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ ＭＮ１７０Ｄ－ＲＦ　現場打用 幅３０２×径（芯）φ１９ｍｍ 三山工業 ノーブレンロフティーステップ ＭＮ１７０Ｄ－ＲＦ　現場打用 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070268 足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ ＭＮ１７５Ｄ－ＲＦ　現場打用 幅４０３×径（芯）φ１９ｍｍ 三山工業 ノーブレンロフティーステップ ＭＮ１７５Ｄ－ＲＦ　現場打用 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070270
足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ ＭＮ４２５ＤＣ－ＲＦ　現場打用 幅４０６×径（芯）φ２２ｍｍ 三山工
業

ノーブレンロフティーステップ ＭＮ４２５ＤＣ－ＲＦ　現場打用 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319071205 足掛け金物 バイオステップ ＴＷＡ３０－１７ＨＰ 幅３００×径（芯）φ１９ｍｍ 石田鉄工 足掛金物　バイオステップ ＴＷＡ３０－１７ＨＰ 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319071405 足掛け金物 ジェットトップステップ Ｐ－１０９３８ 幅３００×径（芯）φ１２．７ｍｍ オカグレート 足掛金物ジェットトップステップ Ｐ－１０９３８ 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319071410 足掛け金物 ジェットトップステップ Ｐ－１４９３８ 幅３８７×径（芯）φ１２．７ｍｍ オカグレート 足掛金物ジェットトップステップ Ｐ－１４９３８ 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070405 足掛け金物 足掛け金物（ＦＣＤ） Ｓ－Ｇ　現場打用 幅１５０×径（芯）φ２２ｍｍ 長島鋳物 足掛金物 Ｓ－Ｇ　現場打用 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070410 足掛け金物 足掛け金物（ＦＣＤ） ＳＢ－Ａ　両足用 幅４００×径（芯）φ２２ｍｍ 長島鋳物 足掛金物 ＳＢ－Ａ　両足用 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070415 足掛け金物 足掛け金物（ＦＣＤ） ＳＢ－Ｃ　両足用 幅３００×径（芯）φ２２ｍｍ 長島鋳物 足掛金物 ＳＢ－Ｃ　両足用 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319071605 足掛け金物 足掛け金物（ＳＵＳ） Ｓ１６－３０３０ 幅３００×径（芯）φ１６ｍｍ 福西鋳物 足掛金物 Ｓ１６－３０３０ 個 324 ○ ○ 1319 マンホール
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マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319071610 足掛け金物 足掛け金物（ＳＵＳ） Ｓ１９－３０３０ 幅３００×径（芯）φ１９ｍｍ 福西鋳物 足掛金物 Ｓ１９－３０３０ 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319071615 足掛け金物 足掛け金物（ＳＵＳ） Ｓ２２－３０３０ 幅３００×径（芯）φ２２ｍｍ 福西鋳物 足掛金物 Ｓ２２－３０３０ 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319071620 足掛け金物 足掛け金物（ＳＵＳ） Ｓ１６－４０３０ 幅４００×径（芯）φ１６ｍｍ 福西鋳物 足掛金物 Ｓ１６－４０３０ 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319071625 足掛け金物 足掛け金物（ＳＵＳ） Ｓ１９－４０３０ 幅４００×径（芯）φ１９ｍｍ 福西鋳物 足掛金物 Ｓ１９－４０３０ 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319071630 足掛け金物 足掛け金物（ＳＵＳ） Ｓ２２－４０３０ 幅４００×径（芯）φ２２ｍｍ 福西鋳物 足掛金物 Ｓ２２－４０３０ 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319071805 足掛け金物 アメニティステップ ＲＣ１５Ｌ－２５０ 幅１５３×径（芯）φ１９ｍｍ フレックスシステム 足掛金物　アメニティステップ ＲＣ１５Ｌ－２５０ 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319071812 足掛け金物 アメニティステップ ＲＣ３０Ｌ－２５０ 幅３００×径（芯）φ１９ｍｍ フレックスシステム 足掛金物　アメニティステップ ＲＣ３０Ｌ－２５０ 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319071815 足掛け金物 アメニティステップ ＲＣ４０Ｌ－３００ 幅４００×径（芯）φ２２ｍｍ フレックスシステム 足掛金物　アメニティステップ ＲＣ４０Ｌ－３００ 個 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070250 はしご式ステップ ＦＲＰ梯子 幅３００ｍｍ 三山工業 はしご式ステップ　ＦＲＰ梯子 Ｗ３００ｍｍ ｍ 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070255 はしご式ステップ ＦＲＰ梯子 幅４００ｍｍ 三山工業 はしご式ステップ　ＦＲＰ梯子 Ｗ４００ｍｍ ｍ 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070260 はしご式ステップ ＦＲＰ梯子 幅５００ｍｍ 三山工業 はしご式ステップ　ＦＲＰ梯子 Ｗ５００ｍｍ ｍ 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070620 はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 円形マンホール用 幅３００×長１，０００ｍｍ 日之出水道機器 はしご式ステップ円形マンホール Ｗ３００×Ｌ１０００ｍｍ 本 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070625 はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 円形マンホール用 幅３００×長１，３００ｍｍ 日之出水道機器 はしご式ステップ円形マンホール Ｗ３００×Ｌ１３００ｍｍ 本 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070630 はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 円形マンホール用 幅３００×長１，６００ｍｍ 日之出水道機器 はしご式ステップ円形マンホール Ｗ３００×Ｌ１６００ｍｍ 本 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070635 はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 円形マンホール用 幅３００×長１，９００ｍｍ 日之出水道機器 はしご式ステップ円形マンホール Ｗ３００×Ｌ１９００ｍｍ 本 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070640 はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 円形マンホール用 幅３００×長２，２００ｍｍ 日之出水道機器 はしご式ステップ円形マンホール Ｗ３００×Ｌ２２００ｍｍ 本 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070645 はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 円形マンホール用 幅３００×長２，５００ｍｍ 日之出水道機器 はしご式ステップ円形マンホール Ｗ３００×Ｌ２５００ｍｍ 本 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070650 はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 円形マンホール用 幅３００×長２，８００ｍｍ 日之出水道機器 はしご式ステップ円形マンホール Ｗ３００×Ｌ２８００ｍｍ 本 324 ○ ○ 1319 マンホール
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マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070655 はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 矩形マンホール用 幅３００×長１，０００ｍｍ 日之出水道機器 はしご式ステップ矩形マンホール Ｗ３００×Ｌ１０００ｍｍ 本 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070660 はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 矩形マンホール用 幅３００×長１，３００ｍｍ 日之出水道機器 はしご式ステップ矩形マンホール Ｗ３００×Ｌ１３００ｍｍ 本 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070665 はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 矩形マンホール用 幅３００×長１，９００ｍｍ 日之出水道機器 はしご式ステップ矩形マンホール Ｗ３００×Ｌ１９００ｍｍ 本 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070670 はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 矩形マンホール用 幅３００×長２，２００ｍｍ 日之出水道機器 はしご式ステップ矩形マンホール Ｗ３００×Ｌ２２００ｍｍ 本 324 ○ ○ 1319 マンホール

マンホール用足掛け金物―ブランド品― 1319070675 はしご式ステップ ラダーステップ（ＰＰ） 矩形マンホール用 幅３００×長２，８００ｍｍ 日之出水道機器 はしご式ステップ矩形マンホール Ｗ３００×Ｌ２８００ｍｍ 本 324 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068002
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＤ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５０００Ｋ 有効径
３００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＤ　径３００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068004
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＤ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５０００Ｋ 有効径
３５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＤ　径３５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068006
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＤ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５０００Ｋ 有効径
４００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＤ　径４００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068008
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＤ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５０００Ｋ 有効径
４５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＤ　径４５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068010
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＤ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５０００Ｋ 有効径
５００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＤ　径５００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068012
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＤ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５０００Ｋ 有効径
６００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＤ　径６００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068014
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＤ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５０００Ｋ 有効径
７５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＤ　径７５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068016
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＤ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５０００Ｋ 有効径
９００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＤ　径９００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068018
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＡ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　１５００Ｋ 有効径
３００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＡ　径３００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068020
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＡ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　１５００Ｋ 有効径
３５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＡ　径３５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068022
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＡ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　１５００Ｋ 有効径
４００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＡ　径４００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068024
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＡ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　１５００Ｋ 有効径
４５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＡ　径４５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068026
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＡ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　１５００Ｋ 有効径
５００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＡ　径５００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール
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鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068028
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＡ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　１５００Ｋ 有効径
６００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＡ　径６００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068030
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＡ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　１５００Ｋ 有効径
７５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＡ　径７５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068032
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＡ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　１５００Ｋ 有効径
９００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＡ　径９００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068034
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＢ 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５００Ｋ 有効径　３
００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＢ　径３００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068036
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＢ 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５００Ｋ 有効径　３
５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＢ　径３５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068038
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＢ 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５００Ｋ 有効径　４
００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＢ　径４００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068040
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＢ 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５００Ｋ 有効径　４
５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＢ　径４５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068042
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＢ 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５００Ｋ 有効径　５
００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＢ　径５００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068044
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 水封型 ＭＨＢ 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５００Ｋ 有効径　６
００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＢ　径６００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068202
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＤ－Ｐ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　５０００Ｋ 有効径　３００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＤ－Ｐ　径３００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068204
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＤ－Ｐ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　５０００Ｋ 有効径　３５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＤ－Ｐ　径３５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068206
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＤ－Ｐ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　５０００Ｋ 有効径　４００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＤ－Ｐ　径４００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068208
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＤ－Ｐ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　５０００Ｋ 有効径　４５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＤ－Ｐ　径４５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068210
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＤ－Ｐ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　５０００Ｋ 有効径　５００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＤ－Ｐ　径５００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068212
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＤ－Ｐ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　５０００Ｋ 有効径　６００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＤ－Ｐ　径６００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068214
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＤ－Ｐ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　５０００Ｋ 有効径　７５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＤ－Ｐ　径７５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068216
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＤ－Ｐ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　５０００Ｋ 有効径　９００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＤ－Ｐ　径９００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068218
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＡ－Ｐ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　１５００Ｋ 有効径　３００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＡ－Ｐ　径３００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール
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鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068220
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＡ－Ｐ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　１５００Ｋ 有効径　３５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＡ－Ｐ　径３５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068222
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＡ－Ｐ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　１５００Ｋ 有効径　４００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＡ－Ｐ　径４００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068224
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＡ－Ｐ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　１５００Ｋ 有効径　４５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＡ－Ｐ　径４５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068226
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＡ－Ｐ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　１５００Ｋ 有効径　５００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＡ－Ｐ　径５００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068228
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＡ－Ｐ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　１５００Ｋ 有効径　６００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＡ－Ｐ　径６００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068230
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＡ－Ｐ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　１５００Ｋ 有効径　７５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＡ－Ｐ　径７５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068232
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＡ－Ｐ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　１５００Ｋ 有効径　９００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＡ－Ｐ　径９００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068234
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＢ－Ｐ 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規
格　５００Ｋ 有効径　３００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠
品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＢ－Ｐ　径３００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068236
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＢ－Ｐ 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規
格　５００Ｋ 有効径　３５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠
品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＢ－Ｐ　径３５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068238
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＢ－Ｐ 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規
格　５００Ｋ 有効径　４００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠
品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＢ－Ｐ　径４００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068240
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＢ－Ｐ 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規
格　５００Ｋ 有効径　４５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠
品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＢ－Ｐ　径４５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068242
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＢ－Ｐ 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規
格　５００Ｋ 有効径　５００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠
品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＢ－Ｐ　径５００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068244
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＨＢ－Ｐ 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規
格　５００Ｋ 有効径　６００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠
品

マンホール蓋　建築設備用 ＭＨＢ－Ｐ　径６００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068402
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ｄ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳ
Ｅ－Ｓ規格　５０００Ｋ 有効径　４５０ｍｍ 受枠　丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－
Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＷＰＭ－Ｄ　径４５０　丸 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068404
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ｄ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳ
Ｅ－Ｓ規格　５０００Ｋ 有効径　５００ｍｍ 受枠　丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－
Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＷＰＭ－Ｄ　径５００　丸 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068406
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ｄ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳ
Ｅ－Ｓ規格　５０００Ｋ 有効径　６００ｍｍ 受枠　丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－
Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＷＰＭ－Ｄ　径６００　丸 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068408
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ｄ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳ
Ｅ－Ｓ規格　５０００Ｋ 有効径　７００ｍｍ 受枠　丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－
Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＷＰＭ－Ｄ　径７００　丸 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068410
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ａ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳ
Ｅ－Ｓ規格　１５００Ｋ 有効径　４５０ｍｍ 受枠　丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－
Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＷＰＭ－Ａ　径４５０　丸 組 326 ○ ○ 1319 マンホール
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鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068412
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ａ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳ
Ｅ－Ｓ規格　１５００Ｋ 有効径　５００ｍｍ 受枠　丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－
Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＷＰＭ－Ａ　径５００　丸 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068414
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ａ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳ
Ｅ－Ｓ規格　１５００Ｋ 有効径　６００ｍｍ 受枠　丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－
Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＷＰＭ－Ａ　径６００　丸 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068416
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ａ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳ
Ｅ－Ｓ規格　１５００Ｋ 有効径　７００ｍｍ 受枠　丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－
Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＷＰＭ－Ａ　径７００　丸 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068418
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ｂ 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ
－Ｓ規格　５００Ｋ 有効径　４５０ｍｍ 受枠　丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規
格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＷＰＭ－Ｂ　径４５０　丸 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068420
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ｂ 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ
－Ｓ規格　５００Ｋ 有効径　５００ｍｍ 受枠　丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規
格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＷＰＭ－Ｂ　径５００　丸 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068422
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－Ｂ 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ
－Ｓ規格　５００Ｋ 有効径　６００ｍｍ 受枠　丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規
格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＷＰＭ－Ｂ　径６００　丸 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068502
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（ボルト・パッキン式） 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５０
０Ｋ 有効径　４５０ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ボルト・パッキン式　径４５０角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068504
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（ボルト・パッキン式） 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５０
０Ｋ 有効径　５００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ボルト・パッキン式　径５００角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068506
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 密閉型（ボルト・パッキン式） 安全荷重　５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５０
０Ｋ 有効径　６００ｍｍ 受枠　角 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ボルト・パッキン式　径６００角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068602
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 中ふた付密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－ＤＷ 安全荷重　５０ｋＮ
ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５０００Ｋ 有効径　７００ｍｍ 受枠　丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨ
ＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＷＰＭ－ＤＷ　径７００　丸 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068604
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 中ふた付密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－ＤＷ 安全荷重　５０ｋＮ
ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　５０００Ｋ 有効径　８００ｍｍ 受枠　丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨ
ＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＷＰＭ－ＤＷ　径８００　丸 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068606
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 中ふた付密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－ＡＷ 安全荷重　１５ｋＮ
ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　１５００Ｋ 有効径　７００ｍｍ 受枠　丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨ
ＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＷＰＭ－ＡＷ　径７００　丸 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 1319068608
鋳鉄製マンホールふた（建築・設備用） 中ふた付密閉型（テーパー・パッキン式） ＷＰＭ－ＡＷ 安全荷重　１５ｋＮ
ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格　１５００Ｋ 有効径　８００ｍｍ 受枠　丸 国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）及びＳＨ
ＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　建築設備用 ＷＰＭ－ＡＷ　径８００　丸 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 1319069002
鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＪＩ－ＰＤ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
５０００Ｋ 有効径　４５０ｍｍ 受枠　角 土木（インターロッキング）用国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）
及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　化粧用簡易密閉型 ＭＪＩ－ＰＤ　径４５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 1319069004
鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＪＩ－ＰＤ 安全荷重　５０ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
５０００Ｋ 有効径　６００ｍｍ 受枠　角 土木（インターロッキング）用国土交通省機械設備工事標準図（営繕規格）
及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　化粧用簡易密閉型 ＭＪＩ－ＰＤ　径６００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 1319069202
鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＪＴ－ＰＡ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
１５００Ｋ 有効径　４５０ｍｍ 受枠　角 敷地内（床化粧・カラー舗装）用国土交通省機械設備工事標準図（営繕規
格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　化粧用簡易密閉型 ＭＪＴ－ＰＡ　径４５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 1319069204
鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 簡易密閉型（パッキン式） ＭＪＴ－ＰＡ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格
１５００Ｋ 有効径　６００ｍｍ 受枠　角 敷地内（床化粧・カラー舗装）用国土交通省機械設備工事標準図（営繕規
格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　化粧用簡易密閉型 ＭＪＴ－ＰＡ　径６００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 1319069402
鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 密閉型（ボルト・パッキン式） ＭＪＴ－ＨＡ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　１５００Ｋ 有効径　４５０ｍｍ 受枠　角 敷地内（床化粧・カラー舗装）用国土交通省機械設備工事標準図（営
繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　化粧用　密閉型 ＭＪＴ－ＨＡ　径４５０　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール
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鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 1319069404
鋳鉄製マンホールふた（化粧用） 密閉型（ボルト・パッキン式） ＭＪＴ－ＨＡ 安全荷重　１５ｋＮ ＳＨＡＳＥ－Ｓ
規格　１５００Ｋ 有効径　６００ｍｍ 受枠　角 敷地内（床化粧・カラー舗装）用国土交通省機械設備工事標準図（営
繕規格）及びＳＨＡＳＥ－Ｓ規格準拠品

マンホール蓋　化粧用　密閉型 ＭＪＴ－ＨＡ　径６００　角 組 326 ○ ○ 1319 マンホール

鉄筋コンクリートフリューム 1603010010
鉄筋コンクリートフリューム ２００ 幅２１０ｍｍ 深２００ｍｍ 長３，９９５ｍｍ １５７ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

コンクリートフリューム　２００ Ｗ２１０×Ｄ２００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010020
鉄筋コンクリートフリューム ２５０ 幅２６０ｍｍ 深２４０ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ２０２ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

コンクリートフリューム　２５０ Ｗ２６０×Ｄ２４０ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010030
鉄筋コンクリートフリューム ３００ 幅３１０ｍｍ 深２７５ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ２５０ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

コンクリートフリューム　３００ Ｗ３１０×Ｄ２７５ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010040
鉄筋コンクリートフリューム ３５０ 幅３６０ｍｍ 深３１５ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ３１２ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

コンクリートフリューム　３５０ Ｗ３６０×Ｄ３１５ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010050
鉄筋コンクリートフリューム ４００ 幅４２５ｍｍ 深３５０ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ３７０ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

コンクリートフリューム　４００ Ｗ４２５×Ｄ３５０ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010060
鉄筋コンクリートフリューム ４５０ 幅４８０ｍｍ 深３９０ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ５０９ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

コンクリートフリューム　４５０ Ｗ４８０×Ｄ３９０ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010070
鉄筋コンクリートフリューム ５００ 幅５３０ｍｍ 深４２５ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ６４６ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

コンクリートフリューム　５００ Ｗ５３０×Ｄ４２５ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010080
鉄筋コンクリートフリューム ５６０ 幅６００ｍｍ 深４８０ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ８１４ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

コンクリートフリューム　５６０ Ｗ６００×Ｄ４８０ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010090
鉄筋コンクリートフリューム ６００ 幅６４０ｍｍ 深５００ｍｍ 長２，９９５ｍｍ ６７４ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

コンクリートフリューム　６００ Ｗ６４０×Ｄ５００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010100
鉄筋コンクリートフリューム ７００ 幅７４５ｍｍ 深５７５ｍｍ 長２，９９５ｍｍ ９１２ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ　５
３７２

コンクリートフリューム　７００ Ｗ７４５×Ｄ５７５ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010110
鉄筋コンクリートフリューム ８００ 幅８４５ｍｍ 深６５０ｍｍ 長２，９９５ｍｍ １１９０ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ
５３７２

コンクリートフリューム　８００ Ｗ８４５×Ｄ６５０ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010430
鉄筋コンクリートフリューム ２００ 幅２１０ｍｍ 深２００ｍｍ 長３，９９５ｍｍ １５７ｋｇ／個 受台付タイプ Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２

コンクリートフリューム　２００ Ｗ２１０×Ｄ２００ｍｍ　受台付 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010440
鉄筋コンクリートフリューム ２５０ 幅２６０ｍｍ 深２４０ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ２０２ｋｇ／個 受台付タイプ Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２

コンクリートフリューム　２５０ Ｗ２６０×Ｄ２４０ｍｍ　受台付 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010450
鉄筋コンクリートフリューム ３００ 幅３１０ｍｍ 深２７５ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ２５０ｋｇ／個 受台付タイプ Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２

コンクリートフリューム　３００ Ｗ３１０×Ｄ２７５ｍｍ　受台付 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010460
鉄筋コンクリートフリューム ３５０ 幅３６０ｍｍ 深３１５ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ３１２ｋｇ／個 受台付タイプ Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２

コンクリートフリューム　３５０ Ｗ３６０×Ｄ３１５ｍｍ　受台付 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010470
鉄筋コンクリートフリューム ４００ 幅４２５ｍｍ 深３５０ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ３７０ｋｇ／個 受台付タイプ Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２

コンクリートフリューム　４００ Ｗ４２５×Ｄ３５０ｍｍ　受台付 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010480
鉄筋コンクリートフリューム ４５０ 幅４８０ｍｍ 深３９０ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ５０９ｋｇ／個 受台付タイプ Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２

コンクリートフリューム　４５０ Ｗ４８０×Ｄ３９０ｍｍ　受台付 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路
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鉄筋コンクリートフリューム 1603010490
鉄筋コンクリートフリューム ５００ 幅５３０ｍｍ 深４２５ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ６４６ｋｇ／個 受台付タイプ Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２

コンクリートフリューム　５００ Ｗ５３０×Ｄ４２５ｍｍ　受台付 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010500
鉄筋コンクリートフリューム ５６０ 幅６００ｍｍ 深４８０ｍｍ 長３，９９５ｍｍ ８１４ｋｇ／個 受台付タイプ Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２

コンクリートフリューム　５６０ Ｗ６００×Ｄ４８０ｍｍ　受台付 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010510
鉄筋コンクリートフリューム ６００ 幅６４０ｍｍ 深５００ｍｍ 長２，９９５ｍｍ ６７４ｋｇ／個 受台付タイプ Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２

コンクリートフリューム　６００ Ｗ６４０×Ｄ５００ｍｍ　受台付 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010520
鉄筋コンクリートフリューム ７００ 幅７４５ｍｍ 深５７５ｍｍ 長２，９９５ｍｍ ９１２ｋｇ／個 受台付タイプ Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２

コンクリートフリューム　７００ Ｗ７４５×Ｄ５７５ｍｍ　受台付 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリューム 1603010530
鉄筋コンクリートフリューム ８００ 幅８４５ｍｍ 深６５０ｍｍ 長２，９９５ｍｍ １１９０ｋｇ／個 受台付タイプ
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

コンクリートフリューム　８００ Ｗ８４５×Ｄ６５０ｍｍ　受台付 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032010
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ２００ 幅２００ｍｍ 深１５０ｍｍ 長１，０００ｍｍ ４５ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ２００×１５０×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032020
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ２５０ 幅２５０ｍｍ 深１７５ｍｍ 長１，０００ｍｍ ５３ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ２５０×１７５×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032030
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ３００ 幅３００ｍｍ 深２００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ６８ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ３００×２００×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032040
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ３５０ 幅３５０ｍｍ 深２３５ｍｍ 長１，０００ｍｍ ９０ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ３５０×２３５×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032050
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ４００ 幅４００ｍｍ 深２６０ｍｍ 長１，０００ｍｍ １１４ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ４００×２６０×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032060
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ４５０ 幅４５０ｍｍ 深２９５ｍｍ 長１，０００ｍｍ １２７ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ４５０×２９５×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032070
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ５００ 幅５００ｍｍ 深３２０ｍｍ 長１，０００ｍｍ １５４ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ５００×３２０×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032080
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ５５０ 幅５５０ｍｍ 深３５５ｍｍ 長１，０００ｍｍ １７６ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ５５０×３５５×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032090
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ６００ 幅６００ｍｍ 深３８０ｍｍ 長１，０００ｍｍ １８９ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ６００×３８０×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032100
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ６５０ 幅６５０ｍｍ 深４１５ｍｍ 長１，０００ｍｍ ２１９ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ６５０×４１５×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032110
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ７００ 幅７００ｍｍ 深４４０ｍｍ 長１，０００ｍｍ ２５４ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ７００×４４０×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032120
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ８００ 幅８００ｍｍ 深４９０ｍｍ 長１，０００ｍｍ ２９９ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ８００×４９０×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032130
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ９００ 幅９００ｍｍ 深５５０ｍｍ 長１，０００ｍｍ ３７９ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ９００×５５０×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路
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鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032140
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 １０００ 幅１，０００ｍｍ 深６００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ４３５ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 １０００×６００×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032150
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ２００ 幅２００ｍｍ 深１５０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ９０ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ２００×１５０×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032160
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ２５０ 幅２５０ｍｍ 深１７５ｍｍ 長２，０００ｍｍ １０６ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ２５０×１７５×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032170
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ３００ 幅３００ｍｍ 深２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １３６ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ３００×２００×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032180
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ３５０ 幅３５０ｍｍ 深２３５ｍｍ 長２，０００ｍｍ １８０ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ３５０×２３５×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032190
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ４００ 幅４００ｍｍ 深２６０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２２７ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ４００×２６０×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032200
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ４５０ 幅４５０ｍｍ 深２９５ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２５３ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ４５０×２９５×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032210
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ５００ 幅５００ｍｍ 深３２０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３０８ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ５００×３２０×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032220
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ５５０ 幅５５０ｍｍ 深３５５ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３５２ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ５５０×３５５×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032230
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ６００ 幅６００ｍｍ 深３８０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３７８ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ６００×３８０×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032240
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ６５０ 幅６５０ｍｍ 深４１５ｍｍ 長２，０００ｍｍ ４３８ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ６５０×４１５×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032250
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ７００ 幅７００ｍｍ 深４４０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５０８ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ７００×４４０×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032260
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ８００ 幅８００ｍｍ 深４９０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５９８ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ８００×４９０×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032270
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 ９００ 幅９００ｍｍ 深５５０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ７５８ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 ９００×５５０×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603032280
鉄筋コンクリートベンチフリューム１種 １０００ 幅１，０００ｍｍ 深６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ８７０ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム１種 １０００×６００×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034010
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ２００ 幅２００ｍｍ 深１５０ｍｍ 長１，０００ｍｍ ５３ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ２００×１５０×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034020
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ２５０ 幅２５０ｍｍ 深１７５ｍｍ 長１，０００ｍｍ ６１ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ２５０×１７５×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034030
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ３００ 幅３００ｍｍ 深２００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ７７ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ３００×２００×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路
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鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034040
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ３５０ 幅３５０ｍｍ 深２３５ｍｍ 長１，０００ｍｍ １０３ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ３５０×２３５×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034050
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ４００ 幅４００ｍｍ 深２６０ｍｍ 長１，０００ｍｍ １３０ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ４００×２６０×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034060
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ４５０ 幅４５０ｍｍ 深２９５ｍｍ 長１，０００ｍｍ １４４ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ４５０×２９５×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034070
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ５００ 幅５００ｍｍ 深３２０ｍｍ 長１，０００ｍｍ １７６ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ５００×３２０×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034080
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ５５０ 幅５５０ｍｍ 深３５５ｍｍ 長１，０００ｍｍ １９１ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ５５０×３５５×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034090
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ６００ 幅６００ｍｍ 深３８０ｍｍ 長１，０００ｍｍ ２０７ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ６００×３８０×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034100
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ６５０ 幅６５０ｍｍ 深４１５ｍｍ 長１，０００ｍｍ ２３８ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ６５０×４１５×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034110
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ７００ 幅７００ｍｍ 深４４０ｍｍ 長１，０００ｍｍ ２７６ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ７００×４４０×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034120
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ８００ 幅８００ｍｍ 深４９０ｍｍ 長１，０００ｍｍ ３２５ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ８００×４９０×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034130
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ９００ 幅９００ｍｍ 深５５０ｍｍ 長１，０００ｍｍ ４１６ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ９００×５５０×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034140
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 １０００ 幅１，０００ｍｍ 深６００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ４６６ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 １０００×６００×１０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034150
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ２００ 幅２００ｍｍ 深１５０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ９９ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ２００×１５０×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034160
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ２５０ 幅２５０ｍｍ 深１７５ｍｍ 長２，０００ｍｍ １１５ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ２５０×１７５×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034170
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ３００ 幅３００ｍｍ 深２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １４６ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ３００×２００×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034180
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ３５０ 幅３５０ｍｍ 深２３５ｍｍ 長２，０００ｍｍ １９３ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ３５０×２３５×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034190
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ４００ 幅４００ｍｍ 深２６０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２４４ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ４００×２６０×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034200
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ４５０ 幅４５０ｍｍ 深２９５ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２７１ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ４５０×２９５×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034210
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ５００ 幅５００ｍｍ 深３２０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３２５ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ５００×３２０×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路
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鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034220
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ５５０ 幅５５０ｍｍ 深３５５ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３６２ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ５５０×３５５×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034230
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ６００ 幅６００ｍｍ 深３８０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３９９ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ６００×３８０×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034240
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ６５０ 幅６５０ｍｍ 深４１５ｍｍ 長２，０００ｍｍ ４６７ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ６５０×４１５×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034250
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ７００ 幅７００ｍｍ 深４４０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５３５ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ７００×４４０×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034260
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ８００ 幅８００ｍｍ 深４９０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ６２４ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ８００×４９０×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034270
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ９００ 幅９００ｍｍ 深５５０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ７８５ｋｇ／個 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 ９００×５５０×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603034280
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 １０００ 幅１，０００ｍｍ 深６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ９０３ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

ベンチフリューム２種 １０００×６００×２０００ｍｍ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603033010 長尺ベンチフリューム（Ⅰ型） ３００ 幅３００ｍｍ 高２００ｍｍ 長５，０００ｍｍ ３５０ｋｇ／個 長尺ベンチフリューム　１型 ３００×２００×５０００ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603033020 長尺ベンチフリューム（Ⅰ型） ４００ 幅４００ｍｍ 高２６０ｍｍ 長５，０００ｍｍ ５８０ｋｇ／個 長尺ベンチフリューム　１型 ４００×２６０×５０００ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603033030 長尺ベンチフリューム（Ⅰ型） ５００ 幅５００ｍｍ 高３２０ｍｍ 長５，０００ｍｍ ７８０ｋｇ／個 長尺ベンチフリューム　１型 ５００×３２０×５０００ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603033040 長尺ベンチフリューム（Ⅰ型） ６００ 幅６００ｍｍ 高３８０ｍｍ 長５，０００ｍｍ ９５０ｋｇ／個 長尺ベンチフリューム　１型 ６００×３８０×５０００ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603033050 長尺ベンチフリューム（Ⅰ型） ８００ 幅８００ｍｍ 高４９０ｍｍ 長５，０００ｍｍ １，５００ｋｇ／個 長尺ベンチフリューム　１型 ８００×４９０×５０００ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603033060 長尺ベンチフリューム（Ⅰ型） １０００ 幅１，０００ｍｍ 高６００ｍｍ 長５，０００ｍｍ ２，１８０ｋｇ／個 長尺ベンチフリューム　１型 １０００×６００×５０００ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603035010 長尺ベンチフリューム（Ⅱ型） ３００ 幅３００ｍｍ 高３００ｍｍ 長５，０００ｍｍ ４８０ｋｇ／個 長尺ベンチフリューム　２型 ３００×３００×５０００ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603035020 長尺ベンチフリューム（Ⅱ型） ４００ 幅４００ｍｍ 高４００ｍｍ 長５，０００ｍｍ ７００ｋｇ／個 長尺ベンチフリューム　２型 ４００×４００×５０００ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603035030 長尺ベンチフリューム（Ⅱ型） ５００ 幅５００ｍｍ 高５００ｍｍ 長５，０００ｍｍ １，０５０ｋｇ／個 長尺ベンチフリューム　２型 ５００×５００×５０００ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603035040 長尺ベンチフリューム（Ⅱ型） ６００ 幅６００ｍｍ 高６００ｍｍ 長５，０００ｍｍ １，４３０ｋｇ／個 長尺ベンチフリューム　２型 ６００×６００×５０００ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603035050 長尺ベンチフリューム（Ⅱ型） ８００ 幅８００ｍｍ 高８００ｍｍ 長５，０００ｍｍ ２，４００ｋｇ／個 長尺ベンチフリューム　２型 ８００×８００×５０００ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路
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鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603035060 長尺ベンチフリューム（Ⅱ型） １０００ 幅１，０００ｍｍ 高１，０００ｍｍ 長５，０００ｍｍ ３，７８０ｋｇ／個 長尺ベンチフリューム　２型 １０００×１０００×５０００ 個 328 ○ ○ 1603 コンクリート水路

排水用フリューム 1603040202 排水用フリューム 深４００ｍｍ 幅４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２９２ｋｇ／個 排水用フリューム ４００×４００×２０００ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

排水用フリューム 1603040204 排水用フリューム 深５００ｍｍ 幅４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３５７ｋｇ／個 排水用フリューム ５００×４００×２０００ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

排水用フリューム 1603040206 排水用フリューム 深５００ｍｍ 幅５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３８３ｋｇ／個 排水用フリューム ５００×５００×２０００ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

排水用フリューム 1603040208 排水用フリューム 深６００ｍｍ 幅５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ４７４ｋｇ／個 排水用フリューム ６００×５００×２０００ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

排水用フリューム 1603040210 排水用フリューム 深６００ｍｍ 幅６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５０２ｋｇ／個 排水用フリューム ６００×６００×２０００ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603050848
鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 １０００ 高１，０００ｍｍ 底５４０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定
品 ８３０ｋｇ／個

鉄筋水路用Ｌ形１種　１０００ １０００×５４０×２０００ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603050850
鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 １２００ 高１，２００ｍｍ 底５６０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定
品 １，０８０ｋｇ／個

鉄筋水路用Ｌ形１種　１２００ １２００×５６０×２０００ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603050852
鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 １４００ 高１，４００ｍｍ 底６５５ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定
品 １，３９０ｋｇ／個

鉄筋水路用Ｌ形１種　１４００ １４００×６５５×２０００ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603050854
鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 １６００ 高１，６００ｍｍ 底９８０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定
品 ２，０３０ｋｇ／個

鉄筋水路用Ｌ形１種　１６００ １６００×９８０×２０００ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603050856
鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 １８００ 高１，８００ｍｍ 底１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会
認定品 ２，４２０ｋｇ／個

鉄筋水路用Ｌ形１種　１８００ １８００×１０００×２０００ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603050858
鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 ２０００ 高２，０００ｍｍ 底１，２４０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会
認定品 ３，３９０ｋｇ／個

鉄筋水路用Ｌ形１種　２０００ ２０００×１２４０×２０００ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603050860
鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 ２２００ 高２，２００ｍｍ 底１，２６０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会
認定品 ３，９３０ｋｇ／個

鉄筋水路用Ｌ形１種　２２００ ２２００×１２６０×２０００ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603050862
鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 ２４００ 高２，４００ｍｍ 底１，２８０ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会
認定品 ４，２４０ｋｇ／個

鉄筋水路用Ｌ形１種　２４００ ２４００×１２８０×２０００ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603050864
鉄筋コンクリート水路用Ｌ形１種 ２６００ 高２，６００ｍｍ 底１，３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会
認定品 ４，８５０ｋｇ／個

鉄筋水路用Ｌ形１種　２６００ ２６００×１３００×２０００ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603010330
鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高８００ｍｍ 底１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 型
番０８１０ １，１８０ｋｇ／個

鉄筋コンクリ大型フリューム１種 Ｈ８００×底１０００ｍｍ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603010340
鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高９００ｍｍ 底１，３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定品 型
番０９１３ １，５２０ｋｇ／個

鉄筋コンクリ大型フリューム１種 Ｈ９００×底１３００ｍｍ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603010350
鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高１，０００ｍｍ 底１，４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定
品 型番１０１４ １，８００ｋｇ／個

鉄筋コンクリ大型フリューム１種 Ｈ１０００×底１４００ｍｍ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路
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水路（農業土木事業協会認定品） 1603010360
鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高１，２００ｍｍ 底１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定
品 型番１２１５ ２，３００ｋｇ／個

鉄筋コンクリ大型フリューム１種 Ｈ１２００×底１５００ｍｍ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603010370
鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高１，３００ｍｍ 底１，６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定
品 型番１３１６ ２，６９０ｋｇ／個

鉄筋コンクリ大型フリューム１種 Ｈ１３００×底１６００ｍｍ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603010380
鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高１，４００ｍｍ 底１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定
品 型番１４１８ ３，２４０ｋｇ／個

鉄筋コンクリ大型フリューム１種 Ｈ１４００×底１８００ｍｍ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603010390
鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高１，５００ｍｍ 底２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定
品 型番１５２０ ３，８００ｋｇ／個

鉄筋コンクリ大型フリューム１種 Ｈ１５００×底２０００ｍｍ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603010400
鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高１，６００ｍｍ 底２，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定
品 型番１６２２ ４，３２０ｋｇ／個

鉄筋コンクリ大型フリューム１種 Ｈ１６００×底２２００ｍｍ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603010410
鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高１，８００ｍｍ 底２，６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定
品 型番１８２６ ５，２６０ｋｇ／個

鉄筋コンクリ大型フリューム１種 Ｈ１８００×底２６００ｍｍ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

水路（農業土木事業協会認定品） 1603010420
鉄筋コンクリート大型フリューム１種 高２，０００ｍｍ 底３，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 農業土木事業協会認定
品 型番２０３０ ６，１９０ｋｇ／個

鉄筋コンクリ大型フリューム１種 Ｈ２０００×底３０００ｍｍ 個 329 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041402 ＢＩＧ－Ｕ水路 ８００ 高８００ｍｍ 幅６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，１２３ｋｇ／個 日東 ＢＩＧ－Ｕ水路　８００ ８００×６００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041404 ＢＩＧ－Ｕ水路 ８００ 高８００ｍｍ 幅８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，２１０ｋｇ／個 日東 ＢＩＧ－Ｕ水路　８００ ８００×８００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041406 ＢＩＧ－Ｕ水路 ８００ 高８００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，２９７ｋｇ／個 日東 ＢＩＧ－Ｕ水路　８００ ８００×１０００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041408 ＢＩＧ－Ｕ水路 １，０００ 高１，０００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，６０４ｋｇ／個 日東 ＢＩＧ－Ｕ水路　１０００ １０００×１０００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041410 ＢＩＧ－Ｕ水路 １，０００ 高１，０００ｍｍ 幅１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，７０７ｋｇ／個 日東 ＢＩＧ－Ｕ水路　１０００ １０００×１２００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041412 ＢＩＧ－Ｕ水路 １，０００ 高１，０００ｍｍ 幅１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，８５７ｋｇ／個 日東 ＢＩＧ－Ｕ水路　１０００ １０００×１５００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041414 ＢＩＧ－Ｕ水路 ２，０００ 高２，０００ｍｍ 幅１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ４，８８９ｋｇ／個 日東 ＢＩＧ－Ｕ水路　２０００ ２０００×１５００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041416 ＢＩＧ－Ｕ水路 ２，０００ 高２，０００ｍｍ 幅１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５，１８２ｋｇ／個 日東 ＢＩＧ－Ｕ水路　２０００ ２０００×１８００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041418 ＢＩＧ－Ｕ水路 ２，０００ 高２，０００ｍｍ 幅２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５，３７３ｋｇ／個 日東 ＢＩＧ－Ｕ水路　２０００ ２０００×２０００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603042202 ＮＳフリューム 高８００ｍｍ 幅８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ９３０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 ＮＳフリューム ８００×８００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603042204 ＮＳフリューム 高９００ｍｍ 幅９００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，０８０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 ＮＳフリューム ９００×９００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路
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各種水路―ブランド品― 1603042206 ＮＳフリューム 高１，０００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，２５０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 ＮＳフリューム １０００×１０００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603042208 ＮＳフリューム 高１，１００ｍｍ 幅１，１００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，４２０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 ＮＳフリューム １１００×１１００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603042210 ＮＳフリューム 高１，２００ｍｍ 幅１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，６１０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 ＮＳフリューム １２００×１２００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603042212 ＮＳフリューム 高１，３００ｍｍ 幅１，６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，０００ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 ＮＳフリューム １３００×１６００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603042214 ＮＳフリューム 高１，５００ｍｍ 幅２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，６７０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 ＮＳフリューム １５００×２０００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051838 Ｌ形水路 ８００ 高８００ｍｍ 底５５０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ６３０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 Ｌ形水路　８００ ８００×５５０×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051818 Ｌ形水路 １，０００ 高１，０００ｍｍ 底６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ８４０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 Ｌ形水路　１０００ １０００×６００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051820 Ｌ形水路 １，３００ 高１，３００ｍｍ 底６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ９８０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 Ｌ形水路　１３００ １３００×６００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051840 Ｌ形水路 １，５００ 高１，５００ｍｍ 底８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，３７０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 Ｌ形水路　１５００ １５００×８００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051842 Ｌ形水路 １，８００ 高１，８００ｍｍ 底８０４ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，７１０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 Ｌ形水路　１８００ １８００×８０４×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051844 Ｌ形水路 ２，０００ 高２，０００ｍｍ 底８５７ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，０２０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 Ｌ形水路　２０００ ２０００×８５７×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051846
Ｌ形水路 ２，５００ 高２，５００ｍｍ 底１，０１４ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３，１６０ｋｇ／個 丸栄コンクリート
工業

Ｌ形水路　２５００ ２５００×１０１４×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051848
Ｌ形水路 ３，０００ 高３，０００ｍｍ 底１，０１４ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３，４４０ｋｇ／個 丸栄コンクリート
工業

Ｌ形水路　３０００ ３０００×１０１４×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041614 Ｕ形カルバートＡ　車道用 高６００ｍｍ 幅６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，０６０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 Ｕ形カルバートＡ　車道用 ６００×６００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041616
Ｕ形カルバートＡ　車道用 高８００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，４６０ｋｇ／個 丸栄コンクリート
工業

Ｕ形カルバートＡ　車道用 ８００×１０００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041618
Ｕ形カルバートＡ　車道用 高９００ｍｍ 幅１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，０４０ｋｇ／個 丸栄コンクリート
工業

Ｕ形カルバートＡ　車道用 ９００×１５００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041620
Ｕ形カルバートＡ　車道用 高１，０００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，６８０ｋｇ／個 丸栄コンク
リート工業

Ｕ形カルバートＡ　車道用 １０００×１０００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041622
Ｕ形カルバートＡ　車道用 高１，０００ｍｍ 幅１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，１００ｋｇ／個 丸栄コンク
リート工業

Ｕ形カルバートＡ　車道用 １０００×１５００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路
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各種水路―ブランド品― 1603041624
Ｕ形カルバートＡ　車道用 高１，２００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，９７０ｋｇ／個 丸栄コンク
リート工業

Ｕ形カルバートＡ　車道用 １２００×１０００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041626
Ｕ形カルバートＡ　車道用 高１，２００ｍｍ 幅１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，３４０ｋｇ／個 丸栄コンク
リート工業

Ｕ形カルバートＡ　車道用 １２００×１５００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041628 スラブ　車道用 幅６００用 長１，０００ｍｍ 厚１４０ｍｍ ２５０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 スラブ　車道用　幅６００用 １０００×１４０ｍｍ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041630 スラブ　車道用 幅１，０００用 長１，０００ｍｍ 厚１６０ｍｍ ４３０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 スラブ　車道用　幅１０００用 １０００×１６０ｍｍ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041632 スラブ　車道用 幅１，５００用 長１，０００ｍｍ 厚１８０ｍｍ ７００ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 スラブ　車道用　幅１５００用 １０００×１８０ｍｍ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051020 Ｌ形水路 ８００ 高８００ｍｍ 底４００ｍｍ 長１，９９５ｍｍ ６６０ｋｇ／個 興建産業 Ｌ形水路　８００ ８００×４００×１９９５ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051004 Ｌ形水路 １，０００ 高１，０００ｍｍ 底４００ｍｍ 長１，９９５ｍｍ ７６０ｋｇ／個 興建産業 Ｌ形水路　１０００ １０００×４００×１９９５ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051006 Ｌ形水路 １，２００ 高１，２００ｍｍ 底５２０ｍｍ 長１，９９５ｍｍ １，０７０ｋｇ／個 興建産業 Ｌ形水路　１２００ １２００×５２０×１９９５ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051008 Ｌ形水路 １，５００ 高１，５００ｍｍ 底６４０ｍｍ 長１，９９５ｍｍ １，４５０ｋｇ／個 興建産業 Ｌ形水路　１５００ １５００×６４０×１９９５ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051022 Ｌ形水路 １，８００ 高１，８００ｍｍ 底７６０ｍｍ 長１，９９５ｍｍ １，８８０ｋｇ／個 興建産業 Ｌ形水路　１８００ １８００×７６０×１９９５ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051010 Ｌ形水路 ２，０００ 高２，０００ｍｍ 底８８０ｍｍ 長１，９９５ｍｍ ２，３６０ｋｇ／個 興建産業 Ｌ形水路　２０００ ２０００×８８０×１９９５ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051024 Ｌ形水路 ２，２００ 高２，２００ｍｍ 底８８０ｍｍ 長１，９９５ｍｍ ２，４６０ｋｇ／個 興建産業 Ｌ形水路　２２００ ２２００×８８０×１９９５ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051012 Ｌ形水路 ２，５００ 高２，５００ｍｍ 底１，０００ｍｍ 長１，９９５ｍｍ ３，０００ｋｇ／個 興建産業 Ｌ形水路　２５００ ２５００×１０００×１９９５ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051026 Ｌ形水路 ２，８００ 高２，８００ｍｍ 底１，２４０ｍｍ 長１，９９５ｍｍ ３，９３０ｋｇ／個 興建産業 Ｌ形水路　２８００ ２８００×１２４０×１９９５ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603051014 Ｌ形水路 ３，０００ 高３，０００ｍｍ 底１，２８０ｍｍ 長１，９９５ｍｍ ４，６５０ｋｇ／個 興建産業 Ｌ形水路　３０００ ３０００×１２８０×１９９５ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603040802 ＨＩ－Ｐ水路 ６００ 高６００ｍｍ 幅６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５７９ｋｇ／個 武井工業所 ＨＩーＰ水路　６００ ６００×６００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603040804 ＨＩ－Ｐ水路 ８００ 高８００ｍｍ 幅８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ７８２ｋｇ／個 武井工業所 ＨＩ－Ｐ水路　８００ ８００×８００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603040806 ＨＩ－Ｐ水路 ９００ 高９００ｍｍ 幅９００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ８７１ｋｇ／個 武井工業所 ＨＩ－Ｐ水路　９００ ９００×９００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路
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各種水路―ブランド品― 1603040808 ＨＩ－Ｐ水路 １，０００ 高１，０００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ９８４ｋｇ／個 武井工業所 ＨＩーＰ水路　１０００ １０００×１０００×２０００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603040810 ＨＩ－Ｐ水路 １，２００ 高１，２００ｍｍ 幅１，２００ｍｍ 長１，５００ｍｍ １，０１５ｋｇ／個 武井工業所 ＨＩ－Ｐ水路　１２００ １２００×１２００×１５００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603040812 ＨＩ－Ｐ水路 １，５００ 高１，５００ｍｍ 幅１，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ １，６０６ｋｇ／個 武井工業所 ＨＩ－Ｐ水路　１５００ １５００×１５００×１５００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603040814 ＨＩ－Ｐ水路 １，５００ 高１，５００ｍｍ 幅２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ １，７１４ｋｇ／個 武井工業所 ＨＩ－Ｐ水路　１５００ １５００×２０００×１５００ 個 330 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052002
法止側溝（水路式） ３００型　ＦＬ－Ｓ　８０ 高８００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ２８０ｋｇ／個 藤林コンクリート工
業

法止側溝（水路式）３００型 ＦＬ－Ｓ　８００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052004
法止側溝（水路式） ３００型　ＦＬ－Ｓ　８０ 高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５３０ｋｇ／個 藤林コンクリート工
業

法止側溝（水路式）３００型 ＦＬ－Ｓ　８００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052006
法止側溝（水路式） ３００型　ＦＬ－Ｓ　１００ 高１，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ４２０ｋｇ／個 藤林コンク
リート工業

法止側溝（水路式）３００型 ＦＬ－Ｓ　１０００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052008
法止側溝（水路式） ３００型　ＦＬ－Ｓ　１００ 高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ７７０ｋｇ／個 藤林コンク
リート工業

法止側溝（水路式）３００型 ＦＬ－Ｓ　１０００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052010
法止側溝（水路式） ３００型　ＦＬ－Ｓ　１５０ 高１，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ６９０ｋｇ／個 藤林コンク
リート工業

法止側溝（水路式）３００型 ＦＬ－Ｓ　１５００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052012
法止側溝（水路式） ３００型　ＦＬ－Ｓ　１５０ 高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，２００ｋｇ／個 藤林コン
クリート工業

法止側溝（水路式）３００型 ＦＬ－Ｓ　１５００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052014
法止側溝（水路式） ３００型　ＦＬ－Ｓ　２００ 高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ １，３１０ｋｇ／個 藤林コン
クリート工業

法止側溝（水路式）３００型 ＦＬ－Ｓ　２０００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052016
法止側溝（水路式） ３００型　ＦＬ－Ｓ　２００ 高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，２８０ｋｇ／個 藤林コン
クリート工業

法止側溝（水路式）３００型 ＦＬ－Ｓ　２０００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052018
法止側溝（水路式） ３００型　ＦＬ－Ｓ　２５０ 高２，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ １，８５０ｋｇ／個 藤林コン
クリート工業

法止側溝（水路式）３００型 ＦＬ－Ｓ　２５００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052020
法止側溝（水路式） ３００型　ＦＬ－Ｓ　２５０ 高２，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３，１００ｋｇ／個 藤林コン
クリート工業

法止側溝（水路式）３００型 ＦＬ－Ｓ　２５００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052021
法止側溝（水路式） ３００型　ＦＬ－Ｓ　３００ 高３，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ２，４７０ｋｇ／個 藤林コン
クリート工業

法止側溝（水路式）３００型 ＦＬ－Ｓ　３０００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052022
法止側溝（落蓋式） ３００型　ＦＬ－ＳＧ　８０ 高８００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ３５０ｋｇ／個 藤林コンクリート
工業

法止側溝（落蓋式）３００型 ＦＬ－ＳＧ　８００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052024
法止側溝（落蓋式） ３００型　ＦＬ－ＳＧ　８０ 高８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ６６０ｋｇ／個 藤林コンクリート
工業

法止側溝（落蓋式）３００型 ＦＬ－ＳＧ　８００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052026
法止側溝（落蓋式） ３００型　ＦＬ－ＳＧ　１００ 高１，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ４９０ｋｇ／個 藤林コンク
リート工業

法止側溝（落蓋式）３００型 ＦＬ－ＳＧ　１０００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路
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各種水路―ブランド品― 1603052028
法止側溝（落蓋式） ３００型　ＦＬ－ＳＧ　１００ 高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ９２０ｋｇ／個 藤林コンク
リート工業

法止側溝（落蓋式）３００型 ＦＬ－ＳＧ　１０００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052030
法止側溝（落蓋式） ３００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０ 高１，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ８１０ｋｇ／個 藤林コンク
リート工業

法止側溝（落蓋式）３００型 ＦＬ－ＳＧ　１５００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052032
法止側溝（落蓋式） ３００型　ＦＬ－ＳＧ　１５０ 高１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，５００ｋｇ／個 藤林コ
ンクリート工業

法止側溝（落蓋式）３００型 ＦＬ－ＳＧ　１５００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052034
法止側溝（落蓋式） ３００型　ＦＬ－ＳＧ　２００ 高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ １，３２０ｋｇ／個 藤林コ
ンクリート工業

法止側溝（落蓋式）３００型 ＦＬ－ＳＧ　２０００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052036
法止側溝（落蓋式） ３００型　ＦＬ－ＳＧ　２００ 高２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，０３０ｋｇ／個 藤林コ
ンクリート工業

法止側溝（落蓋式）３００型 ＦＬ－ＳＧ　２０００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052038
法止側溝（落蓋式） ３００型　ＦＬ－ＳＧ　２５０ 高２，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ １，７２０ｋｇ／個 藤林コ
ンクリート工業

法止側溝（落蓋式）３００型 ＦＬ－ＳＧ　２５００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052040
法止側溝（落蓋式） ３００型　ＦＬ－ＳＧ　２５０ 高２，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，８８０ｋｇ／個 藤林コ
ンクリート工業

法止側溝（落蓋式）３００型 ＦＬ－ＳＧ　２５００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603052042
法止側溝（落蓋式） ３００型　ＦＬ－ＳＧ　３００ 高３，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ２，４８０ｋｇ／個 藤林コ
ンクリート工業

法止側溝（落蓋式）３００型 ＦＬ－ＳＧ　３０００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603050820
鉄筋コンクリートＬ型水路（３分勾配） １，０００ 高１，０００ｍｍ 底５５０ｍｍ 長１，０００ｍｍ ３５６ｋｇ／
個 北陽

鉄筋Ｌ型水路　３分勾配１０００ １０００×５５０×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603050822
鉄筋コンクリートＬ型水路（３分勾配） １，２００ 高１，２００ｍｍ 底５５０ｍｍ 長１，０００ｍｍ ４００ｋｇ／
個 北陽

鉄筋Ｌ型水路　３分勾配１２００ １２００×５５０×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603050824
鉄筋コンクリートＬ型水路（３分勾配） １，４００ 高１，４００ｍｍ 底６００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ５１６ｋｇ／
個 北陽

鉄筋Ｌ型水路　３分勾配１４００ １４００×６００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603050826
鉄筋コンクリートＬ型水路（３分勾配） １，５００ 高１，５００ｍｍ 底６００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ５３８ｋｇ／
個 北陽

鉄筋Ｌ型水路　３分勾配１５００ １５００×６００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603050828
鉄筋コンクリートＬ型水路（３分勾配） １，６００ 高１，６００ｍｍ 底６００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ５６１ｋｇ／
個 北陽

鉄筋Ｌ型水路　３分勾配１６００ １６００×６００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603050870
鉄筋コンクリートＬ型水路（３分勾配） １，８００ 高１，８００ｍｍ 底７００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ７９４ｋｇ／
個 北陽

鉄筋Ｌ型水路　３分勾配１８００ １８００×７００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603050866
鉄筋コンクリートＬ型水路（３分勾配） １，８００ 高１，８００ｍｍ 底１，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ １，０２
８ｋｇ／個 北陽

鉄筋Ｌ型水路　３分勾配１８００ １８００×１０００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603050872
鉄筋コンクリートＬ型水路（３分勾配） ２，０００ 高２，０００ｍｍ 底７００ｍｍ 長１，０００ｍｍ ８４３ｋｇ／
個 北陽

鉄筋Ｌ型水路　３分勾配２０００ ２０００×７００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603050868
鉄筋コンクリートＬ型水路（３分勾配） ２，０００ 高２，０００ｍｍ 底１，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ １，１０
０ｋｇ／個 北陽

鉄筋Ｌ型水路　３分勾配２０００ ２０００×１０００×１０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041202 鉄筋コンクリート水路 ２５０ 高２５０ｍｍ 幅２５０ｍｍ 長２，０００ｍｍ １８２ｋｇ／個 前田製管 鉄筋コンクリート水路　２５０ ２５０×２５０×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路
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各種水路―ブランド品― 1603041204 鉄筋コンクリート水路 ３００Ｃ 高３００ｍｍ 幅３００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２４４ｋｇ／個 前田製管 鉄筋コンクリート水路　３００Ｃ ３００×３００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041206 鉄筋コンクリート水路 ４００Ｃ 高４００ｍｍ 幅４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３７７ｋｇ／個 前田製管 鉄筋コンクリート水路　４００Ｃ ４００×４００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041208 鉄筋コンクリート水路 ４５０Ｂ 高４５０ｍｍ 幅４５０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ４６０ｋｇ／個 前田製管 鉄筋コンクリート水路　４５０Ｂ ４５０×４５０×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041210 鉄筋コンクリート水路 ６００Ｃ 高６００ｍｍ 幅６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ７４８ｋｇ／個 前田製管 鉄筋コンクリート水路　６００Ｃ ６００×６００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603041212 鉄筋コンクリート水路 ８００Ｂ 高７００ｍｍ 幅８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ９７３ｋｇ／個 前田製管 鉄筋コンクリート水路　８００Ｂ ７００×８００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603042402 ＴＳフリューム 高６００ｍｍ 幅８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ７８０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 ＴＳフリューム ６００×８００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603042404 ＴＳフリューム 高８００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，１７０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 ＴＳフリューム ８００×１０００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603042406 ＴＳフリューム 高１，０００ｍｍ 幅１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，５４０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 ＴＳフリューム １０００×１２００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603042408 ＴＳフリューム 高１，２００ｍｍ 幅１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，０００ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 ＴＳフリューム １２００×１５００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603042410 ＴＳフリューム 高１，５００ｍｍ 幅１，８００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，８３０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 ＴＳフリューム １５００×１８００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603042412 ＴＳフリューム 高１，８００ｍｍ 幅２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３，５１０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 ＴＳフリューム １８００×２０００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603042414 ＴＳフリューム 高２，０００ｍｍ 幅２，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ４，５４０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業 ＴＳフリューム ２０００×２５００×２０００ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603010120
ＦＴフリューム ６００ 内高６００ｍｍ 内幅６００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ４６８ｋｇ／個 ランデス，吉田セメント
工業

ＦＴフリューム　６００ Ｈ６００×Ｗ６００ｍｍ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603010122
ＦＴフリューム ７００ 内高７００ｍｍ 内幅７００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５６３ｋｇ／個 ランデス，吉田セメント
工業

ＦＴフリューム　７００ Ｈ７００×Ｗ７００ｍｍ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603010130
ＦＴフリューム ９００ 内高９００ｍｍ 内幅９００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，０１６ｋｇ／個 ランデス，吉田セメ
ント工業

ＦＴフリューム　９００ Ｈ９００×Ｗ９００ｍｍ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603010140
ＦＴフリューム １，０００ 内高１，０００ｍｍ 内幅１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，１２９ｋｇ／個 ランデ
ス，吉田セメント工業

ＦＴフリューム　１０００ Ｈ１０００×Ｗ１０００ｍｍ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603010150
ＦＴフリューム １，２００ 内高１，２００ｍｍ 内幅１，２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １，４５４ｋｇ／個 ランデ
ス，吉田セメント工業

ＦＴフリューム　１２００ Ｈ１２００×Ｗ１２００ｍｍ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603010160
ＦＴフリューム １，５００ 内高１，５００ｍｍ 内幅１，５００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２，２６１ｋｇ／個 ランデ
ス，吉田セメント工業

ＦＴフリューム　１５００ Ｈ１５００×Ｗ１５００ｍｍ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路
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各種水路―ブランド品― 1603010280
ＦＴフリューム １，７００ 内高１，７００ｍｍ 内幅２，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３，１２６ｋｇ／個 ランデ
ス，吉田セメント工業

ＦＴフリューム　１７００ Ｈ１７００×Ｗ２０００ｍｍ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603010290
ＦＴフリューム １，８００ 内高１，８００ｍｍ 内幅３，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ４，６９６ｋｇ／個 ランデ
ス，吉田セメント工業

ＦＴフリューム　１８００ Ｈ１８００×Ｗ３０００ｍｍ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603010292
ＦＴフリューム ２，０００ 内高２，０００ｍｍ 内幅３，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ４，９４０ｋｇ／個 ランデ
ス，吉田セメント工業

ＦＴフリューム　２０００ Ｈ２０００×Ｗ３０００ｍｍ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603010300
ＦＴフリューム ２，０００ 内高２，０００ｍｍ 内幅４，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５，４５２ｋｇ／個 ランデ
ス，吉田セメント工業

ＦＴフリューム　２０００ Ｈ２０００×Ｗ４０００ｍｍ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

各種水路―ブランド品― 1603010302
ＦＴフリューム ２，３００ 内高２，３００ｍｍ 内幅３，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ ５，７９０ｋｇ／個 ランデ
ス，吉田セメント工業

ＦＴフリューム　２３００ Ｈ２３００×Ｗ３０００ｍｍ 個 331 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050602 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高６００ｍｍ 幅６００ｍｍ ６１ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ６００×６００ 本 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050604 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高６００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ ７５ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ６００×１０００ 本 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050606 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高６００ｍｍ 幅１，６００ｍｍ １０１ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ６００×１６００ 本 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050646 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高９００ｍｍ 幅８００ｍｍ ９７ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ９００×８００ 本 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050610 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高９００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ １０５ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ９００×１０００ 本 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050612 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高９００ｍｍ 幅１，６００ｍｍ １３１ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ９００×１６００ 本 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050614 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高１，２００ｍｍ 幅１，８００ｍｍ ２４５ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム １２００×１８００ 本 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050616 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高１，２００ｍｍ 幅２，０００ｍｍ ２５８ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム １２００×２０００ 本 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050618 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形パネル 幅２５０ｍｍ 厚５０ｍｍ 長１，４９５ｍｍ ４４ｋｇ／枚 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形パネル ２５０×５０×１４９５ 枚 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050620 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形パネル 幅３００ｍｍ 厚５０ｍｍ 長１，４９５ｍｍ ５２ｋｇ／枚 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形パネル ３００×５０×１４９５ 枚 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050642 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形パネル 幅４００ｍｍ 厚５０ｍｍ 長１，４９５ｍｍ ７０ｋｇ／枚 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形パネル ４００×５０×１４９５ 枚 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050622 Ｕ形プレハブ水路 Ｂ形アーム 高６００ｍｍ 幅６００ｍｍ ７３ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ｂ形アーム ６００×６００ 本 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050624 Ｕ形プレハブ水路 Ｂ形アーム 高６００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ ９１ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ｂ形アーム ６００×１０００ 本 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路
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Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050626 Ｕ形プレハブ水路 Ｂ形アーム 高６００ｍｍ 幅１，２００ｍｍ １００ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ｂ形アーム ６００×１２００ 本 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050628 Ｕ形プレハブ水路 Ｂ形アーム 高９００ｍｍ 幅８００ｍｍ １３８ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ｂ形アーム ９００×８００ 本 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050630 Ｕ形プレハブ水路 Ｂ形アーム 高９００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ １５０ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ｂ形アーム ９００×１０００ 本 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050632 Ｕ形プレハブ水路 Ｂ形アーム 高９００ｍｍ 幅１，４００ｍｍ １７４ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ｂ形アーム ９００×１４００ 本 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050634 Ｕ形プレハブ水路 Ｂ形アーム 高１，２００ｍｍ 幅１，８００ｍｍ ２５７ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ｂ形アーム １２００×１８００ 本 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050636 Ｕ形プレハブ水路 Ｂ形アーム 高１，２００ｍｍ 幅２，０００ｍｍ ２７１ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ｂ形アーム １２００×２０００ 本 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050638 Ｕ形プレハブ水路 ソケットパネル 幅２５０ｍｍ 厚５０ｍｍ 長１，４１５ｍｍ ５３ｋｇ／枚 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路ソケットパネル ２５０×５０×１４１５ 枚 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050640 Ｕ形プレハブ水路 ソケットパネル 幅３００ｍｍ 厚５０ｍｍ 長１，４１５ｍｍ ６３ｋｇ／枚 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路ソケットパネル ３００×５０×１４１５ 枚 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050644 Ｕ形プレハブ水路 ソケットパネル 幅４００ｍｍ 厚５０ｍｍ 長１，４１５ｍｍ ８１ｋｇ／枚 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路ソケットパネル ４００×５０×１４１５ 枚 332 ○ ○ 1603 コンクリート水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010020
ダイポリンポリエチレン角型Ｕ字溝 ２４０ 内高３００ｍｍ 下幅２４０ｍｍ 上幅２４０ｍｍ 有効長２，０４０ｍｍ
鳥居化成

ダイポリン　角型Ｕ字溝　２４０ ３００×２４０×２０４０ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010030
ダイポリンポリエチレン角型Ｕ字溝 ３００ 内高３７５ｍｍ 下幅３００ｍｍ 上幅３００ｍｍ 有効長２，０４０ｍｍ
鳥居化成

ダイポリン　角型Ｕ字溝　３００ ３７５×３００×２０４０ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010040
ダイポリンポリエチレン角型Ｕ字溝 ４００ 内高５００ｍｍ 下幅４００ｍｍ 上幅４００ｍｍ 有効長２，０４０ｍｍ
鳥居化成

ダイポリン　角型Ｕ字溝　４００ ５００×４００×２０４０ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010095
ダイポリンポリエチレン角型Ｕ字溝 ５００ 内高５００ｍｍ 下幅５００ｍｍ 上幅５００ｍｍ 有効長２，０００ｍｍ
鳥居化成

ダイポリン　角型Ｕ字溝　５００ ５００×５００××２０００ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010100
ダイポリンポリエチレン角型Ｕ字溝 ６００ 内高６００ｍｍ 下幅６００ｍｍ 上幅６００ｍｍ 有効長２，０００ｍｍ
鳥居化成

ダイポリン　角型Ｕ字溝　６００ ６００×６００×２０００ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010105
ダイポリンポリエチレン角型Ｕ字溝 ７００ 内高７００ｍｍ 下幅７００ｍｍ 上幅７００ｍｍ 有効長２，０００ｍｍ
鳥居化成

ダイポリン　角型Ｕ字溝　７００ ７００×７００×２０００ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010110
ダイポリンポリエチレン角型Ｕ字溝 ８００ 内高８００ｍｍ 下幅８００ｍｍ 上幅８００ｍｍ 有効長２，０００ｍｍ
鳥居化成

ダイポリン　角型Ｕ字溝　８００ ８００×８００×２０００ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010120
ダイポリンポリエチレン角型Ｕ字溝 １，０００ 内高１，０００ｍｍ 下幅１，０００ｍｍ 上幅１，０００ｍｍ 有効長
２，０００ｍｍ 鳥居化成

ダイポリン　角型Ｕ字溝１０００ １０００×１０００×２０００ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010211
クリモト角型Ｕ字溝 ＫＵ１８０ＨＴ 内高２３０ｍｍ 下幅１８８ｍｍ 上幅１８８ｍｍ 有効長１，０００ｍｍ クリモ
トポリマー

クリモト角Ｕ字溝ＫＵ１８０ＨＴ ２３０×１８８×１０００ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路
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樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010221
クリモト角型Ｕ字溝 ＫＵ２４０ＨＴ 内高３００ｍｍ 下幅２４８ｍｍ 上幅２４８ｍｍ 有効長１，０００ｍｍ クリモ
トポリマー

クリモト角Ｕ字溝ＫＵ２４０ＨＴ ３００×２４８×１０００ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010231
クリモト角型Ｕ字溝 ＫＵ３００ＨＴ 内高３６０ｍｍ 下幅３０８ｍｍ 上幅３０８ｍｍ 有効長１，０００ｍｍ クリモ
トポリマー

クリモト角Ｕ字溝ＫＵ３００ＨＴ ３６０×３０８×１０００ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010241
クリモト角型Ｕ字溝 ＫＵ４００ＨＴ 内高５００ｍｍ 下幅４０８ｍｍ 上幅４０８ｍｍ 有効長１，０００ｍｍ クリモ
トポリマー

クリモト角Ｕ字溝ＫＵ４００ＨＴ ５００×４０８×１０００ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010251
クリモト角型Ｕ字溝 ＫＵ５００ＨＴ 内高６００ｍｍ 下幅５０８ｍｍ 上幅５０８ｍｍ 有効長１，０００ｍｍ クリモ
トポリマー

クリモト角Ｕ字溝ＫＵ５００ＨＴ ６００×５０８×１０００ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010261
クリモト角型Ｕ字溝 ＫＵ６００ＨＴ 内高６６０ｍｍ 下幅６０８ｍｍ 上幅６０８ｍｍ 有効長１，０００ｍｍ クリモ
トポリマー

クリモト角Ｕ字溝ＫＵ６００ＨＴ ６６０×６０８×１０００ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010410 トヨ角型フリューム ＮＳ－１８０ 内高２２５ｍｍ 下幅１８６ｍｍ 上幅１８６ｍｍ 有効長２，０６０ｍｍ デンカ トヨ角型フリューム　ＮＳ１８０ ２２５×１８６×２０６０ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010420 トヨ角型フリューム ＮＳ－２４０ 内高３００ｍｍ 下幅２４６ｍｍ 上幅２４６ｍｍ 有効長２，０６０ｍｍ デンカ トヨ角型フリューム　ＮＳ２４０ ３００×２４６×２０６０ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010430 トヨ角型フリューム ＮＳ－３００ 内高３７５ｍｍ 下幅３０６ｍｍ 上幅３０６ｍｍ 有効長２，０２０ｍｍ デンカ トヨ角型フリューム　ＮＳ３００ ３７５×３０６×２０２０ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010440 トヨ角型フリューム ＮＳ－４００ 内高５００ｍｍ 下幅４０６ｍｍ 上幅４０６ｍｍ 有効長２，０２０ｍｍ デンカ トヨ角型フリューム　ＮＳ４００ ５００×４０６×２０２０ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010450 トヨ角型フリューム ＮＳ－５００ 内高６２５ｍｍ 下幅５０６ｍｍ 上幅５０６ｍｍ 有効長１，０２０ｍｍ デンカ トヨ角型フリューム　ＮＳ５００ ６２５×５０６×１０２０ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604010460 トヨ角型フリューム ＮＳ－６００ 内高７５０ｍｍ 下幅６０６ｍｍ 上幅６０６ｍｍ 有効長１，０２０ｍｍ デンカ トヨ角型フリューム　ＮＳ６００ ７５０×６０６×１０２０ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604011610 Ｕ字郎 ＳＵ１８０ 内高２２５ｍｍ 下幅１８０ｍｍ 上幅１８０ｍｍ 有効長２，０６０ｍｍ エスイー Ｕ字郎　ＳＵ１８０ ２２５×１８０×２０６０ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604011620 Ｕ字郎 ＳＵ２４０ 内高３００ｍｍ 下幅２４０ｍｍ 上幅２４０ｍｍ 有効長２，０６０ｍｍ エスイー Ｕ字郎　ＳＵ２４０ ３００×２４０×２０６０ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604011630 Ｕ字郎 ＳＵ３００ 内高３７５ｍｍ 下幅３００ｍｍ 上幅３００ｍｍ 有効長２，０２０ｍｍ エスイー Ｕ字郎　ＳＵ３００ ３７５×３００×２０２０ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604011640 Ｕ字郎 ＳＵ４００ 内高５００ｍｍ 下幅４００ｍｍ 上幅４００ｍｍ 有効長２，０２０ｍｍ エスイー Ｕ字郎　ＳＵ４００ ５００×４００×２０２０ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604011650 Ｕ字郎 ＳＵ５００ 内高６２５ｍｍ 下幅５００ｍｍ 上幅５００ｍｍ 有効長１，０２０ｍｍ エスイー Ｕ字郎　ＳＵ５００ ６２５×５００×１０２０ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品― 1604011660 Ｕ字郎 ＳＵ６００ 内高７５０ｍｍ 下幅６００ｍｍ 上幅６００ｍｍ 有効長１，０２０ｍｍ エスイー Ｕ字郎　ＳＵ６００ ７５０×６００×１０２０ｍｍ 個 332 ○ ○ 1604 樹脂製水路

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020010 アーチ・ドレン ＡＤ０３０ 標準ＴＹＰＥ 導水幅３００ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン３００標準グレイ色 ｍ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材
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漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020020 アーチ・ドレン ＡＤ０３０ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅３００ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン３００鉄道グレイ色 ｍ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020030 アーチ・ドレン ＡＤ０３０ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅３００ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン３００耐寒グレイ色 ｍ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020040 アーチ・ドレン ＡＤ０４６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅４６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン４６０標準グレイ色 ｍ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020050 アーチ・ドレン ＡＤ０４６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅４６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン４６０鉄道グレイ色 ｍ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020060 アーチ・ドレン ＡＤ０４６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅４６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン４６０耐寒グレイ色 ｍ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020032 アーチ・ドレン ＡＤ０３０ 標準ＴＹＰＥ 導水幅３００ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン３００標準　透明色 ｍ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020034 アーチ・ドレン ＡＤ０３０ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅３００ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン３００鉄道　透明色 ｍ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020036 アーチ・ドレン ＡＤ０３０ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅３００ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン３００耐寒　透明色 ｍ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020062 アーチ・ドレン ＡＤ０４６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅４６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン４６０標準　透明色 ｍ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020064 アーチ・ドレン ＡＤ０４６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅４６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン４６０鉄道　透明色 ｍ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020066 アーチ・ドレン ＡＤ０４６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅４６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン４６０耐寒　透明色 ｍ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

裏込注入材―ブランド品― 0957050004 高発泡ウレタン Ｔｎ－ｐ工法用 アキレス 裏込注入材　高発泡ウレタン Ｔｎ－ｐ工法用 ｋｇ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

裏込注入材―ブランド品― 0957050008 高発泡ウレタン ＮＴＲ工法用 エスティーエンジニアリング 裏込注入材　高発泡ウレタン ＮＴＲ工法用 ｋｇ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

裏込注入材―ブランド品― 0957050006 高発泡ウレタン ＲＢＳ工法用 ケー・エフ・シー 裏込注入材　高発泡ウレタン ＲＢＳ工法用 ｋｇ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

裏込注入材―ブランド品― 0957050002 高発泡ウレタン セットフォーム工法用 日清紡ケミカル 裏込注入材　高発泡ウレタン セットフォーム工法用 ｋｇ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

裏込注入材―ブランド品― 0957050010 高発泡ウレタン ＡＧＳＲ－ＦＩ工法用 フジモリ産業 裏込注入材　高発泡ウレタン ＡＧＳＲ－ＦＩ工法用 ｋｇ 333 ○ ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

トンネル用防水シート 1913060060 トンネル用防水シート ナトム工法用シート ＥＶＡ＋不織布　厚０．８＋３．０ｍｍ トンネル用　ナトム工法用シート Ｔ０．８＋３ｍｍ ｍ２ 333 ○ ○ 1913 土木工事用シート

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211010050 トンネル支保工（鋼製支保工） 本体 Ｈ形鋼曲げ本体（ＳＳ４００）１００×１００（シリーズ） トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　１００×１００ ｔ 334 ○ ○ 1211 支保工
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トンネル支保工（鋼製支保工） 1211010052 トンネル支保工（鋼製支保工） 本体 Ｈ形鋼曲げ本体（ＳＳ４００）１２５×１２５（シリーズ） トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　１２５×１２５ ｔ 334 ○ ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211010054 トンネル支保工（鋼製支保工） 本体 Ｈ形鋼曲げ本体（ＳＳ４００）１５０×１５０（シリーズ） トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　１５０×１５０ ｔ 334 ○ ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211010056 トンネル支保工（鋼製支保工） 本体 Ｈ形鋼曲げ本体（ＳＳ４００）１７５×１７５（シリーズ） トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　１７５×１７５ ｔ 334 ○ ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211010058 トンネル支保工（鋼製支保工） 本体 Ｈ形鋼曲げ本体（ＳＳ４００）２００×２００（シリーズ） トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　２００×２００ ｔ 334 ○ ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211010060 トンネル支保工（鋼製支保工） 本体 Ｈ形鋼曲げ本体（ＳＳ４００）２５０×２５０（シリーズ） トンネル支保工　Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　２５０×２５０ ｔ 334 ○ ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211010020 トンネル支保工（鋼製支保工） 付属品 継手板（頂板）・底板　各型 トンネル支保工　附属品 継手板（頂板）・底板　各型 ｔ 334 ○ ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211020010 トンネル支保工（鋼製支保工） 加工費 溶接費　Ｈ１００×１００（シリーズ） トンネル支保工　加工費 溶接費　Ｈ１００×１００ 箇所 334 ○ ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211020020 トンネル支保工（鋼製支保工） 加工費 溶接費　Ｈ１２５×１２５（シリーズ） トンネル支保工　加工費 溶接費　Ｈ１２５×１２５ 箇所 334 ○ ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211020030 トンネル支保工（鋼製支保工） 加工費 溶接費　Ｈ１５０×１５０（シリーズ） トンネル支保工　加工費 溶接費　Ｈ１５０×１５０ 箇所 334 ○ ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211020040 トンネル支保工（鋼製支保工） 加工費 溶接費　Ｈ１７５×１７５（シリーズ） トンネル支保工　加工費 溶接費　Ｈ１７５×１７５ 箇所 334 ○ ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211020050 トンネル支保工（鋼製支保工） 加工費 溶接費　Ｈ２００×２００（シリーズ） トンネル支保工　加工費 溶接費　Ｈ２００×２００ 箇所 334 ○ ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211020060 トンネル支保工（鋼製支保工） 加工費 溶接費　Ｈ２５０×２５０（シリーズ） トンネル支保工　加工費 溶接費　Ｈ２５０×２５０ 箇所 334 ○ ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211020070 トンネル支保工（鋼製支保工） 加工費 穴あけ トンネル支保工　加工費 穴あけ 箇所 334 ○ ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211912008 トンネル支保工（鋼製支保工） 加工エキストラ Ｒ止りエキストラ　加算額 トンネル支保工　加算額 Ｒ止り ｔ 334 ○ ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211912010 トンネル支保工（鋼製支保工） 加工エキストラ リングエキストラ　加算額 トンネル支保工　加算額 リング ｔ 334 ○ ○ 1211 支保工

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010202
規格（簡易）水門 ＰＧ－１００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）１００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　不要 アサヒ工
業

ＰＧ－１００　フラップ φ１００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010204
規格（簡易）水門 ＰＧ－１５０ フラップ 扉体有効寸法　（φ）１５０ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　不要 アサヒ工
業

ＰＧ－１５０　フラップ φ１５０ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010206
規格（簡易）水門 ＰＧ－２００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）２００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　不要 アサヒ工
業

ＰＧ－２００　フラップ φ２００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門
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規格（簡易）水門【公表価格】 1605010208
規格（簡易）水門 ＰＧ－２５０ フラップ 扉体有効寸法　（φ）２５０ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　不要 アサヒ工
業

ＰＧ－２５０　フラップ φ２５０ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010210
規格（簡易）水門 ＰＧ－３００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　不要 アサヒ工
業

ＰＧ－３００　フラップ φ３００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010212
規格（簡易）水門 ＰＧ－４００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　不要 アサヒ工
業

ＰＧ－４００　フラップ φ４００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010214
規格（簡易）水門 ＰＧ－５００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）５００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　不要 アサヒ工
業

ＰＧ－５００　フラップ φ５００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010216
規格（簡易）水門 ＰＧ－６００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　不要 アサヒ工
業

ＰＧ－６００　フラップ φ６００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010218
規格（簡易）水門 ＰＧ－８００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）８００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　不要 アサヒ工
業

ＰＧ－８００　フラップ φ８００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010220
規格（簡易）水門 ＰＧ－１０００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）１，０００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　不要 ア
サヒ工業

ＰＧ－１０００　フラップ φ１０００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010222
規格（簡易）水門 ＰＧ－１２００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）１，２００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　不要 ア
サヒ工業

ＰＧ－１２００　フラップ φ１２００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010224
規格（簡易）水門 ＰＧ－１５００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）１，５００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　不要 ア
サヒ工業

ＰＧ－１５００　フラップ φ１５００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010272
規格（簡易）水門 ＡＧ－１００Ｓ スルース 扉体有効寸法　（φ）１００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 アサヒ工
業

ＡＧ－１００Ｓ　スルース φ１００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010274
規格（簡易）水門 ＡＧ－１５０Ｓ スルース 扉体有効寸法　（φ）１５０ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 アサヒ工
業

ＡＧ－１５０Ｓ　スルース φ１５０ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010276
規格（簡易）水門 ＡＧ－２００Ｓ スルース 扉体有効寸法　（φ）２００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 アサヒ工
業

ＡＧ－２００Ｓ　スルース φ２００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010278
規格（簡易）水門 ＡＧ－３００Ｓ スルース 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 アサヒ工
業

ＡＧ－３００Ｓ　スルース φ３００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010280
規格（簡易）水門 ＡＧ－４００Ｓ スルース 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 アサヒ工
業

ＡＧ－４００Ｓ　スルース φ４００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010282
規格（簡易）水門 ＡＧ－５００Ｓ スルース 扉体有効寸法　（φ）５００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 アサヒ工
業

ＡＧ－５００Ｓ　スルース φ５００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010284
規格（簡易）水門 ＡＧ－６００Ｓ スルース 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 アサヒ工
業

ＡＧ－６００Ｓ　スルース φ６００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010286
規格（簡易）水門 ＡＧ－７００Ｓ スルース 扉体有効寸法　（φ）７００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 アサヒ工
業

ＡＧ－７００Ｓ　スルース φ７００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010288
規格（簡易）水門 ＡＧ－８００Ｓ スルース 扉体有効寸法　（φ）８００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 アサヒ工
業

ＡＧ－８００Ｓ　スルース φ８００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門
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規格（簡易）水門【公表価格】 1605010290
規格（簡易）水門 ＡＧ－９００Ｓ スルース 扉体有効寸法　（φ）９００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 アサヒ工
業

ＡＧ－９００Ｓ　スルース φ９００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010292
規格（簡易）水門 ＡＧ－１０００Ｓ スルース 扉体有効寸法　（φ）１，０００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 ア
サヒ工業

ＡＧ－１０００Ｓ　スルース φ１０００ｍｍ　鋳鉄　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010256
規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－１００Ｋ フラップ 扉体有効寸法　（φ）１００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要
アサヒ工業

ＰＧ－ＡＡ－１００Ｋ　フラップ φ１００ｍｍ　アルミ　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010258
規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－１５０Ｋ フラップ 扉体有効寸法　（φ）１５０ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要
アサヒ工業

ＰＧ－ＡＡ－１５０Ｋ　フラップ φ１５０ｍｍ　アルミ　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010260
規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－２００Ｋ フラップ 扉体有効寸法　（φ）２００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要
アサヒ工業

ＰＧ－ＡＡ－２００Ｋ　フラップ φ２００ｍｍ　アルミ　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010262
規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－２５０Ｋ フラップ 扉体有効寸法　（φ）２５０ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要
アサヒ工業

ＰＧ－ＡＡ－２５０Ｋ　フラップ φ２５０ｍｍ　アルミ　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010264
規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－３００Ｋ フラップ 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要
アサヒ工業

ＰＧ－ＡＡ－３００Ｋ　フラップ φ３００ｍｍ　アルミ　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010266
規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－３５０Ｋ フラップ 扉体有効寸法　（φ）３５０ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要
アサヒ工業

ＰＧ－ＡＡ－３５０Ｋ　フラップ φ３５０ｍｍ　アルミ　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010268
規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－４００Ｋ フラップ 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要
アサヒ工業

ＰＧ－ＡＡ－４００Ｋ　フラップ φ４００ｍｍ　アルミ　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010270
規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－４５０Ｋ フラップ 扉体有効寸法　（φ）４５０ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要
アサヒ工業

ＰＧ－ＡＡ－４５０Ｋ　フラップ φ４５０ｍｍ　アルミ　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010294
規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－５００Ｋ フラップ 扉体有効寸法　（φ）５００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要
アサヒ工業

ＰＧ－ＡＡ－５００Ｋ　フラップ φ５００ｍｍ　アルミ　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010296
規格（簡易）水門 ＰＧ－ＡＡ－６００Ｋ フラップ 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要
アサヒ工業

ＰＧ－ＡＡ－６００Ｋ　フラップ φ６００ｍｍ　アルミ　アサヒ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016802
規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ　４５０型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（φ）４５０ｍｍ 扉体材質
ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｈ－ＳＵ　４５０型　フラップ φ４５０ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016804
規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ　５００型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（φ）５００ｍｍ 扉体材質
ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｈ－ＳＵ　５００型　フラップ φ５００ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016806
規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ　６００型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質
ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｈ－ＳＵ　６００型　フラップ φ６００ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016808
規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ　７００型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（φ）７００ｍｍ 扉体材質
ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｈ－ＳＵ　７００型　フラップ φ７００ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016810
規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ　８００型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（φ）８００ｍｍ 扉体材質
ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｈ－ＳＵ　８００型　フラップ φ８００ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016812
規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ　９００型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（φ）９００ｍｍ 扉体材質
ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｈ－ＳＵ　９００型　フラップ φ９００ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門
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規格（簡易）水門【公表価格】 1605016814
規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ　１０００型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（φ）１，０００ｍｍ 扉
体材質　ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｈ－ＳＵ　１０００型　フラップ φ１０００ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016816
規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ　４５０型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（φ）４５０ｍｍ 扉体材質
ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｕ－ＳＵ　４５０型　フラップ φ４５０ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016818
規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ　５００型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（φ）５００ｍｍ 扉体材質
ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｕ－ＳＵ　５００型　フラップ φ５００ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016820
規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ　６００型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質
ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｕ－ＳＵ　６００型　フラップ φ６００ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016822
規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ　７００型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（φ）７００ｍｍ 扉体材質
ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｕ－ＳＵ　７００型　フラップ φ７００ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016824
規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ　８００型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（φ）８００ｍｍ 扉体材質
ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｕ－ＳＵ　８００型　フラップ φ８００ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016826
規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ　９００型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（φ）９００ｍｍ 扉体材質
ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｕ－ＳＵ　９００型　フラップ φ９００ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016828
規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ　１０００型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（φ）１，０００ｍｍ 扉
体材質　ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｕ－ＳＵ　１０００型　フラップ φ１０００ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016829
規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ□６００型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質
ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｈ－ＳＵ□６００型　フラップ □６００ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016830
規格（簡易）水門 Ｈ－ＳＵ□１０００型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（□）１，０００ｍｍ 扉
体材質　ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｈ－ＳＵ□１０００型　フラップ □１０００ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016831
規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ□６００型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質
ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｕ－ＳＵ□６００型　フラップ □６００ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016832
規格（簡易）水門 Ｕ－ＳＵ□１０００型 フラップ（バランスウエイト式） 扉体有効寸法　（□）１，０００ｍｍ 扉
体材質　ステンレス 開閉機　不要 旭イノベックス

Ｕ－ＳＵ□１０００型　フラップ □１０００ｍｍ　ＳＵＳ　旭 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605015608
規格（簡易）水門 ＰＳ－２００ＳＣ スルース（簡易式） 扉体有効寸法　（□）２００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開
閉機　不要 開成工業

ＰＳ－２００ＳＣ　スルース □２００ｍｍ　ＳＵＳ　開成 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605015610
規格（簡易）水門 ＰＳ－３００ＳＣ スルース（簡易式） 扉体有効寸法　（□）３００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開
閉機　不要 開成工業

ＰＳ－３００ＳＣ　スルース □３００ｍｍ　ＳＵＳ　開成 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605015612
規格（簡易）水門 ＰＳ－４００ＳＣ スルース（簡易式） 扉体有効寸法　（□）４００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開
閉機　不要 開成工業

ＰＳ－４００ＳＣ　スルース □４００ｍｍ　ＳＵＳ　開成 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605015614
規格（簡易）水門 ＰＳ－５００ＳＣ スルース（簡易式） 扉体有効寸法　（□）５００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開
閉機　不要 開成工業

ＰＳ－５００ＳＣ　スルース □５００ｍｍ　ＳＵＳ　開成 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605014802
規格（簡易）水門 コンクリ堰（自動転倒，遠心ブレーキ付） 逆フラップ（自動開扉） 扉体有効寸法　（□）４００ｍ
ｍ 扉体材質　鋼製（亜鉛メッキ） 開閉機　含 開成工業

コンクリ堰　逆フラップ □４００ｍｍ　鋼製　開成 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605014808
規格（簡易）水門 コンクリ堰（自動転倒，遠心ブレーキ付） 逆フラップ（自動開扉） 扉体有効寸法　６００ｍｍ×５
００ｍｍ 扉体材質　鋼製（亜鉛メッキ） 開閉機　含 開成工業

コンクリ堰　逆フラップ ６００×５００ｍｍ　鋼製　開成 基 335 ○ ○ 1605 水門
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規格（簡易）水門【公表価格】 1605014806
規格（簡易）水門 コンクリ堰（自動転倒，遠心ブレーキ付） 逆フラップ（自動開扉） 扉体有効寸法　１，０００ｍｍ
×５００ｍｍ 扉体材質　鋼製（亜鉛メッキ） 開閉機　含 開成工業

コンクリ堰　逆フラップ １０００×５００ｍｍ鋼製　開成 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010636 規格（簡易）水門 ＫＬ－３００ スルース 扉体有効寸法　（□）３００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 カナエ ＫＬ－３００　スルース □３００ｍｍ　鋼製　カナエ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010638 規格（簡易）水門 ＫＬ－６００ スルース 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 カナエ ＫＬ－６００　スルース □６００ｍｍ　鋼製　カナエ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010642 規格（簡易）水門 ＫＨ－５００ スルース 扉体有効寸法　（□）５００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 カナエ ＫＨ－５００　スルース □５００ｍｍ　鋼製　カナエ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010644 規格（簡易）水門 ＫＨ－１０００ スルース 扉体有効寸法　（□）１０００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 カナエ ＫＨ－１０００　スルース □１０００ｍｍ　鋼製　カナエ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010646 規格（簡易）水門 ＫＨ－１２００ スルース 扉体有効寸法　（□）１２００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 カナエ ＫＨ－１２００　スルース □１２００ｍｍ　鋼製　カナエ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010656
規格（簡易）水門 ＫＬ－３００ スルース 扉体有効寸法　（□）３００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　含 カナ
エ

ＫＬ－３００　スルース □３００ｍｍ　ＳＵＳ　カナエ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010658
規格（簡易）水門 ＫＬ－６００ スルース 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　含 カナ
エ

ＫＬ－６００　スルース □６００ｍｍ　ＳＵＳ　カナエ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010660
規格（簡易）水門 ＫＨ－５００ スルース 扉体有効寸法　（□）５００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　含 カナ
エ

ＫＨ－５００　スルース □５００ｍｍ　ＳＵＳ　カナエ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010662
規格（簡易）水門 ＫＨ－１０００ スルース 扉体有効寸法　（□）１０００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　含
カナエ

ＫＨ－１０００　スルース □１０００ｍｍ　ＳＵＳ　カナエ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010664
規格（簡易）水門 ＫＨ－１２００ スルース 扉体有効寸法　（□）１２００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　含
カナエ

ＫＨ－１２００　スルース □１２００ｍｍ　ＳＵＳ　カナエ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010648
規格（簡易）水門 ＫＳＦ－３００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要
カナエ

ＫＳＦ－３００　フラップ φ３００ｍｍ　ＳＵＳ　カナエ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010650
規格（簡易）水門 ＫＳＦ－４００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要
カナエ

ＫＳＦ－４００　フラップ φ４００ｍｍ　ＳＵＳ　カナエ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010652
規格（簡易）水門 ＫＳＦ－５００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）５００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要
カナエ

ＫＳＦ－５００　フラップ φ５００ｍｍ　ＳＵＳ　カナエ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010654
規格（簡易）水門 ＫＳＦ－６００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要
カナエ

ＫＳＦ－６００　フラップ φ６００ｍｍ　ＳＵＳ　カナエ 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016608
規格（簡易）水門 Ｕ３ＫＨＧ３００－Ｌ１４００ 内ネジゲート　（規格型） 扉体有効寸法　（□）３００ｍｍ 扉体
材質　ステンレス 開閉機　含 久保田鉄工所

Ｕ３ＫＨＧ３００　内ネジ □３００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016610
規格（簡易）水門 Ｕ３ＫＨＧ４００－Ｌ１６００ 内ネジゲート　（規格型） 扉体有効寸法　（□）４００ｍｍ 扉体
材質　ステンレス 開閉機　含 久保田鉄工所

Ｕ３ＫＨＧ４００　内ネジ □４００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016612
規格（簡易）水門 Ｕ３ＫＨＧ５００－Ｌ１８００ 内ネジゲート　（規格型） 扉体有効寸法　（□）５００ｍｍ 扉体
材質　ステンレス 開閉機　含 久保田鉄工所

Ｕ３ＫＨＧ５００　内ネジ □５００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門
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規格（簡易）水門【公表価格】 1605016614
規格（簡易）水門 Ｕ３ＫＨＧ６００－Ｌ２０００ 内ネジゲート　（規格型） 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体
材質　ステンレス 開閉機　含 久保田鉄工所

Ｕ３ＫＨＧ６００　内ネジ □６００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016636
規格（簡易）水門 Ｕ３ＭＨＧ３００－Ｌ１４００ 内ネジゲート　（規格型） 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体
材質　ステンレス 開閉機　含 久保田鉄工所

Ｕ３ＭＨＧ３００　内ネジ φ３００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016638
規格（簡易）水門 Ｕ３ＭＨＧ４００－Ｌ１６００ 内ネジゲート　（規格型） 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体
材質　ステンレス 開閉機　含 久保田鉄工所

Ｕ３ＭＨＧ４００　内ネジ φ４００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016640
規格（簡易）水門 Ｕ３ＭＨＧ５００－Ｌ１８００ 内ネジゲート　（規格型） 扉体有効寸法　（φ）５００ｍｍ 扉体
材質　ステンレス 開閉機　含 久保田鉄工所

Ｕ３ＭＨＧ５００　内ネジ φ５００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016642
規格（簡易）水門 Ｕ３ＭＨＧ６００－Ｌ２０００ 内ネジゲート　（規格型） 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体
材質　ステンレス 開閉機　含 久保田鉄工所

Ｕ３ＭＨＧ６００　内ネジ φ６００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016644
規格（簡易）水門 ＵＹＨＧ３００－Ｌ１４００ 内ネジゲート　（特注型） 扉体有効寸法　（□）３００ｍｍ 扉体材
質　ステンレス 開閉機　含 久保田鉄工所

ＵＹＨＧ３００　内ネジ □３００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016646
規格（簡易）水門 ＵＹＨＧ４００－Ｌ１６００ 内ネジゲート　（特注型） 扉体有効寸法　（□）４００ｍｍ 扉体材
質　ステンレス 開閉機　含 久保田鉄工所

ＵＹＨＧ４００　内ネジ □４００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016648
規格（簡易）水門 ＵＹＨＧ５００－Ｌ１８００ 内ネジゲート　（特注型） 扉体有効寸法　（□）５００ｍｍ 扉体材
質　ステンレス 開閉機　含 久保田鉄工所

ＵＹＨＧ５００　内ネジ □５００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016650
規格（簡易）水門 ＵＹＨＧ６００－Ｌ２０００ 内ネジゲート　（特注型） 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材
質　ステンレス 開閉機　含 久保田鉄工所

ＵＹＨＧ６００　内ネジ □６００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016652
規格（簡易）水門 ＵＭＨＧ３００－Ｌ１４００ 内ネジゲート　（特注型） 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材
質　ステンレス 開閉機　含 久保田鉄工所

ＵＭＨＧ３００　内ネジ φ３００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016654
規格（簡易）水門 ＵＭＨＧ４００－Ｌ１６００ 内ネジゲート　（特注型） 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材
質　ステンレス 開閉機　含 久保田鉄工所

ＵＭＨＧ４００　内ネジ φ４００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016656
規格（簡易）水門 ＵＭＨＧ５００－Ｌ１８００ 内ネジゲート　（特注型） 扉体有効寸法　（φ）５００ｍｍ 扉体材
質　ステンレス 開閉機　含 久保田鉄工所

ＵＭＨＧ５００　内ネジ φ５００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016658
規格（簡易）水門 ＵＭＨＧ６００－Ｌ２０００ 内ネジゲート　（特注型） 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材
質　ステンレス 開閉機　含 久保田鉄工所

ＵＭＨＧ６００　内ネジ φ６００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016624
規格（簡易）水門 ＦＭＡＳ３００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要
久保田鉄工所

ＦＭＡＳ３００　フラップ φ３００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016626
規格（簡易）水門 ＦＭＡＳ６００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要
久保田鉄工所

ＦＭＡＳ６００　フラップ φ６００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016628
規格（簡易）水門 ＦＭＡＳ１０００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）１０００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不
要 久保田鉄工所

ＦＭＡＳ１０００　フラップ φ１０００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016630
規格（簡易）水門 ＦＫＡＳ３００ フラップ 扉体有効寸法　（□）３００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要
久保田鉄工所

ＦＫＡＳ３００　フラップ □３００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016632
規格（簡易）水門 ＦＫＡＳ６００ フラップ 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要
久保田鉄工所

ＦＫＡＳ６００　フラップ □６００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門
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規格（簡易）水門【公表価格】 1605016634
規格（簡易）水門 ＦＫＡＳ１０００ フラップ 扉体有効寸法　（□）１０００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不
要 久保田鉄工所

ＦＫＡＳ１０００　フラップ □１０００ｍｍ　ＳＵＳ　久保田 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010806 規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 光和機械 アームコゲート　スルース φ３００ｍｍ　鋳鉄　光和 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010808 規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 光和機械 アームコゲート　スルース φ４００ｍｍ　鋳鉄　光和 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010810 規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法　（φ）７００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 光和機械 アームコゲート　スルース φ７００ｍｍ　鋳鉄　光和 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605010812 規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法　（φ）９００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 光和機械 アームコゲート　スルース φ９００ｍｍ　鋳鉄　光和 基 335 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605015202
規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法　（□）２００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 三基
工業

小型水門　スライド □２００ｍｍ　鋼製　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605015204
規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法　（□）３００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 三基
工業

小型水門　スライド □３００ｍｍ　鋼製　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605015206
規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法　（□）４００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 三基
工業

小型水門　スライド □４００ｍｍ　鋼製　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605015208
規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法　（□）５００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 三基
工業

小型水門　スライド □５００ｍｍ　鋼製　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605015210
規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 三基
工業

小型水門　スライド □６００ｍｍ　鋼製　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605015212
規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法　（□）７００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 三基
工業

小型水門　スライド □７００ｍｍ　鋼製　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605015214
規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法　（□）８００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 三基
工業

小型水門　スライド □８００ｍｍ　鋼製　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605015216
規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法　（□）９００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 三基
工業

小型水門　スライド □９００ｍｍ　鋼製　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605015218
規格（簡易）水門 小型水門 スライド（簡易式） 扉体有効寸法　（□）１０００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 三
基工業

小型水門　スライド □１０００ｍｍ　鋼製　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011210 規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法　（φ）２００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 三基工業 アームコゲート　スルース φ２００ｍｍ　鋳鉄　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011212 規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 三基工業 アームコゲート　スルース φ３００ｍｍ　鋳鉄　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011214 規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 三基工業 アームコゲート　スルース φ４００ｍｍ　鋳鉄　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011218
規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法　（φ）２００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　含 三
基工業

アームコゲート　スルース φ２００ｍｍ　ＳＵＳ　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門
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規格（簡易）水門【公表価格】 1605011220
規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　含 三
基工業

アームコゲート　スルース φ３００ｍｍ　ＳＵＳ　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011222
規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　含 三
基工業

アームコゲート　スルース φ４００ｍｍ　ＳＵＳ　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011224
規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法　（φ）５００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　含 三
基工業

アームコゲート　スルース φ５００ｍｍ　ＳＵＳ　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011226
規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法　（φ）７００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　含 三
基工業

アームコゲート　スルース φ７００ｍｍ　ＳＵＳ　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011228
規格（簡易）水門 アームコゲート スルース 扉体有効寸法　（φ）９００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　含 三
基工業

アームコゲート　スルース φ９００ｍｍ　ＳＵＳ　三基 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016208
規格（簡易）水門 Ｆ－２００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）２００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機
不要 三協化成

Ｆ－２００　フラップ φ２００ｍｍ　ＦＲＰ　三協 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016202
規格（簡易）水門 Ｆ－３００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機
不要 三協化成

Ｆ－３００　フラップ φ３００ｍｍ　ＦＲＰ　三協 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016210
規格（簡易）水門 Ｆ－４００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機
不要 三協化成

Ｆ－４００　フラップ φ４００ｍｍ　ＦＲＰ　三協 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016204
規格（簡易）水門 Ｆ－６００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機
不要 三協化成

Ｆ－６００　フラップ φ６００ｍｍ　ＦＲＰ　三協 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016206
規格（簡易）水門 Ｆ－８００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）８００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機
不要 三協化成

Ｆ－８００　フラップ φ８００ｍｍ　ＦＲＰ　三協 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016212
規格（簡易）水門 Ｆ－１０００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）１，０００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ
開閉機　不要 三協化成

Ｆ－１０００　フラップ φ１０００ｍｍ　ＦＲＰ　三協 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016214
規格（簡易）水門 Ｆ－１３００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）１，３００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ
開閉機　不要 三協化成

Ｆ－１３００　フラップ φ１３００ｍｍ　ＦＲＰ　三協 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011456
規格（簡易）水門 Ｓ１－２００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）２００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉
機　不要 三協化成

Ｓ１－２００　フラップ φ２００ｍｍ　ＦＲＰ　三協 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011458
規格（簡易）水門 Ｓ１－３００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉
機　不要 三協化成

Ｓ１－３００　フラップ φ３００ｍｍ　ＦＲＰ　三協 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011460
規格（簡易）水門 Ｓ１－４００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉
機　不要 三協化成

Ｓ１－４００　フラップ φ４００ｍｍ　ＦＲＰ　三協 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011462
規格（簡易）水門 Ｓ１－６００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉
機　不要 三協化成

Ｓ１－６００　フラップ φ６００ｍｍ　ＦＲＰ　三協 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011464
規格（簡易）水門 Ｓ１－８００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）８００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉
機　不要 三協化成

Ｓ１－８００　フラップ φ８００ｍｍ　ＦＲＰ　三協 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011466
規格（簡易）水門 Ｓ１－１０００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（φ）１，０００ｍｍ 扉体材質　ＦＲ
Ｐ 開閉機　不要 三協化成

Ｓ１－１０００　フラップ φ１０００ｍｍ　ＦＲＰ　三協 基 336 ○ ○ 1605 水門
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規格（簡易）水門【公表価格】 1605016216
規格（簡易）水門 ＳＱ－１０００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（□）１，０００ｍｍ 扉体材質　ＦＲ
Ｐ 開閉機　不要 三協化成

ＳＱ－１０００　フラップ □１０００ｍｍ　ＦＲＰ　三協 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016218
規格（簡易）水門 ＳＱ－１３００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（□）１，３００ｍｍ 扉体材質　ＦＲ
Ｐ 開閉機　不要 三協化成

ＳＱ－１３００　フラップ □１３００ｍｍ　ＦＲＰ　三協 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016220
規格（簡易）水門 ＳＱ－１５００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　（□）１，５００ｍｍ 扉体材質　ＦＲ
Ｐ 開閉機　不要 三協化成

ＳＱ－１５００　フラップ □１５００ｍｍ　ＦＲＰ　三協 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016222
規格（簡易）水門 ＳＱ－１５００×１０００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸法　１，５００ｍｍ×１，０００
ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要 三協化成

ＳＱ１５００×１０００フラップ １５００×１０００ＦＲＰ三協 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016402
規格（簡易）水門 Ｕ－６００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要
設計工房むさし野

Ｕ－６００　フラップ φ６００ｍｍ　アルミ　設計工房 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016404
規格（簡易）水門 Ｕ－７００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法　（φ）７００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要
設計工房むさし野

Ｕ－７００　フラップ φ７００ｍｍ　アルミ　設計工房 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016406
規格（簡易）水門 Ｕ－８００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法　（φ）８００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要
設計工房むさし野

Ｕ－８００　フラップ φ８００ｍｍ　アルミ　設計工房 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016408
規格（簡易）水門 Ｕ－９００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法　（φ）９００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要
設計工房むさし野

Ｕ－９００　フラップ φ９００ｍｍ　アルミ　設計工房 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016410
規格（簡易）水門 Ｕ－１０００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法　（□）１，０００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機
不要 設計工房むさし野

Ｕ－１０００　フラップ □１０００ｍｍアルミ　設計工房 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016412
規格（簡易）水門 Ｕ－１１００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法　（□）１，１００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機
不要 設計工房むさし野

Ｕ－１１００　フラップ □１１００ｍｍアルミ　設計工房 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016414
規格（簡易）水門 Ｕ－１２００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法　（□）１，２００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機
不要 設計工房むさし野

Ｕ－１２００　フラップ □１２００ｍｍアルミ　設計工房 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016416
規格（簡易）水門 Ｕ－１３００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法　（□）１，３００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機
不要 設計工房むさし野

Ｕ－１３００　フラップ □１３００ｍｍアルミ　設計工房 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016418
規格（簡易）水門 Ｕ－１４００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法　（□）１，４００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機
不要 設計工房むさし野

Ｕ－１４００　フラップ □１４００ｍｍアルミ　設計工房 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016420
規格（簡易）水門 Ｕ－１５００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法　（□）１，５００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機
不要 設計工房むさし野

Ｕ－１５００　フラップ □１５００ｍｍアルミ　設計工房 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016422
規格（簡易）水門 Ｕ－２０００ フラップ（浮体式） 扉体有効寸法　（□）２，０００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機
不要 設計工房むさし野

Ｕ－２０００　フラップ □２０００ｍｍアルミ　設計工房 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011602
規格（簡易）水門 ＳＰ－４－６００ スルース 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　不含 大同
機工

ＳＰ－４－６００　スルース □６００ｍｍ　鋼製　大同 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011610
規格（簡易）水門 ＳＰ－４－１０００ スルース 扉体有効寸法　（□）１，０００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　不含
大同機工

ＳＰ－４－１０００　スルース □１０００ｍｍ　鋼製　大同 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011618
規格（簡易）水門 ＳＰ－４－１５００ スルース 扉体有効寸法　（□）１，５００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　不含
大同機工

ＳＰ－４－１５００　スルース □１５００ｍｍ　鋼製　大同 基 336 ○ ○ 1605 水門
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規格（簡易）水門【公表価格】 1605011622
規格（簡易）水門 ＳＰ－４－２０００ スルース 扉体有効寸法　（□）２，０００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　不含
大同機工

ＳＰ－４－２０００　スルース □２０００ｍｍ　鋼製　大同 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011624
規格（簡易）水門 ＣＰＵ－４－６００ スルース 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不
含 大同機工

ＣＰＵ－４－６００　スルース □６００ｍｍ　ＳＵＳ　大同 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011632
規格（簡易）水門 ＣＰＵ－４－１０００ スルース 扉体有効寸法　（□）１，０００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉
機　不含 大同機工

ＣＰＵ－４－１０００　スルース □１０００ｍｍ　ＳＵＳ　大同 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011642
規格（簡易）水門 ＣＰＵ－４－１５００ スルース 扉体有効寸法　（□）１，５００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉
機　不含 大同機工

ＣＰＵ－４－１５００　スルース □１５００ｍｍ　ＳＵＳ　大同 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011652
規格（簡易）水門 ＣＰＵ－４－２０００ スルース 扉体有効寸法　（□）２，０００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉
機　不含 大同機工

ＣＰＵ－４－２０００　スルース □２０００ｍｍ　ＳＵＳ　大同 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011654
規格（簡易）水門 ＳＦ－４－６００ フラップ 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要
大同機工

ＳＦ－４－６００　フラップ □６００ｍｍ　ＳＵＳ　大同 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011658
規格（簡易）水門 ＳＦ－４－１０００ フラップ 扉体有効寸法　（□）１，０００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機
不要 大同機工

ＳＦ－４－１０００　フラップ □１０００ｍｍ　ＳＵＳ　大同 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011662
規格（簡易）水門 ＳＦ－４－１５００ フラップ 扉体有効寸法　（□）１，５００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機
不要 大同機工

ＳＦ－４－１５００　フラップ □１５００ｍｍ　ＳＵＳ　大同 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605011666
規格（簡易）水門 ＳＦ－４－２０００ フラップ 扉体有効寸法　（□）２，０００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機
不要 大同機工

ＳＦ－４－２０００　フラップ □２０００ｍｍ　ＳＵＳ　大同 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016012 規格（簡易）水門 小型水門 スルース 扉体有効寸法　（□）３００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 瀧神巧業 小型水門　スルース □３００ｍｍ　鋼製　瀧神 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016014 規格（簡易）水門 小型水門 スルース 扉体有効寸法　（□）５００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 瀧神巧業 小型水門　スルース □５００ｍｍ　鋼製　瀧神 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016016 規格（簡易）水門 小型水門 スルース 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　含 瀧神巧業 小型水門　スルース □６００ｍｍ　鋼製　瀧神 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016018
規格（簡易）水門 ステンレス製小型水門 スルース 扉体有効寸法　（□）３００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機
含 瀧神巧業

ＳＵＳ製小型水門　スルース □３００ｍｍ　ＳＵＳ　瀧神 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016020
規格（簡易）水門 ステンレス製小型水門 スルース 扉体有効寸法　（□）５００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機
含 瀧神巧業

ＳＵＳ製小型水門　スルース □５００ｍｍ　ＳＵＳ　瀧神 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016022
規格（簡易）水門 ステンレス製小型水門 スルース 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機
含 瀧神巧業

ＳＵＳ製小型水門　スルース □６００ｍｍ　ＳＵＳ　瀧神 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016008
規格（簡易）水門 アルミフラップ フラップ 扉体有効寸法　（□）３００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要 瀧神
巧業

アルミフラップ　フラップ □３００ｍｍ　アルミ　瀧神 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605016010
規格（簡易）水門 アルミフラップ フラップ 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要 瀧神
巧業

アルミフラップ　フラップ □６００ｍｍ　アルミ　瀧神 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013836
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－１５ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）１５０ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機
不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－１５　バンド式 φ１５０ｍｍ　鋼製　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門
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規格（簡易）水門【公表価格】 1605013838
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－２０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）２００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機
不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－２０　バンド式 φ２００ｍｍ　鋼製　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013840
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－２５ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）２５０ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機
不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－２５　バンド式 φ２５０ｍｍ　鋼製　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013802
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－３０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機
不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－３０　バンド式 φ３００ｍｍ　鋼製　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013804
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－３５ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）３５０ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機
不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－３５　バンド式 φ３５０ｍｍ　鋼製　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013806
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－４０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機
不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－４０　バンド式 φ４００ｍｍ　鋼製　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013808
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－４５ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）４５０ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機
不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－４５　バンド式 φ４５０ｍｍ　鋼製　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013810
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－５０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）５００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機
不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－５０　バンド式 φ５００ｍｍ　鋼製　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013812
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－６０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機
不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－６０　バンド式 φ６００ｍｍ　鋼製　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013814
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－７０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）７００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機
不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－７０　バンド式 φ７００ｍｍ　鋼製　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013816
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－８０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）８００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機
不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－８０　バンド式 φ８００ｍｍ　鋼製　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013818
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－９０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）９００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機
不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－９０　バンド式 φ９００ｍｍ　鋼製　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013820
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－１００ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）１，０００ｍｍ 扉体材質　鋼製
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－１００　バンド式 φ１０００ｍｍ　鋼製　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013854
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－１５ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）１５０ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－１５　バンド式 φ１５０ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013856
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－２０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）２００ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－２０　バンド式 φ２００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013858
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－２５ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）２５０ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－２５　バンド式 φ２５０ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013842
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－３０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－３０　バンド式 φ３００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013860
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－３５ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）３５０ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－３５　バンド式 φ３５０ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013844
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－４０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－４０　バンド式 φ４００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門
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規格（簡易）水門【公表価格】 1605013862
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－４５ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）４５０ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－４５　バンド式 φ４５０ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013864
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－５０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）５００ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－５０　バンド式 φ５００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013846
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－６０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－６０　バンド式 φ６００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013848
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－７０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）７００ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－７０　バンド式 φ７００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013850
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－８０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）８００ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－８０　バンド式 φ８００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013866
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－９０ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）９００ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－９０　バンド式 φ９００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013852
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－１００ バンド式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）１，０００ｍｍ 扉体材質　ステ
ンレス 開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－１００　バンド式 φ１０００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013868
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－１５Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）１５０ｍｍ 扉体材質　ステン
レス 開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－１５Ｔ　アンカー式 φ１５０ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013870
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－２０Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）２００ｍｍ 扉体材質　ステン
レス 開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－２０Ｔ　アンカー式 φ２００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013872
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－２５Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）２５０ｍｍ 扉体材質　ステン
レス 開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－２５Ｔ　アンカー式 φ２５０ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013874
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－３０Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　ステン
レス 開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－３０Ｔ　アンカー式 φ３００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013876
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－３５Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）３５０ｍｍ 扉体材質　ステン
レス 開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－３５Ｔ　アンカー式 φ３５０ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013878
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－４０Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材質　ステン
レス 開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－４０Ｔ　アンカー式 φ４００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013880
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－４５Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）４５０ｍｍ 扉体材質　ステン
レス 開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－４５Ｔ　アンカー式 φ４５０ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013882
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－５０Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）５００ｍｍ 扉体材質　ステン
レス 開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－５０Ｔ　アンカー式 φ５００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013884
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－６０Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質　ステン
レス 開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－６０Ｔ　アンカー式 φ６００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013886
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－７０Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）７００ｍｍ 扉体材質　ステン
レス 開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－７０Ｔ　アンカー式 φ７００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013888
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－８０Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）８００ｍｍ 扉体材質　ステン
レス 開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－８０Ｔ　アンカー式 φ８００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門
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規格（簡易）水門【公表価格】 1605013890
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－９０Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）９００ｍｍ 扉体材質　ステン
レス 開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－９０Ｔ　アンカー式 φ９００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013892
規格（簡易）水門 ＤＨＦ－１００Ｔ アンカー式ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）１，０００ｍｍ 扉体材質
ステンレス 開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＨＦ－１００Ｔ　アンカー式 φ１０００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013894
規格（簡易）水門 ＤＫＦ－２０Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）２００ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＫＦ－２０Ｔ　港湾型 φ２００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013896
規格（簡易）水門 ＤＫＦ－２５Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）２５０ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＫＦ－２５Ｔ　港湾型 φ２５０ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013898
規格（簡易）水門 ＤＫＦ－３０Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＫＦ－３０Ｔ　港湾型 φ３００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013900
規格（簡易）水門 ＤＫＦ－３５Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）３５０ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＫＦ－３５Ｔ　港湾型 φ３５０ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013902
規格（簡易）水門 ＤＫＦ－４０Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＫＦ－４０Ｔ　港湾型 φ４００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013904
規格（簡易）水門 ＤＫＦ－４５Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）４５０ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＫＦ－４５Ｔ　港湾型 φ４５０ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013906
規格（簡易）水門 ＤＫＦ－５０Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）５００ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＫＦ－５０Ｔ　港湾型 φ５００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013908
規格（簡易）水門 ＤＫＦ－６０Ｔ 港湾型ヒュームフラップ 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質　ステンレス
開閉機　不要 大和エンジニヤリング

ＤＫＦ－６０Ｔ　港湾型 φ６００ｍｍ　ＳＵＳ　大和 基 336 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017002
規格（簡易）水門 Ｆ１－１００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）１００ｍｍ 扉体材質　合成樹脂 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ１－１００　フラップ φ１００ｍｍ　合成樹脂　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017004
規格（簡易）水門 Ｆ１－１５０ フラップ 扉体有効寸法　（φ）１５０ｍｍ 扉体材質　合成樹脂 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ１－１５０　フラップ φ１５０ｍｍ　合成樹脂　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017006
規格（簡易）水門 Ｆ１－２００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）２００ｍｍ 扉体材質　合成樹脂 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ１－２００　フラップ φ２００ｍｍ　合成樹脂　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017008
規格（簡易）水門 Ｆ１－２５０ フラップ 扉体有効寸法　（φ）２５０ｍｍ 扉体材質　合成樹脂 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ１－２５０　フラップ φ２５０ｍｍ　合成樹脂　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017010
規格（簡易）水門 Ｆ１－３００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　合成樹脂 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ１－３００　フラップ φ３００ｍｍ　合成樹脂　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017012
規格（簡易）水門 Ｆ２－２００ フラップ 扉体有効寸法　（□）２００ｍｍ 扉体材質　合成樹脂 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ２－２００　フラップ □２００ｍｍ　合成樹脂　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017014
規格（簡易）水門 Ｆ２－３００ フラップ 扉体有効寸法　（□）３００ｍｍ 扉体材質　合成樹脂 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ２－３００　フラップ □３００ｍｍ　合成樹脂　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017016
規格（簡易）水門 Ｆ２－４００ フラップ 扉体有効寸法　（□）４００ｍｍ 扉体材質　合成樹脂 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ２－４００　フラップ □４００ｍｍ　合成樹脂　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門
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規格（簡易）水門【公表価格】 1605017018
規格（簡易）水門 Ｆ２－６００ フラップ 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質　合成樹脂 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ２－６００　フラップ □６００ｍｍ　合成樹脂　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017020
規格（簡易）水門 Ｆ２－８００ フラップ 扉体有効寸法　（□）８００ｍｍ 扉体材質　合成樹脂 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ２－８００　フラップ □８００ｍｍ　合成樹脂　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017022
規格（簡易）水門 Ｆ２－１０００ フラップ 扉体有効寸法　（□）１，０００ｍｍ 扉体材質　合成樹脂 開閉機　不要
中部美化企業

Ｆ２－１０００　フラップ □１０００ｍｍ　合成樹脂　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017024
規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＴ－１００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）１００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ８ＭＴ－１００　フラップ φ１００ｍｍ　鋼製　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017026
規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＴ－１５０ フラップ 扉体有効寸法　（φ）１５０ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ８ＭＴ－１５０　フラップ φ１５０ｍｍ　鋼製　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017028
規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＴ－２００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）２００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ８ＭＴ－２００　フラップ φ２００ｍｍ　鋼製　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017030
規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＴ－２５０ フラップ 扉体有効寸法　（φ）２５０ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ８ＭＴ－２５０　フラップ φ２５０ｍｍ　鋼製　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017032
規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＴ－３００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ８ＭＴ－３００　フラップ φ３００ｍｍ　鋼製　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017034
規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＴ－４００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ８ＭＴ－４００　フラップ φ４００ｍｍ　鋼製　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017036
規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＴ－６００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　不要 中部
美化企業

Ｆ８ＭＴ－６００　フラップ φ６００ｍｍ　鋼製　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017038
規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＳ－１００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）１００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要
中部美化企業

Ｆ８ＭＳ－１００　フラップ φ１００ｍｍ　ＳＵＳ　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017040
規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＳ－１５０ フラップ 扉体有効寸法　（φ）１５０ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要
中部美化企業

Ｆ８ＭＳ－１５０　フラップ φ１５０ｍｍ　ＳＵＳ　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017042
規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＳ－２００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）２００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要
中部美化企業

Ｆ８ＭＳ－２００　フラップ φ２００ｍｍ　ＳＵＳ　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017044
規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＳ－２５０ フラップ 扉体有効寸法　（φ）２５０ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要
中部美化企業

Ｆ８ＭＳ－２５０　フラップ φ２５０ｍｍ　ＳＵＳ　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017046
規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＳ－３００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要
中部美化企業

Ｆ８ＭＳ－３００　フラップ φ３００ｍｍ　ＳＵＳ　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017048
規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＳ－４００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要
中部美化企業

Ｆ８ＭＳ－４００　フラップ φ４００ｍｍ　ＳＵＳ　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017050
規格（簡易）水門 Ｆ８ＭＳ－６００ フラップ 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不要
中部美化企業

Ｆ８ＭＳ－６００　フラップ φ６００ｍｍ　ＳＵＳ　中部 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012456
規格（簡易）水門 ＦＳＰ－１０００ スルース 扉体有効寸法　（□）１，０００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不含
ヒビ

ＦＳＰ－１０００　スルース □１０００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門
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規格（簡易）水門【公表価格】 1605012458
規格（簡易）水門 ＦＳＰ－１２００ スルース 扉体有効寸法　（□）１，２００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不含
ヒビ

ＦＳＰ－１２００　スルース □１２００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012460
規格（簡易）水門 ＦＳＰ－１４００ スルース 扉体有効寸法　（□）１，４００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不含
ヒビ

ＦＳＰ－１４００　スルース □１４００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012462
規格（簡易）水門 ＦＳＰ－１６００ スルース 扉体有効寸法　（□）１，６００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不含
ヒビ

ＦＳＰ－１６００　スルース □１６００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012464
規格（簡易）水門 ＦＳＰ－１８００ スルース 扉体有効寸法　（□）１，８００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不含
ヒビ

ＦＳＰ－１８００　スルース □１８００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012466
規格（簡易）水門 ＦＳＰ－２０００ スルース 扉体有効寸法　（□）２，０００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不含
ヒビ

ＦＳＰ－２０００　スルース □２０００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012468
規格（簡易）水門 ＦＳＷ－１０００ スイング 扉体有効寸法　（□φ）１，０００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不
要 ヒビ

ＦＳＷ－１０００　スイング □φ１０００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012470
規格（簡易）水門 ＦＳＷ－１２００ スイング 扉体有効寸法　（□φ）１，２００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不
要 ヒビ

ＦＳＷ－１２００　スイング □φ１２００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012472
規格（簡易）水門 ＦＳＷ－１４００ スイング 扉体有効寸法　（□φ）１，４００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不
要 ヒビ

ＦＳＷ－１４００　スイング □φ１４００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012474
規格（簡易）水門 ＦＳＷ－１６００ スイング 扉体有効寸法　（□φ）１，６００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不
要 ヒビ

ＦＳＷ－１６００　スイング □φ１６００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012476
規格（簡易）水門 ＦＳＷ－１８００ スイング 扉体有効寸法　（□φ）１，８００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不
要 ヒビ

ＦＳＷ－１８００　スイング □φ１８００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012478
規格（簡易）水門 ＦＳＷ－２０００ スイング 扉体有効寸法　（□φ）２，０００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不
要 ヒビ

ＦＳＷ－２０００　スイング □φ２０００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012480
規格（簡易）水門 ＦＦ－１０００ フラップ 扉体有効寸法　（□φ）１，０００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要
ヒビ

ＦＦ－１０００　フラップ □φ１０００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012482
規格（簡易）水門 ＦＦ－１２００ フラップ 扉体有効寸法　（□φ）１，２００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要
ヒビ

ＦＦ－１２００　フラップ □φ１２００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012484
規格（簡易）水門 ＦＦ－１４００ フラップ 扉体有効寸法　（□φ）１，４００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要
ヒビ

ＦＦ－１４００　フラップ □φ１４００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012486
規格（簡易）水門 ＦＦ－１６００ フラップ 扉体有効寸法　（□φ）１，６００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要
ヒビ

ＦＦ－１６００　フラップ □φ１６００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012488
規格（簡易）水門 ＦＦ－１８００ フラップ 扉体有効寸法　（□φ）１，８００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要
ヒビ

ＦＦ－１８００　フラップ □φ１８００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605012490
規格（簡易）水門 ＦＦ－２０００ フラップ 扉体有効寸法　（□φ）２，０００ｍｍ 扉体材質　ＦＲＰ 開閉機　不要
ヒビ

ＦＦ－２０００　フラップ □φ２０００ｍｍ　ＦＲＰ　ヒビ 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017202
規格（簡易）水門 ＷＬ－１５０Ｒ－４００ スルース（簡易式） 扉体有効寸法　（□φ）１５０ｍｍ 扉体材質　ステ
ンレス 開閉機　含 フロントゲート

ＷＬ－１５０Ｒ－４００スルース □φ１５０ｍｍ　ＳＵＳフロント 基 337 ○ ○ 1605 水門
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規格（簡易）水門【公表価格】 1605017204
規格（簡易）水門 ＷＬ－２００Ｒ－５００ スルース（簡易式） 扉体有効寸法　（□φ）２００ｍｍ 扉体材質　ステ
ンレス 開閉機　含 フロントゲート

ＷＬ－２００Ｒ－５００スルース □φ２００ｍｍ　ＳＵＳフロント 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605017206
規格（簡易）水門 ＷＬ－２５０Ｒ－６００ スルース（簡易式） 扉体有効寸法　（□φ）２５０ｍｍ 扉体材質　ステ
ンレス 開閉機　含 フロントゲート

ＷＬ－２５０Ｒ－６００スルース □φ２５０ｍｍ　ＳＵＳフロント 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013406
規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法　（□φ）２００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 丸徳
鉄工

アームコ型ゲート　スライド □φ２００ｍｍ　鋳鉄　丸徳 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013408
規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法　（□φ）２５０ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 丸徳
鉄工

アームコ型ゲート　スライド □φ２５０ｍｍ　鋳鉄　丸徳 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013410
規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法　（□φ）３００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 丸徳
鉄工

アームコ型ゲート　スライド □φ３００ｍｍ　鋳鉄　丸徳 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013414
規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法　（□φ）４００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 丸徳
鉄工

アームコ型ゲート　スライド □φ４００ｍｍ　鋳鉄　丸徳 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013418
規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法　（□φ）５００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 丸徳
鉄工

アームコ型ゲート　スライド □φ５００ｍｍ　鋳鉄　丸徳 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013422
規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法　（□φ）６００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 丸徳
鉄工

アームコ型ゲート　スライド □φ６００ｍｍ　鋳鉄　丸徳 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013424
規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法　（□φ）７００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 丸徳
鉄工

アームコ型ゲート　スライド □φ７００ｍｍ　鋳鉄　丸徳 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013426
規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法　（□φ）８００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 丸徳
鉄工

アームコ型ゲート　スライド □φ８００ｍｍ　鋳鉄　丸徳 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013428
規格（簡易）水門 アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法　（□φ）９００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉機　含 丸徳
鉄工

アームコ型ゲート　スライド □φ９００ｍｍ　鋳鉄　丸徳 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013614
規格（簡易）水門 ＭＦＲ－Ａ０３０３ フラップ 扉体有効寸法　（□）３００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要
三重重工業

ＭＦＲ－Ａ０３０３　フラップ □３００ｍｍ　アルミ　三重 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013616
規格（簡易）水門 ＭＦＲ－Ａ０６０６ フラップ 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質　アルミ 開閉機　不要
三重重工業

ＭＦＲ－Ａ０６０６　フラップ □６００ｍｍ　アルミ　三重 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013618
規格（簡易）水門 ＭＦＲ－Ｓ０３０３ フラップ 扉体有効寸法　（□）３００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不
要 三重重工業

ＭＦＲ－Ｓ０３０３　フラップ □３００ｍｍ　ＳＵＳ　三重 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013620
規格（簡易）水門 ＭＦＲ－Ｓ０６０６ フラップ 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質　ステンレス 開閉機　不
要 三重重工業

ＭＦＲ－Ｓ０６０６　フラップ □６００ｍｍ　ＳＵＳ　三重 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013622
規格（簡易）水門 ＭＦＲ－０３０３ フラップ 扉体有効寸法　（□）３００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　不要 三重
重工業

ＭＦＲ－０３０３　フラップ □３００ｍｍ　鋼製　三重 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013624
規格（簡易）水門 ＭＦＲ－０６０６ フラップ 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質　鋼製 開閉機　不要 三重
重工業

ＭＦＲ－０６０６　フラップ □６００ｍｍ　鋼製　三重 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605013626
規格（簡易）水門 ＫＭＳＬ－０６０６Ｆ－３ＰＳ スルース（簡易式） 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質
鋼製 開閉機　含 三重重工業

ＫＭＳＬ－０６０６Ｆ－３ＰＳ □６００ｍｍ　鋼製　三重 基 337 ○ ○ 1605 水門
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規格（簡易）水門【公表価格】 1605013628
規格（簡易）水門 ＫＭＳＬ－０６０６Ｆ－４Ｓ スルース（簡易式） 扉体有効寸法　（□）６００ｍｍ 扉体材質　鋼
製 開閉機　含 三重重工業

ＫＭＳＬ－０６０６Ｆ－４Ｓ □６００ｍｍ　鋼製　三重 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605014002
規格（簡易）水門 ＡＧ－３００ アームコゲート（スルース） 扉体有効寸法　（φ）３００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉
機　含 吉田工機

ＡＧ－３００　アームコゲート φ３００ｍｍ　鋳鉄　吉田 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605014004
規格（簡易）水門 ＡＧ－４００ アームコゲート（スルース） 扉体有効寸法　（φ）４００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉
機　含 吉田工機

ＡＧ－４００　アームコゲート φ４００ｍｍ　鋳鉄　吉田 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605014006
規格（簡易）水門 ＡＧ－５００ アームコゲート（スルース） 扉体有効寸法　（φ）５００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉
機　含 吉田工機

ＡＧ－５００　アームコゲート φ５００ｍｍ　鋳鉄　吉田 基 337 ○ ○ 1605 水門

規格（簡易）水門【公表価格】 1605014008
規格（簡易）水門 ＡＧ－６００ アームコゲート（スルース） 扉体有効寸法　（φ）６００ｍｍ 扉体材質　鋳鉄 開閉
機　含 吉田工機

ＡＧ－６００　アームコゲート φ６００ｍｍ　鋳鉄　吉田 基 337 ○ ○ 1605 水門

巻上機（開閉機）【公表価格】 1605022814 巻上機（開閉機） ＫＦＨ－１ 平巻式 手動式 カナエ 巻上機　平巻式 ＫＦＨ－１　手動式　カナエ 基 337 ○ ○ 1605 水門

巻上機（開閉機）【公表価格】 1605022816 巻上機（開閉機） ＫＦＨ－２ 平巻式 手動式 カナエ 巻上機　平巻式 ＫＦＨ－２　手動式　カナエ 基 337 ○ ○ 1605 水門

巻上機（開閉機）【公表価格】 1605020826 巻上機（開閉機） ＤＫ－ＤＳ－１０ エコン単動式 手動式 大同機工 巻上機　エコン単動式 ＤＫ－ＤＳ－１０　手動式　大同 基 337 ○ ○ 1605 水門

巻上機（開閉機）【公表価格】 1605020828 巻上機（開閉機） ＤＫ－ＤＳ－２０ エコン単動式 手動式 大同機工 巻上機　エコン単動式 ＤＫ－ＤＳ－２０　手動式　大同 基 337 ○ ○ 1605 水門

巻上機（開閉機）【公表価格】 1605020830 巻上機（開閉機） ＤＫ－ＤＷ－２０ エコン複動式 手動式 大同機工 巻上機　エコン複動式 ＤＫ－ＤＷ－２０　手動式　大同 基 337 ○ ○ 1605 水門

巻上機（開閉機）【公表価格】 1605020844 巻上機（開閉機） ＤＫ－ＡＳ－１５ ラック単動式 手動式 大同機工 巻上機　ラック単動式 ＤＫ－ＡＳ－１５　手動式　大同 基 337 ○ ○ 1605 水門

巻上機（開閉機）【公表価格】 1605020846 巻上機（開閉機） ＤＫ－ＡＳ－３０ ラック単動式 手動式 大同機工 巻上機　ラック単動式 ＤＫ－ＡＳ－３０　手動式　大同 基 337 ○ ○ 1605 水門

巻上機（開閉機）【公表価格】 1605020848 巻上機（開閉機） ＤＫ－ＡＳ－５０ ラック単動式 手動式 大同機工 巻上機　ラック単動式 ＤＫ－ＡＳ－５０　手動式　大同 基 337 ○ ○ 1605 水門

巻上機（開閉機）【公表価格】 1605020850 巻上機（開閉機） ＤＫ－ＡＷ－３０ ラック複動式 手動式 大同機工 巻上機　ラック複動式 ＤＫ－ＡＷ－３０　手動式　大同 基 337 ○ ○ 1605 水門

巻上機（開閉機）【公表価格】 1605020852 巻上機（開閉機） ＤＫ－ＡＷ－６０ ラック複動式 手動式 大同機工 巻上機　ラック複動式 ＤＫ－ＡＷ－６０　手動式　大同 基 337 ○ ○ 1605 水門

巻上機（開閉機）【公表価格】 1605023202 巻上機（開閉機） Ｔ－２ 平巻式 手動式 瀧神巧業 巻上機　平巻式 Ｔ－２　手動式　瀧神巧業 基 337 ○ ○ 1605 水門

巻上機（開閉機）【公表価格】 1605023204 巻上機（開閉機） Ｂ－３ ベベル式 手動式 瀧神巧業 巻上機　ベベル式 Ｂ－３　手動式　瀧神巧業 基 337 ○ ○ 1605 水門

巻上機（開閉機）【公表価格】 1605023206 巻上機（開閉機） Ｗ－６ ウォーム式 手動式 瀧神巧業 巻上機　ウォーム式 Ｗ－６　手動式　瀧神巧業 基 337 ○ ○ 1605 水門
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溜池栓【公表価格】 1605010248 溜池栓 １．５ｍＳＵＳチェーン付き （φ）７５ 青銅 アサヒ工業 溜池栓　青銅 １．５ｍＳＵＳ　φ７５アサヒ 基 337 ○ ○ 1605 水門

溜池栓【公表価格】 1605010250 溜池栓 １．５ｍＳＵＳチェーン付き （φ）１５０ 青銅 アサヒ工業 溜池栓　青銅 １．５ｍＳＵＳ　φ１５０アサヒ 基 337 ○ ○ 1605 水門

溜池栓【公表価格】 1605010252 溜池栓 １．５ｍＳＵＳチェーン付き （φ）２００ 鋳鉄 アサヒ工業 溜池栓　鋳鉄 １．５ｍＳＵＳ　φ２００アサヒ 基 337 ○ ○ 1605 水門

溜池栓【公表価格】 1605010254 溜池栓 １．５ｍＳＵＳチェーン付き （φ）３００ 鋳鉄 アサヒ工業 溜池栓　鋳鉄 １．５ｍＳＵＳ　φ３００アサヒ 基 337 ○ ○ 1605 水門

橋梁用床版 1205031010
グレーチング床版 ソリッドタイプ 標準パネル　ＳＳ４００ 施工面積１，０００ｍ２以上で新設橋の場合 日鉄エンジ
ニアリング，ＪＦＥエンジニアリング

橋梁用床版　ソリッドタイプ 標準パネル　ＳＳ４００ ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031011
グレーチング床版 ソリッドタイプ 標準パネル　ＳＭ４９０Ａ 施工面積１，０００ｍ２以上で新設橋の場合 日鉄エン
ジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング

橋梁用床版　ソリッドタイプ 標準パネル　ＳＭ４９０Ａ ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031012
グレーチング床版 ソリッドタイプ 異形パネル　ＳＳ４００ 施工面積１，０００ｍ２以上で新設橋の場合 日鉄エンジ
ニアリング，ＪＦＥエンジニアリング

橋梁用床版　ソリッドタイプ 異形パネル　ＳＳ４００ ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031013
グレーチング床版 ソリッドタイプ 異形パネル　ＳＭ４９０Ａ 施工面積１，０００ｍ２以上で新設橋の場合 日鉄エン
ジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング

橋梁用床版　ソリッドタイプ 異形パネル　ＳＭ４９０Ａ ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031020
グレーチング床版 ソリッドタイプ ハンチ部 施工面積１，０００ｍ２以上で新設橋の場合 日鉄エンジニアリング，Ｊ
ＦＥエンジニアリング

橋梁用床版　ソリッドタイプ ハンチ部 ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031030
グレーチング床版 ソリッドタイプ 地覆側型枠 施工面積１，０００ｍ２以上で新設橋の場合 日鉄エンジニアリング，
ＪＦＥエンジニアリング

橋梁用床版　ソリッドタイプ 地覆側型枠 ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031032
グレーチング床版 ソリッドタイプ 壁高欄側型枠 施工面積１，０００ｍ２以上で新設橋の場合 日鉄エンジニアリン
グ，ＪＦＥエンジニアリング

橋梁用床版　ソリッドタイプ 壁高欄側型枠 ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031014 グレーチング床版 ソリッドタイプ 主部材切欠き加工 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング 橋梁用床版　ソリッドタイプ 主部材切欠き加工 箇所 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031016 グレーチング床版 ソリッドタイプ 排水桝部加工 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング 橋梁用床版　ソリッドタイプ 排水桝部加工 箇所 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031654 グレーチング床版 ソリッドタイプ 点検窓部加工 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング 橋梁用床版　ソリッドタイプ 点検窓部加工 箇所 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031656 グレーチング床版 ソリッドタイプ 壁高欄背面支柱取付補強 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング 橋梁用床版　ソリッドタイプ 壁高欄背面支柱取付補強 箇所 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031040 グレーチング床版 オープンタイプ 本体パネル 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング 橋梁用床版　オープンタイプ 本体パネル ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031042 グレーチング床版 オープンタイプ 受け枠 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング 橋梁用床版　オープンタイプ 受け枠 ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031046 グレーチング床版 オープンタイプ 騒音防止用ゴム（両側） 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング 橋梁用床版　オープンタイプ 騒音防止用ゴム（両側） ｍ 338 ○ ○ 1205 橋けた
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橋梁用床版 1205031048 グレーチング床版 オープンタイプ ボルト固定加工 日鉄エンジニアリング，ＪＦＥエンジニアリング 橋梁用床版　オープンタイプ ボルト固定加工 箇所 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031370 鋼・コンクリート合成床版橋 リバーブリッジ （ＫＣＳＢ） ＪＦＥエンジニアリング，北日本機械，釧路製作所 橋梁用床版　リバーブリッジ ＫＣＳＢ ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031622
鋼・コンクリート合成床版橋 リバーブリッジ 完全溶込み溶接 主桁－主桁（枝桁）　１箇所当たりの加算額 ＪＦＥエ
ンジニアリング，北日本機械，釧路製作所

橋梁用床版　リバーブリッジ 主桁－主桁１箇所当たりの加算額 箇所 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031650
鋼・コンクリート合成床版橋 リバーブリッジ 完全溶込み溶接 主桁－横桁　１箇所当たりの加算額 ＪＦＥエンジニア
リング，北日本機械，釧路製作所

橋梁用床版　リバーブリッジ 主桁－横桁１箇所当たりの加算額 箇所 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版 1205031652
鋼・コンクリート合成床版橋 リバーブリッジ 完全溶込み溶接 底板，腹板　１ｍ当たりの加算額 ＪＦＥエンジニアリ
ング，北日本機械，釧路製作所

橋梁用床版　リバーブリッジ 底板・腹板　１ｍ当たりの加算額 ｍ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031410 鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 本体　ＳＭ４９０Ｙ 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　パネルブリッジ 本体　ＳＭ４９０Ｙ ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031600 鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 側面型枠板（エスフォーム）　地覆用 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　パネルブリッジ 側面型枠板エスフォーム　地覆用 ｍ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031624 鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 斜角７０°未満　本体質量に対する加算額 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　パネルブリッジ 斜角７０度未満　加算額 ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031626
鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 耐候性鋼材仕様　質量および桁高変化エキストラ反映後の加算額 日鉄エ
ンジニアリング

橋梁用床版　パネルブリッジ 耐候性鋼材仕様　加算額 ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031628
鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 垂直補剛材エキストラ　橋長×主桁本数に対する加算額 日鉄エンジニア
リング

橋梁用床版　パネルブリッジ 垂直補剛材エキストラ　加算額 ｍ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031642 鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 全幅員変化エキストラ　本体質量に対する加算額 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　パネルブリッジ 全幅員変化エキストラ　加算額 ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031644 鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 曲線エキストラ　本体質量に対する加算額 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　パネルブリッジ 曲線エキストラ　加算額 ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031646 鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 枝桁エキストラ　枝桁本数に対する加算額 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　パネルブリッジ 枝桁エキストラ　加算額 本 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031648 鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 複合ラーメンエキストラ　主桁本数にする加算額 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　パネルブリッジ 複合ラーメンエキストラ　加算額 本 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031630 鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 桁端部塗装（Ｃ－５塗装系）を行う場合の加算額 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　パネルブリッジ 桁端部塗装　加算額 ｍ２ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031632
鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 桁端部塗装（Ｃ－５塗装系）塗装面積４０ｍ２未満の場合の加算額 日鉄
エンジニアリング

橋梁用床版　パネルブリッジ 桁端部塗装４０ｍ２未満　加算額 式 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031634 角形鋼管床版橋 角太橋　車道橋 普通鋼　□４００ｍｍ 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　車道橋 普通鋼　□４００ｍｍ ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031636 角形鋼管床版橋 角太橋　車道橋 普通鋼　□４５０～５５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　車道橋 普通鋼　□４５０～５５０ｍｍ ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

909 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

橋梁用床版―ブランド品― 1205031470 角形鋼管床版橋 角太橋　車道橋 耐候性鋼　□４００ｍｍ 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　車道橋 耐候性鋼　□４００ｍｍ ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031638 角形鋼管床版橋 角太橋　歩道橋 普通鋼　□４００ｍｍ 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　歩道橋 普通鋼　□４００ｍｍ ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031640 角形鋼管床版橋 角太橋　歩道橋 普通鋼　□４５０～５５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　歩道橋 普通鋼　□４５０～５５０ｍｍ ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031530 角形鋼管床版橋 角太橋　歩道橋 耐候性鋼　□４００ｍｍ 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　歩道橋 耐候性鋼　□４００ｍｍ ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031620 角形鋼管床版橋 角太橋　パネル組立加算額 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋 パネル組立加算額 ｔ 338 ○ ○ 1205 橋けた

橋梁用床版（プレキャストＰＣ床版） 1205031360 ＨＳＬスラブ　高強度軽量 ＩＨＩインフラ建設他 橋梁用床版プレキャストＰＣ床版 ＨＳＬスラブ　高強度軽量 ｍ２ 339 ○ ○ 1205 橋けた

ジョイントフィラー―ブランド品― 1205070002 モルトメール（タイプＪ） １５×１０ｍｍ 橋軸方向，ゴム製 クリヤマ モルトメール タイプＪ　１５×１０ｍｍ ｍ 339 ○ ○ 1205 橋けた

ゴム支承（パッド型） 1209017170
ゴム支承（パッド型） 滑動防止装置対応仕様 製品厚６８ｍｍ ｔｅ１０ｍｍ×３層 滑動防止ソケット・せん断キーは
含まず

ゴム支承パッド滑動防止装置対応 Ｔ６８ｍｍ　１０ｍｍ×３層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017172
ゴム支承（パッド型） 滑動防止装置対応仕様 製品厚７４ｍｍ ｔｅ１２ｍｍ×３層 滑動防止ソケット・せん断キーは
含まず

ゴム支承パッド滑動防止装置対応 Ｔ７４ｍｍ　１２ｍｍ×３層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017174
ゴム支承（パッド型） 滑動防止装置対応仕様 製品厚８０ｍｍ ｔｅ１０ｍｍ×４層 滑動防止ソケット・せん断キーは
含まず

ゴム支承パッド滑動防止装置対応 Ｔ８０ｍｍ　１０ｍｍ×４層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017176
ゴム支承（パッド型） 滑動防止装置対応仕様 製品厚８０ｍｍ ｔｅ１４ｍｍ×３層 滑動防止ソケット・せん断キーは
含まず

ゴム支承パッド滑動防止装置対応 Ｔ８０ｍｍ　１４ｍｍ×３層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017178
ゴム支承（パッド型） 滑動防止装置対応仕様 製品厚８６ｍｍ ｔｅ１６ｍｍ×３層 滑動防止ソケット・せん断キーは
含まず

ゴム支承パッド滑動防止装置対応 Ｔ８６ｍｍ　１６ｍｍ×３層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017180
ゴム支承（パッド型） 滑動防止装置対応仕様 製品厚８８ｍｍ ｔｅ１２ｍｍ×４層 滑動防止ソケット・せん断キーは
含まず

ゴム支承パッド滑動防止装置対応 Ｔ８８ｍｍ　１２ｍｍ×４層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017182
ゴム支承（パッド型） 滑動防止装置対応仕様 製品厚９２ｍｍ ｔｅ１８ｍｍ×３層 滑動防止ソケット・せん断キーは
含まず

ゴム支承パッド滑動防止装置対応 Ｔ９２ｍｍ　１８ｍｍ×３層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017184
ゴム支承（パッド型） 滑動防止装置対応仕様 製品厚９６ｍｍ ｔｅ１４ｍｍ×４層 滑動防止ソケット・せん断キーは
含まず

ゴム支承パッド滑動防止装置対応 Ｔ９６ｍｍ　１４ｍｍ×４層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017186
ゴム支承（パッド型） 滑動防止装置対応仕様 製品厚１０２ｍｍ ｔｅ１２ｍｍ×５層 滑動防止ソケット・せん断キー
は含まず

ゴム支承パッド滑動防止装置対応 Ｔ１０２ｍｍ　１２ｍｍ×５層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017188
ゴム支承（パッド型） 滑動防止装置対応仕様 製品厚１０４ｍｍ ｔｅ１６ｍｍ×４層 滑動防止ソケット・せん断キー
は含まず

ゴム支承パッド滑動防止装置対応 Ｔ１０４ｍｍ　１６ｍｍ×４層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017190
ゴム支承（パッド型） 滑動防止装置対応仕様 製品厚１１２ｍｍ ｔｅ１８ｍｍ×４層 滑動防止ソケット・せん断キー
は含まず

ゴム支承パッド滑動防止装置対応 Ｔ１１２ｍｍ　１８ｍｍ×４層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材
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ゴム支承（パッド型） 1209017192
ゴム支承（パッド型） 滑動防止装置対応仕様 製品厚１２０ｍｍ ｔｅ２０ｍｍ×４層 滑動防止ソケット・せん断キー
は含まず

ゴム支承パッド滑動防止装置対応 Ｔ１２０ｍｍ　２０ｍｍ×４層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017194
ゴム支承（パッド型） 滑動防止装置対応仕様 製品厚１３２ｍｍ ｔｅ１８ｍｍ×５層 滑動防止ソケット・せん断キー
は含まず

ゴム支承パッド滑動防止装置対応 Ｔ１３２ｍｍ　１８ｍｍ×５層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017196
ゴム支承（パッド型） 滑動防止装置対応仕様 製品厚１４２ｍｍ ｔｅ２０ｍｍ×５層 滑動防止ソケット・せん断キー
は含まず

ゴム支承パッド滑動防止装置対応 Ｔ１４２ｍｍ　２０ｍｍ×５層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017005 ゴム支承（パッド型） 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚５９ｍｍ ｔｅ１０ｍｍ×３層 ゴム支承パッド型平成１６年度版 Ｔ５９ｍｍ　１０ｍｍ×３層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017010 ゴム支承（パッド型） 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚６５ｍｍ ｔｅ１２ｍｍ×３層 ゴム支承パッド型平成１６年度版 Ｔ６５ｍｍ　１２ｍｍ×３層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017015 ゴム支承（パッド型） 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚７１ｍｍ ｔｅ１０ｍｍ×４層 ゴム支承パッド型平成１６年度版 Ｔ７１ｍｍ　１０ｍｍ×４層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017020 ゴム支承（パッド型） 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚７１ｍｍ ｔｅ１４ｍｍ×３層 ゴム支承パッド型平成１６年度版 Ｔ７１ｍｍ　１４ｍｍ×３層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017025 ゴム支承（パッド型） 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚７７ｍｍ ｔｅ１６ｍｍ×３層 ゴム支承パッド型平成１６年度版 Ｔ７７ｍｍ　１６ｍｍ×３層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017030 ゴム支承（パッド型） 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚７９ｍｍ ｔｅ１２ｍｍ×４層 ゴム支承パッド型平成１６年度版 Ｔ７９ｍｍ　１２ｍｍ×４層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017035 ゴム支承（パッド型） 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚８３ｍｍ ｔｅ１８ｍｍ×３層 ゴム支承パッド型平成１６年度版 Ｔ８３ｍｍ　１８ｍｍ×３層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017040 ゴム支承（パッド型） 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚８７ｍｍ ｔｅ１４ｍｍ×４層 ゴム支承パッド型平成１６年度版 Ｔ８７ｍｍ　１４ｍｍ×４層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017045 ゴム支承（パッド型） 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚９３ｍｍ ｔｅ１２ｍｍ×５層 ゴム支承パッド型平成１６年度版 Ｔ９３ｍｍ　１２ｍｍ×５層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017050 ゴム支承（パッド型） 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚９５ｍｍ ｔｅ１６ｍｍ×４層 ゴム支承パッド型平成１６年度版 Ｔ９５ｍｍ　１６ｍｍ×４層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017055 ゴム支承（パッド型） 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚１０３ｍｍ ｔｅ１８ｍｍ×４層 ゴム支承パッド型平成１６年度版 Ｔ１０３ｍｍ　１８ｍｍ×４層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017060 ゴム支承（パッド型） 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚１１１ｍｍ ｔｅ２０ｍｍ×４層 ゴム支承パッド型平成１６年度版 Ｔ１１１ｍｍ　２０ｍｍ×４層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017065 ゴム支承（パッド型） 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚１２３ｍｍ ｔｅ１８ｍｍ×５層 ゴム支承パッド型平成１６年度版 Ｔ１２３ｍｍ　１８ｍｍ×５層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017070 ゴム支承（パッド型） 平成１６年度版支承便覧仕様 製品厚１３３ｍｍ ｔｅ２０ｍｍ×５層 ゴム支承パッド型平成１６年度版 Ｔ１３３ｍｍ　２０ｍｍ×５層 ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209019002
ゴム支承（パッド型） 帯状ゴム支承 製品厚２３ｍｍ ｔｅ１０ｍｍ×２層 平面寸法（ｂ）１５０ｍｍ（ａ）１０００
ｍｍ

ゴム支承パッド型　帯状　Ｔ２３ ｔｅ１０ｍｍ×２層　ｂ１５０ 枚 339 ○ ○ 1209 支承材
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ゴム支承（パッド型） 1209019004
ゴム支承（パッド型） 帯状ゴム支承 製品厚３３ｍｍ ｔｅ１５ｍｍ×２層 平面寸法（ｂ）１５０ｍｍ（ａ）１０００
ｍｍ

ゴム支承パッド型　帯状　Ｔ３３ ｔｅ１５ｍｍ×２層　ｂ１５０ 枚 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209019006
ゴム支承（パッド型） 帯状ゴム支承 製品厚４２ｍｍ ｔｅ１２ｍｍ×３層 平面寸法（ｂ）２００ｍｍ（ａ）１０００
ｍｍ

ゴム支承パッド型　帯状　Ｔ４２ ｔｅ１２ｍｍ×３層　ｂ２００ 枚 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017802 ゴム支承（パッド型） 滑動防止装置 滑動防止ソケット φ７０ｍｍ×４０ｍｍ ＳＧめっき ゴム支承パッド型　滑動防止装置 滑動防止ソケット　径７０×４０ 個 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017804 ゴム支承（パッド型） 滑動防止装置 せん断キー φ４６ｍｍ×２５ｍｍ ＳＧめっき・全ねじボルト含む ゴム支承パッド型　滑動防止装置 せん断キー　径４６×２５ 個 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018706 ゴム支承（パッド型） コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＣＲ（クロロプレンゴム） 単層　１０ｍｍ ゴム支承　コンクリヒンジ用 ＣＲ　単層　１０ｍｍ ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018707 ゴム支承（パッド型） コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＣＲ（クロロプレンゴム） 単層　２０ｍｍ ゴム支承　コンクリヒンジ用 ＣＲ　単層　２０ｍｍ ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018708 ゴム支承（パッド型） コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＣＲ（クロロプレンゴム） 単層　３０ｍｍ ゴム支承　コンクリヒンジ用 ＣＲ　単層　３０ｍｍ ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018710 ゴム支承（パッド型） コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＣＲ（クロロプレンゴム） 単層　５０ｍｍ ゴム支承　コンクリヒンジ用 ＣＲ　単層　５０ｍｍ ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018702 ゴム支承（パッド型） コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ（スチレン・ブタジエンゴム） 単層　１０ｍｍ ゴム支承　コンクリヒンジ用 ＳＢＲ　単層　１０ｍｍ ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018704 ゴム支承（パッド型） コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ（スチレン・ブタジエンゴム） 単層　３０ｍｍ ゴム支承　コンクリヒンジ用 ＳＢＲ　単層　３０ｍｍ ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209013505
ゴム支承（パッド型） コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ネオプラス（硬質ゴム） 単層　１０ｍｍ 東京ファブリック工
業

ゴム支承　コンクリヒンジ用 ネオプラス　硬質　単層１０ｍｍ ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209013565 ゴム支承（パッド型） コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＣＲスポンジ 単層　１０ｍｍ ゴム支承　コンクリヒンジ用 ＣＲスポンジ　単層　１０ｍｍ ｍ２ 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018202 ゴム支承（パッド型） 孔加工費 厚み１０ｍｍ以下 径３０ｍｍ以下 ゴム支承　孔加工費 Ｔ≦１０　径≦３０ 箇所 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018204 ゴム支承（パッド型） 孔加工費 厚み１０ｍｍ以下 径３０ｍｍ超え５０ｍｍ以下 ゴム支承　孔加工費 Ｔ≦１０　３０＜径≦５０ 箇所 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018206 ゴム支承（パッド型） 孔加工費 厚み１０ｍｍ以下 径５０ｍｍ超え１００ｍｍ以下 ゴム支承　孔加工費 Ｔ≦１０　５０＜径≦１００ 箇所 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018208 ゴム支承（パッド型） 孔加工費 厚み１０ｍｍ以下 径１００ｍｍ超え２００ｍｍ以下 ゴム支承　孔加工費 Ｔ≦１０　１００＜径≦２００ 箇所 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018210 ゴム支承（パッド型） 孔加工費 厚み１０ｍｍ超え３０ｍｍ以下 径３０ｍｍ以下 ゴム支承　孔加工費 １０＜Ｔ≦３０　径≦３０ 箇所 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018212 ゴム支承（パッド型） 孔加工費 厚み１０ｍｍ超え３０ｍｍ以下 径３０ｍｍ超え５０ｍｍ以下 ゴム支承　孔加工費 １０＜Ｔ≦３０　３０＜径≦５０ 箇所 339 ○ ○ 1209 支承材

912 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ゴム支承（パッド型） 1209018214 ゴム支承（パッド型） 孔加工費 厚み１０ｍｍ超え３０ｍｍ以下 径５０ｍｍ超え１００ｍｍ以下 ゴム支承孔加工費１０＜Ｔ≦３０ ５０＜径≦１００ 箇所 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018216 ゴム支承（パッド型） 孔加工費 厚み１０ｍｍ超え３０ｍｍ以下 径１００ｍｍ超え２００ｍｍ以下 ゴム支承孔加工費１０＜Ｔ≦３０ １００＜径≦２００ 箇所 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018218 ゴム支承（パッド型） 孔加工費 厚み３０ｍｍ超え５０ｍｍ以下 径３０ｍｍ以下 ゴム支承　孔加工費 ３０＜Ｔ≦５０　径≦３０ 箇所 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018220 ゴム支承（パッド型） 孔加工費 厚み３０ｍｍ超え５０ｍｍ以下 径３０ｍｍ超え５０ｍｍ以下 ゴム支承　孔加工費 ３０＜Ｔ≦５０　３０＜径≦５０ 箇所 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018222 ゴム支承（パッド型） 孔加工費 厚み３０ｍｍ超え５０ｍｍ以下 径５０ｍｍ超え１００ｍｍ以下 ゴム支承孔加工費３０＜Ｔ≦５０ ５０＜径≦１００ 箇所 339 ○ ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209018224 ゴム支承（パッド型） 孔加工費 厚み３０ｍｍ超え５０ｍｍ以下 径１００ｍｍ超え２００ｍｍ以下 ゴム支承孔加工費３０＜Ｔ≦５０ １００＜径≦２００ 箇所 339 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023936 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ４００ｋＮ １０２．１ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力４００ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023937 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ６００ｋＮ １６０．６ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力６００ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023938 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ８００ｋＮ ２２１．９ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力８００ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023939 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） １，０００ｋＮ ２６１．６ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力１０００ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023940 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） １，２５０ｋＮ ３７３．９ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力１２５０ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023941 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） １，５００ｋＮ ４５０．８ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力１５００ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023942 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） １，７５０ｋＮ ５５４．０ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力１７５０ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023943 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ２，０００ｋＮ ６７１．６ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力２０００ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023944 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ２，２５０ｋＮ ７８９．０ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力２２５０ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023945 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ２，５００ｋＮ ９２０．１ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力２５００ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023946 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ２，７５０ｋＮ １０３３．７ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力２７５０ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023947 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ３，０００ｋＮ １２１５．７ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力３０００ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材
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鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023948 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ３，５００ｋＮ １４６１．３ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力３５００ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023949 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ４，０００ｋＮ １７５５．８ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力４０００ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023950 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ４，５００ｋＮ ２０９５．０ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力４５００ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023951 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ５，０００ｋＮ ２４２９．８ｋｇ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力５０００ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023952 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ４００ｋＮ ９５．２ｋｇ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力４００ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023953 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ６００ｋＮ １２２．２ｋｇ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力６００ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023954 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ８００ｋＮ １７０．５ｋｇ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力８００ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023955 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） １，０００ｋＮ ２１３．０ｋｇ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力１０００ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023956 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） １，２５０ｋＮ ２７４．３ｋｇ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力１２５０ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023957 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） １，５００ｋＮ ３２５．９ｋｇ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力１５００ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023958 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） １，７５０ｋＮ ４０２．３ｋｇ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力１７５０ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023959 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ２，０００ｋＮ ４７４．１ｋｇ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力２０００ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023960 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ２，２５０ｋＮ ５７０．３ｋｇ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力２２５０ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023961 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ２，５００ｋＮ ６７２．６ｋｇ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力２５００ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023962 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ２，７５０ｋＮ ７４９．８ｋｇ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力２７５０ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023963 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ３，０００ｋＮ ８７６．７ｋｇ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力３０００ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023964 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ３，５００ｋＮ １０６３．５ｋｇ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力３５００ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023965 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ４，０００ｋＮ １３２２．７ｋｇ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力４０００ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材
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鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023966 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ４，５００ｋＮ １４７３．５ｋｇ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力４５００ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023967 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ｂ） ５，０００ｋＮ １７４４．０ｋｇ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ｂ 反力５０００ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023501
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） ９８０ｋＮ １８３．３ｋｇ ５０４－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっ
き

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力９８０ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023504
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） １，９６０ｋＮ ４３９．２ｋｇ ５０８－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛
めっき

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力１９６０ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023508
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） ２，９４０ｋＮ ７５７．７ｋｇ ５１２－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛
めっき

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力２９４０ｋＮ　固定 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023514
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） ９８０ｋＮ １９１．１ｋｇ ５０４－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっ
き

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力９８０ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023520
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） １，９６０ｋＮ ４３３．７ｋｇ ５０８－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛
めっき

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力１９６０ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023524
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） ２，９４０ｋＮ ７４３．３ｋｇ ５１２－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛
めっき

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力２９４０ｋＮ　可動 基 340 ○ ○ 1209 支承材

橋梁用ＦＲＰ製排水桝―ブランド品― 1203020001 ＦＲＰ排水ます ４４０×５５５×５２０ ３６．５ｋｇ ダイクレ 橋梁関連部材　ＦＲＰ排水ます ４４０×５５５×５２０ダイクレ 基 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用ＦＲＰ製排水桝―ブランド品― 1203020002 ＦＲＰ排水ます ３１０×３８０×４７０ ２０．３ｋｇ ダイクレ 橋梁関連部材　ＦＲＰ排水ます ３１０×３８０×４７０ダイクレ 基 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021001 橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー） Ｇ１ 呼び径２００Ａ　Ｌ＝１７０ｍｍ 軸差±１０ ジャバラ フレキシブルジョイントドレシー Ｇ１　径２００Ａ　Ｌ＝１７０ 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021002 橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー） Ｇ２ 呼び径２００Ａ　Ｌ＝２００ｍｍ 軸差±２０ ジャバラ フレキシブルジョイントドレシー Ｇ２　径２００Ａ　Ｌ＝２００ 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021003 橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー） Ｇ３ 呼び径２００Ａ　Ｌ＝２４０ｍｍ 軸差±３０ ジャバラ フレキシブルジョイントドレシー Ｇ３　径２００Ａ　Ｌ＝２４０ 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021004 橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー） Ｇ４ 呼び径２００Ａ　Ｌ＝２７０ｍｍ 軸差±４０ ジャバラ フレキシブルジョイントドレシー Ｇ４　径２００Ａ　Ｌ＝２７０ 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021005 橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー） Ｇ５ 呼び径２００Ａ　Ｌ＝３００ｍｍ 軸差±５０ ジャバラ フレキシブルジョイントドレシー Ｇ５　径２００Ａ　Ｌ＝３００ 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021006 橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー） Ｇ６ 呼び径２００Ａ　Ｌ＝３２０ｍｍ 軸差±６０ ジャバラ フレキシブルジョイントドレシー Ｇ６　径２００Ａ　Ｌ＝３２０ 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021007 橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー） Ｇ７ 呼び径２００Ａ　Ｌ＝３４０ｍｍ 軸差±７０ ジャバラ フレキシブルジョイントドレシー Ｇ７　径２００Ａ　Ｌ＝３４０ 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021008 橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー） Ｇ８ 呼び径２００Ａ　Ｌ＝３６０ｍｍ 軸差±８０ ジャバラ フレキシブルジョイントドレシー Ｇ８　径２００Ａ　Ｌ＝３６０ 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021009 橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー） Ｇ９ 呼び径２００Ａ　Ｌ＝３７５ｍｍ 軸差±９０ ジャバラ フレキシブルジョイントドレシー Ｇ９　径２００Ａ　Ｌ＝３７５ 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021010
橋梁排水管用継手 フレキシブルジョイント（ドレシー） Ｇ１０ 呼び径２００Ａ　Ｌ＝３９０ｍｍ 軸差±１００ ジャ
バラ

フレキシブルジョイントドレシー Ｇ１０　径２００Ａ　Ｌ＝３９０ 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021201 橋梁排水管用継手 ＤＢ型可とう継手 Ｓ型 呼び径１５０Ａ　Ｌ＝３７０ｍｍ　黒 ノナガセ ＤＢ型可とう継手　Ｓ型 径１５０Ａ　Ｌ＝３７０　黒 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021202 橋梁排水管用継手 ＤＢ型可とう継手 Ｓ型 呼び径２００Ａ　Ｌ＝５００ｍｍ　黒 ノナガセ ＤＢ型可とう継手　Ｓ型 径２００Ａ　Ｌ＝５００　黒 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021203 橋梁排水管用継手 ＤＢ型可とう継手 Ｗ型 呼び径１５０Ａ　Ｌ＝７４０ｍｍ　黒 ノナガセ ＤＢ型可とう継手　Ｗ型 径１５０Ａ　Ｌ＝７４０　黒 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021204 橋梁排水管用継手 ＤＢ型可とう継手 Ｗ型 呼び径２００Ａ　Ｌ＝１，０００ｍｍ　黒 ノナガセ ＤＢ型可とう継手　Ｗ型 径２００Ａ　Ｌ＝１０００　黒 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021405
橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント Ｒ型（Ｒ－１） 呼び径２００Ａ　Ｌ＝１４７ｍｍ 軸差±３０ メイコーエンジニ
ヤリング

ＭＥＣジョイント　Ｒ－１ 径２００Ａ　Ｌ＝１４７ 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021406
橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント Ｒ型（Ｒ－２） 呼び径２００Ａ　Ｌ＝２１４ｍｍ 軸差±６０ メイコーエンジニ
ヤリング

ＭＥＣジョイント　Ｒ－２ 径２００Ａ　Ｌ＝２１４ 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021413
橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント ＪＡ型（ＪＡ－１） 呼び径２００Ａ　Ｌ＝５７０．５ｍｍ 軸差±３０ メイコー
エンジニヤリング

ＭＥＣジョイント　ＪＡ－１ 径２００Ａ　Ｌ＝５７０．５ 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021414
橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント ＪＡ型（ＪＡ－２） 呼び径２００Ａ　Ｌ＝６３７．５ｍｍ 軸差±６０ メイコー
エンジニヤリング

ＭＥＣジョイント　ＪＡ－２ 径２００Ａ　Ｌ＝６３７．５ 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022004 排水・導水部材 クイックドレーンⅡ Ｌ＝２００－３００ｍｍ 橋梁メンテナンス クイックドレーン２ Ｌ＝２００－３００ｍｍ 本 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022005 排水・導水部材 クイックドレーンⅡ Ｌ＝３００－５００ｍｍ 橋梁メンテナンス クイックドレーン２ Ｌ＝３００－５００ｍｍ 本 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022006 排水・導水部材 クイックドレーンⅡ Ｌ＝５００－９００ｍｍ 橋梁メンテナンス クイックドレーン２ Ｌ＝５００－９００ｍｍ 本 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022007 排水・導水部材 コンクリートセイバーⅠ型 φ１２ｍｍ 橋梁メンテナンス コンクリートセイバー１型 径１２ｍｍ ｍ 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022008 排水・導水部材 コンクリートセイバーⅡ型 φ１８ｍｍ 橋梁メンテナンス コンクリートセイバー２型 径１８ｍｍ ｍ 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022201 排水・導水部材 ＳＤキャップ スラブドレーン用（新設コンクリート床版用） 秩父産業 ＳＤキャップ スラブドレーン用 個 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022204 排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－２　床版厚２１０～２９０ 秩父産業 スラブドレーン（本体） 標－２　床版厚２１０～２９０ セット 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022205 排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－３　床版厚２４０～３５０ 秩父産業 スラブドレーン（本体） 標－３　床版厚２４０～３５０ セット 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022218 排水・導水部材 フレキシブルチューブ（片ナット） ＳＵＳタイプ　スラブドレーン用（１ｍ以上） 秩父産業 フレキシブル（片ナット） ＳＵＳスラブドレーン用１ｍ以上 ｍ 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022219 排水・導水部材 フレキシブルチューブ（両ナット） ＳＵＳタイプ　スラブドレーン用（１ｍ以上） 秩父産業 フレキシブル（両ナット） ＳＵＳスラブドレーン用１ｍ以上 ｍ 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022220 排水・導水部材 フレキシブルチューブ（片ナット） ＳＵＳタイプ　スラブドレーン用（１ｍ未満） 秩父産業 フレキシブル（片ナット） ＳＵＳスラブドレーン用１ｍ未満 本 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022221 排水・導水部材 フレキシブルチューブ（両ナット） ＳＵＳタイプ　スラブドレーン用（１ｍ未満） 秩父産業 フレキシブル（両ナット） ＳＵＳスラブドレーン用１ｍ未満 本 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022401 排水・導水部材 ＯＫクランプ 板厚３～４０ｍｍ 中大実業 ＯＫクランプ 板厚３～４０ｍｍ 組 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022404 排水・導水部材 クワトロドレーン ＫＤＷ２５０　床版厚２００～２５０ 中大実業 クワトロドレーン ＫＤＷ２５０床版２００～２５０ 本 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022409 排水・導水部材 ジョイントドレーン ＪＤ－Ｐ（Ｃ）（寒冷地仕様） 中大実業 ジョイントドレーン ＪＤ－Ｐ（Ｃ）（寒冷地仕様） 基 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203021205 排水・導水部材 ＰＤパイプ 新設・補修削孔用　φ３４×４００（寒冷地仕様） ノナガセ ＰＤパイプ　新設・補修削孔用 径３４×４００（寒冷地仕様） セット 341 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016002
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６１ｍｍ ＧＹ－Ｓ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 アオイ化学工業

ラバトップジョイント　車道用 ＧＹ－Ｓ－２０　伸縮２０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016004
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間７３．５ｍｍ ＧＹ－Ｓ－２５ 車道用 荷重支持型 市
場単価適用可 アオイ化学工業

ラバトップジョイント　車道用 ＧＹ－Ｓ－２５　伸縮２５ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016015
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間９１．５ｍｍ ＧＹ－Ｓ－３５ 車道用 荷重支持型 市
場単価適用可 アオイ化学工業

ラバトップジョイント　車道用 ＧＹ－Ｓ－３５　伸縮３５ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016020
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０２ｍｍ ＧＹ－Ｓ－５０ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 アオイ化学工業

ラバトップジョイント　車道用 ＧＹ－Ｓ－５０　伸縮５０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016025
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＧＹ－Ｓ－６０ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 アオイ化学工業

ラバトップジョイント　車道用 ＧＹ－Ｓ－６０　伸縮６０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016035
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６１ｍｍ ＧＹ－Ｇ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 耐グレーダー アオイ化学工業

ラバトップジョイント　車道用 ＧＹ－Ｇ－２０　伸縮２０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016040
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間７３．５ｍｍ ＧＹ－Ｇ－２５ 車道用 荷重支持型 市
場単価適用可 耐グレーダー アオイ化学工業

ラバトップジョイント　車道用 ＧＹ－Ｇ－２５　伸縮２５ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016045
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間９１．５ｍｍ ＧＹ－Ｇ－３５ 車道用 荷重支持型 市
場単価適用可 耐グレーダー アオイ化学工業

ラバトップジョイント　車道用 ＧＹ－Ｇ－３５　伸縮３５ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016050
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０２ｍｍ ＧＹ－Ｇ－５０ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 耐グレーダー アオイ化学工業

ラバトップジョイント　車道用 ＧＹ－Ｇ－５０　伸縮５０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016055
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＧＹ－Ｇ－６０ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 耐グレーダー アオイ化学工業

ラバトップジョイント　車道用 ＧＹ－Ｇ－６０　伸縮６０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016060
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６１ｍｍ ＧＹ－Ｈ－２０ 歩道用 荷重支持型 市場単
価適用可 アオイ化学工業

ラバトップジョイント　歩道用 ＧＹ－Ｈ－２０　伸縮２０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016065
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間７３．５ｍｍ ＧＹ－Ｈ－２５ 歩道用 荷重支持型 市
場単価適用可 アオイ化学工業

ラバトップジョイント　歩道用 ＧＹ－Ｈ－２５　伸縮２５ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016070
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間９１．５ｍｍ ＧＹ－Ｈ－３５ 歩道用 荷重支持型 市
場単価適用可 アオイ化学工業

ラバトップジョイント　歩道用 ＧＹ－Ｈ－３５　伸縮３５ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016075
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０２ｍｍ ＧＹ－Ｈ－５０ 歩道用 荷重支持型 市場
単価適用可 アオイ化学工業

ラバトップジョイント　歩道用 ＧＹ－Ｈ－５０　伸縮５０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016080
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＧＹ－Ｈ－６０ 歩道用 荷重支持型 市場
単価適用可 アオイ化学工業

ラバトップジョイント　歩道用 ＧＹ－Ｈ－６０　伸縮６０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016030
橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイント 標準遊間４０ｍｍ ＧＴ・縦型 車道用 突合せ型 市場単価適用可 アオイ化学工
業

ラバトップジョイント　車道用 ＧＴ・縦型 ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019015
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間１８０ｍｍ ＬＲ－２ 車道用 荷重支持型
コンクリート橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　ＣＯ　車道用 ＬＲ－２　伸縮１６０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019020
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量２４０ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＬＲ－３ 車道用 荷重支持型
コンクリート橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　ＣＯ　車道用 ＬＲ－３　伸縮２４０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019005
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４２０ｍｍ ＬＲ－４ 車道用 荷重支持型
コンクリート橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　ＣＯ　車道用 ＬＲ－４　伸縮３２０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019025
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量４００ｍｍ 標準遊間５４０ｍｍ ＬＲ－５ 車道用 荷重支持型
コンクリート橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　ＣＯ　車道用 ＬＲ－５　伸縮４００ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019030
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量４８０ｍｍ 標準遊間６６０ｍｍ ＬＲ－６ 車道用 荷重支持型
コンクリート橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　ＣＯ　車道用 ＬＲ－６　伸縮４８０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019035
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量５６０ｍｍ 標準遊間７８０ｍｍ ＬＲ－７ 車道用 荷重支持型
コンクリート橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　ＣＯ　車道用 ＬＲ－７　伸縮５６０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019045
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間２２０ｍｍ ＬＲ－２ 車道用 荷重支持型
鋼橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　鋼橋　車道用 ＬＲ－２　伸縮１６０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019050
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量２４０ｍｍ 標準遊間３４０ｍｍ ＬＲ－３ 車道用 荷重支持型
鋼橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　鋼橋　車道用 ＬＲ－３　伸縮２４０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019010
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４６０ｍｍ ＬＲ－４ 車道用 荷重支持型
鋼橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　鋼橋　車道用 ＬＲ－４　伸縮３２０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019055
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量４００ｍｍ 標準遊間５８０ｍｍ ＬＲ－５ 車道用 荷重支持型
鋼橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　鋼橋　車道用 ＬＲ－５　伸縮４００ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019060
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量４８０ｍｍ 標準遊間７００ｍｍ ＬＲ－６ 車道用 荷重支持型
鋼橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　鋼橋　車道用 ＬＲ－６　伸縮４８０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019155
橋梁用伸縮装置 ＫＦＣジョイント 伸縮量１２０ｍｍ 標準遊間１５５ｍｍ ＫＦＣ－１２０ 車道用 荷重支持型 川金コ
アテック

ＫＦＣジョイント　車道用 ＫＦＣ－１２０　伸縮１２０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019160
橋梁用伸縮装置 ＫＦＣジョイント 伸縮量１９０ｍｍ 標準遊間２６０ｍｍ ＫＦＣ－１９０ 車道用 荷重支持型 川金コ
アテック

ＫＦＣジョイント　車道用 ＫＦＣ－１９０　伸縮１９０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019165
橋梁用伸縮装置 ＫＦＣジョイント 伸縮量２５０ｍｍ 標準遊間３５０ｍｍ ＫＦＣ－２５０ 車道用 荷重支持型 川金コ
アテック

ＫＦＣジョイント　車道用 ＫＦＣ－２５０　伸縮２５０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016611
橋梁用伸縮装置 ＫＭＳジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８０ｍｍ ＫＭＳⅢ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 橋梁メンテナンス

ＫＭＳジョイント　車道用 ＫＭＳ３－２０ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016613
橋梁用伸縮装置 ＫＭＳジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間８５ｍｍ ＫＭＳⅢ－３５ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 橋梁メンテナンス

ＫＭＳジョイント　車道用 ＫＭＳ３－３５ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016615
橋梁用伸縮装置 ＫＭＳジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＫＭＳⅢ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 橋梁メンテナンス

ＫＭＳジョイント　車道用 ＫＭＳ３－５０ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016674
橋梁用伸縮装置 ＫＭＳジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８０ｍｍ ＫＭＳⅢ－２０Ｄ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 二重止水構造付 橋梁メンテナンス

ＫＭＳジョイント　車道用 ＫＭＳ３－２０Ｄ二重止水構造付 ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016676
橋梁用伸縮装置 ＫＭＳジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間８５ｍｍ ＫＭＳⅢ－３５Ｄ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 二重止水構造付 橋梁メンテナンス

ＫＭＳジョイント　車道用 ＫＭＳ３－３５Ｄ二重止水構造付 ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016678
橋梁用伸縮装置 ＫＭＳジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＫＭＳⅢ－５０Ｄ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 二重止水構造付 橋梁メンテナンス

ＫＭＳジョイント　車道用 ＫＭＳ３－５０Ｄ二重止水構造付 ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016592
橋梁用伸縮装置 ＫＭＡジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間７５ｍｍ ＫＭＡ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 橋梁メンテナンス

ＫＭＡジョイント　車道用 ＫＭＡ－６０　伸縮６０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016594
橋梁用伸縮装置 ＫＭＡジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＫＭＡ－８０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 橋梁メンテナンス

ＫＭＡジョイント　車道用 ＫＭＡ－８０　伸縮８０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016596
橋梁用伸縮装置 ＫＭＡジョイント 伸縮量１１０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＫＭＡ－１１０ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 橋梁メンテナンス

ＫＭＡジョイント　車道用 ＫＭＡ－１１０　伸縮１１０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016598
橋梁用伸縮装置 ＫＭＡジョイント 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間２２５ｍｍ ＫＭＡ－１６０ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 橋梁メンテナンス

ＫＭＡジョイント　車道用 ＫＭＡ－１６０　伸縮１６０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016600
橋梁用伸縮装置 ＫＭＡジョイント 伸縮量２３０ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＫＭＡ－２３０ 車道用 荷重支持型 橋梁メ
ンテナンス

ＫＭＡジョイント　車道用 ＫＭＡ－２３０　伸縮２３０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016652
橋梁用伸縮装置 ＫＭＡジョイント 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４００ｍｍ ＫＭＡ－３２０ 車道用 荷重支持型 橋梁メ
ンテナンス

ＫＭＡジョイント　車道用 ＫＭＡ－３２０　伸縮３２０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016654
橋梁用伸縮装置 ＫＭＡジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間７５ｍｍ ＫＭＡ－６０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 ゴム樋付 橋梁メンテナンス

ＫＭＡジョイント　車道用 ＫＭＡ－６０Ｎ　伸縮６０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016656
橋梁用伸縮装置 ＫＭＡジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＫＭＡ－８０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 ゴム樋付 橋梁メンテナンス

ＫＭＡジョイント　車道用 ＫＭＡ－８０Ｎ　伸縮８０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016658
橋梁用伸縮装置 ＫＭＡジョイント 伸縮量１１０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＫＭＡ－１１０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 ゴム樋付 橋梁メンテナンス

ＫＭＡジョイント　車道用 ＫＭＡ－１１０Ｎ伸縮１１０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016660
橋梁用伸縮装置 ＫＭＡジョイント 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間２２５ｍｍ ＫＭＡ－１６０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 ゴム樋付 橋梁メンテナンス

ＫＭＡジョイント　車道用 ＫＭＡ－１６０Ｎ伸縮１６０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016662
橋梁用伸縮装置 ＫＭＡジョイント 伸縮量２３０ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＫＭＡ－２３０Ｎ 車道用 荷重支持型 ゴム
樋付 橋梁メンテナンス

ＫＭＡジョイント　車道用 ＫＭＡ－２３０Ｎ伸縮２３０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016664
橋梁用伸縮装置 ＫＭＡジョイント 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４００ｍｍ ＫＭＡ－３２０Ｎ 車道用 荷重支持型 ゴム
樋付 橋梁メンテナンス

ＫＭＡジョイント　車道用 ＫＭＡ－３２０Ｎ伸縮３２０ｍｍ ｍ 342 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016576
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間４０ｍｍ ＷＲ－５０ 車道用 突合せ型 橋梁メンテナ
ンス

シーペックジョイント　車道用 ＷＲ－５０　伸縮５０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016567
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４３５ｍｍ Ｗｙ－３２０ 車道用 荷重支持型 橋梁
メンテナンス

シーペックジョイント　車道用 Ｗｙ－３２０　伸縮３２０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016568
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量３００ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＷＰ－３００ 車道用 荷重支持型 橋梁
メンテナンス

シーペックジョイント　車道用 ＷＰ－３００　伸縮３００ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016570
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量３５０ｍｍ 標準遊間４００ｍｍ ＷＰ－３５０ 車道用 荷重支持型 橋梁
メンテナンス

シーペックジョイント　車道用 ＷＰ－３５０　伸縮３５０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016572
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量４００ｍｍ 標準遊間４００ｍｍ ＷＰ－４００ 車道用 荷重支持型 橋梁
メンテナンス

シーペックジョイント　車道用 ＷＰ－４００　伸縮４００ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016574
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量５００ｍｍ 標準遊間５００ｍｍ ＷＰ－５００ 車道用 荷重支持型 橋梁
メンテナンス

シーペックジョイント　車道用 ＷＰ－５００　伸縮５００ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016620
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間７５ｍｍ ＳＰ－６０ＫＭＡ 歩道用 荷重支持型 市場
単価適用可 橋梁メンテナンス

シーペックジョイント　歩道用 ＳＰ－６０ＫＭＡ　伸縮６０ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016622
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＳＰ－８０ＫＭＡ 歩道用 荷重支持型 市
場単価適用可 橋梁メンテナンス

シーペックジョイント　歩道用 ＳＰ－８０ＫＭＡ　伸縮８０ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016624
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量１１０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＳＰ－１１０ＫＭＡ 歩道用 荷重支持
型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス

シーペックジョイント　歩道用 ＳＰ－１１０ＫＭＡ　伸縮１１０ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016626
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間２２５ｍｍ ＳＰ－１６０ＫＭＡ 歩道用 荷重支持
型 市場単価適用可 橋梁メンテナンス

シーペックジョイント　歩道用 ＳＰ－１６０ＫＭＡ　伸縮１６０ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016628
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量２３０ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＳＰ－２３０ＫＭＡ 歩道用 荷重支持
型 橋梁メンテナンス

シーペックジョイント　歩道用 ＳＰ－２３０ＫＭＡ　伸縮２３０ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016629
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４００ｍｍ ＳＰ－３２０ＫＭＡ 歩道用 荷重支持
型 橋梁メンテナンス

シーペックジョイント　歩道用 ＳＰ－３２０ＫＭＡ　伸縮３２０ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203018505
橋梁用伸縮装置 ウェイビーフックジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８２ｍｍ Ｗ・Ｖ－２０ 車道用 荷重支持型 市
場単価適用可 クリエート中川

ウェイビーフックジョイント車道 Ｗ・Ｖ－２０　伸縮２０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203018506
橋梁用伸縮装置 ウェイビーフックジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間２０６ｍｍ Ｗ・Ｖ－１００ 車道用 荷重支
持型 市場単価適用可 クリエート中川

ウェイビーフックジョイント車道 Ｗ・Ｖ－１００　伸縮１００ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203018507
橋梁用伸縮装置 ウェイビーフックジョイント 伸縮量２００ｍｍ 標準遊間３６２ｍｍ Ｗ・Ｖ－２００ 車道用 荷重支
持型 市場単価適用可 クリエート中川

ウェイビーフックジョイント車道 Ｗ・Ｖ－２００　伸縮２００ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203018515
橋梁用伸縮装置 ウェイビーフックデッキジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間８１ｍｍ Ｗ・Ｖ・Ｄ－３０ 車道用 荷
重支持型 クリエート中川

ウェイビーフックデッキジョイン Ｗ・Ｖ・Ｄ－３０　伸縮３０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203018510
橋梁用伸縮装置 ウェルタージョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ Ｗ・Ｔ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 クリエート中川

ウェルタージョイント　車道用 Ｗ・Ｔ－２０　伸縮２０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203018511
橋梁用伸縮装置 ウェルタージョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１６５ｍｍ Ｗ・Ｔ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 クリエート中川

ウェルタージョイント　車道用 Ｗ・Ｔ－６０　伸縮６０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203018512
橋梁用伸縮装置 ウェルタージョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１９０ｍｍ Ｗ・Ｔ－８０ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 クリエート中川

ウェルタージョイント　車道用 Ｗ・Ｔ－８０　伸縮８０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203018525
橋梁用伸縮装置 ウェルターリブジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１４０ｍｍ Ｗ・Ｔ・Ｒ－５０ 車道用 荷重支持
型 市場単価適用可 クリエート中川

ウェルターリブジョイント車道用 Ｗ・Ｔ・Ｒ－５０　伸縮５０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203018520
橋梁用伸縮装置 ノンステップジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間８９ｍｍ Ｎ・Ｓ－３０ 歩道用 荷重支持型 市場単
価適用可 クリエート中川

ノンステップジョイント　歩道用 Ｎ・Ｓ－３０　伸縮３０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019560
橋梁用伸縮装置 ハイブリッドジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６８ｍｍ ＮＳ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 クリテック工業

ハイブリッドジョイント　車道用 ＮＳ－２０　伸縮２０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019509
橋梁用伸縮装置 ハイブリッドジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間１４５ｍｍ Ｓ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 クリテック工業

ハイブリッドジョイント　車道用 Ｓ－３０　伸縮３０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019510
橋梁用伸縮装置 ハイブリッドジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１５５ｍｍ Ｓ－４０ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 クリテック工業

ハイブリッドジョイント　車道用 Ｓ－４０　伸縮４０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019515
橋梁用伸縮装置 ハイブリッドジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１６０ｍｍ Ｓ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 クリテック工業

ハイブリッドジョイント　車道用 Ｓ－５０　伸縮５０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019520
橋梁用伸縮装置 ハイブリッドジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１６０ｍｍ Ｌ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 クリテック工業

ハイブリッドジョイント　車道用 Ｌ－６０　伸縮６０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019525
橋梁用伸縮装置 ハイブリッドジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１６５ｍｍ Ｌ－７０ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 クリテック工業

ハイブリッドジョイント　車道用 Ｌ－７０　伸縮７０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019530
橋梁用伸縮装置 ハイブリッドジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１７０ｍｍ Ｌ－８０ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 クリテック工業

ハイブリッドジョイント　車道用 Ｌ－８０　伸縮８０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019535
橋梁用伸縮装置 ハイブリッドジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８０ｍｍ Ｌ－１００ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 クリテック工業

ハイブリッドジョイント　車道用 Ｌ－１００　伸縮１００ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019565
橋梁用伸縮装置 ハイブリッドジョイント 伸縮量１２５ｍｍ 標準遊間２５７．５ｍｍ ＬＬ－１２５ 車道用 荷重支持
型 市場単価適用可 クリテック工業

ハイブリッドジョイント　車道用 ＬＬ－１２５　伸縮１２５ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019570
橋梁用伸縮装置 ハイブリッドジョイント 伸縮量１５０ｍｍ 標準遊間２８２．５ｍｍ ＬＬ－１５０ 車道用 荷重支持
型 市場単価適用可 クリテック工業

ハイブリッドジョイント　車道用 ＬＬ－１５０　伸縮１５０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019575
橋梁用伸縮装置 ハイブリッドジョイント 伸縮量１７５ｍｍ 標準遊間３０７．５ｍｍ ＬＬ－１７５ 車道用 荷重支持
型 市場単価適用可 クリテック工業

ハイブリッドジョイント　車道用 ＬＬ－１７５　伸縮１７５ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019580
橋梁用伸縮装置 ハイブリッドジョイント 伸縮量３００ｍｍ 標準遊間４８０ｍｍ ３ＬⅡＡ－３００ 車道用 荷重支持
型 クリテック工業

ハイブリッドジョイント　車道用 ３Ｌ２Ａ－３００伸縮３００ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203011705
橋梁用伸縮装置 チューリップジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間５７ｍｍ ＳＪ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 山陽化学

チューリップジョイント　車道用 ＳＪ－２０　伸縮２０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012060
橋梁用伸縮装置 ３ＳジョイントＶ型 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６５ｍｍ ３Ｓ－２０Ｖ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 ショーボンドマテリアル

３ＳジョイントＶ型　車道用 ３Ｓ－２０Ｖ　伸縮２０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012065
橋梁用伸縮装置 ３ＳジョイントＶ型 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７０ｍｍ ３Ｓ－３０Ｖ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 ショーボンドマテリアル

３ＳジョイントＶ型　車道用 ３Ｓ－３０Ｖ　伸縮３０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012067
橋梁用伸縮装置 ３ＳジョイントＶ型 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間８５ｍｍ ３Ｓ－４０Ｖ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 ショーボンドマテリアル

３ＳジョイントＶ型　車道用 ３Ｓ－４０Ｖ　伸縮４０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012070
橋梁用伸縮装置 ＳＴジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間４６ｍｍ ＳＴ－２０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
ショーボンドマテリアル

ＳＴジョイント　車道用 ＳＴ－２０Ｎ　伸縮２０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012160
橋梁用伸縮装置 ＳＴジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間８１ｍｍ ＳＴ－３０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
ショーボンドマテリアル

ＳＴジョイント　車道用 ＳＴ－３０Ｎ　伸縮３０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012010
橋梁用伸縮装置 ＳＴジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間９６ｍｍ ＳＴ－４０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
ショーボンドマテリアル

ＳＴジョイント　車道用 ＳＴ－４０Ｎ　伸縮４０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012165
橋梁用伸縮装置 ＳＴジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１１０ｍｍ ＳＴ－５０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 ショーボンドマテリアル

ＳＴジョイント　車道用 ＳＴ－５０Ｎ　伸縮５０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012035
橋梁用伸縮装置 ＳＴジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１４６ｍｍ ＳＴ－６０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 ショーボンドマテリアル

ＳＴジョイント　車道用 ＳＴ－６０Ｎ　伸縮６０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012075
橋梁用伸縮装置 ＳＴジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１８７ｍｍ ＳＴ－８０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 ショーボンドマテリアル

ＳＴジョイント　車道用 ＳＴ－８０Ｎ　伸縮８０ｍｍ ｍ 343 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017686
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６９ｍｍ ＫＣ－Ａ２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 二重止水付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ２０　伸縮量２０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017688
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間８４ｍｍ ＫＣ－Ａ３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 二重止水付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ３０　伸縮量３０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017690
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間８９ｍｍ ＫＣ－Ａ４０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 二重止水付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ４０　伸縮量４０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017692
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＫＣ－Ａ５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 二重止水付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ５０　伸縮量５０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017694
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３１ｍｍ ＫＣ－Ａ６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 二重止水付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ６０　伸縮量６０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017696
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＫＣ－Ａ７０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 二重止水付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ７０　伸縮量７０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017698
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１５５ｍｍ ＫＣ－Ａ８０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 二重止水付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ８０　伸縮量８０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017700
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間２０５ｍｍ ＹＣ－Ａ１００ 車道用 荷重支持型 二次止
水ゴム樋付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＹＣ－Ａ１００　伸縮量１００ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017702
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量１３０ｍｍ 標準遊間２５０ｍｍ ＹＣ－Ａ１３０ 車道用 荷重支持型 二次止
水ゴム樋付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＹＣ－Ａ１３０　伸縮量１３０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017704
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量１５０ｍｍ 標準遊間２８０ｍｍ ＹＣ－Ａ１５０ 車道用 荷重支持型 二次止
水ゴム樋付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＹＣ－Ａ１５０　伸縮量１５０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017571
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間６０ｍｍ ＳＣ－Ａ３０ 車道用 突合せ型 市場単価適用可
秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＳＣ－Ａ３０　伸縮量３０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017573
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間６０ｍｍ ＳＣ－Ａ３０－ＷＧ 車道用 突合せ型 市場単価
適用可 両側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＳＣ－Ａ３０－ＷＧ　伸縮量３０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012580
橋梁用伸縮装置 ＣＧスチールジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６５ｍｍ ＮＬ－２０Ｆ 車道用 突合せ型 市場単価
適用可 中外道路

ＣＧスチールジョイント　車道用 ＮＬ－２０Ｆ　伸縮２０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012530
橋梁用伸縮装置 ＣＧスチールジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７９ｍｍ ＮＬ－３０Ｆ 車道用 突合せ型 市場単価
適用可 中外道路

ＣＧスチールジョイント　車道用 ＮＬ－３０Ｆ　伸縮３０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012581
橋梁用伸縮装置 ＣＧスチールジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間８６．５ｍｍ ＮＬ－４０Ｆ 車道用 突合せ型 市場
単価適用可 中外道路

ＣＧスチールジョイント　車道用 ＮＬ－４０Ｆ　伸縮４０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012608
橋梁用伸縮装置 ＣＧスチールジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間９４ｍｍ ＮＬ－５０Ｆ 車道用 突合せ型 市場単価
適用可 中外道路

ＣＧスチールジョイント　車道用 ＮＬ－５０Ｆ　伸縮５０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012610
橋梁用伸縮装置 ＣＧスチールジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１０４ｍｍ ＮＬ－６０Ｆ 車道用 突合せ型 市場単
価適用可 中外道路

ＣＧスチールジョイント　車道用 ＮＬ－６０Ｆ　伸縮６０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012588
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８２ｍｍ ＳＧＴｄ－２０ 車道用 荷重支持
型 市場単価適用可 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＳＧＴｄ－２０　伸縮２０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012590
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間８７ｍｍ ＳＧＴｄ－３０ 車道用 荷重支持
型 市場単価適用可 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＳＧＴｄ－３０　伸縮３０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012592
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１１７ｍｍ ＳＧＴｄ－５０ 車道用 荷重支
持型 市場単価適用可 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＳＧＴｄ－５０　伸縮５０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012594
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１５７ｍｍ ＳＧＴｄ－８０ 車道用 荷重支
持型 市場単価適用可 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＳＧＴｄ－８０　伸縮８０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012596
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８７ｍｍ ＳＧＴｄ－１００ 車道用 荷
重支持型 市場単価適用可 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＳＧＴｄ－１００　伸縮１００ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012597
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント 伸縮量１２５ｍｍ 標準遊間２２４．５ｍｍ ＳＧＴｄ－１２５ 車道用
荷重支持型 市場単価適用可 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＳＧＴｄ－１２５　伸縮１２５ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012598
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント 伸縮量１５０ｍｍ 標準遊間２６２ｍｍ ＳＧＴｄ－１５０ 車道用 荷
重支持型 市場単価適用可 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＳＧＴｄ－１５０　伸縮１５０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012604
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント 伸縮量１７５ｍｍ 標準遊間２９９．５ｍｍ ＳＧＴｄ－１７５ 車道用
荷重支持型 市場単価適用可 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＳＧＴｄ－１７５　伸縮１７５ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012606
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント 伸縮量２００ｍｍ 標準遊間３４８ｍｍ ＳＧＴｄ－２００ 車道用 荷
重支持型 市場単価適用可 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＳＧＴｄ－２００　伸縮２００ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012600
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　Ｋ型 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１１１ｍｍ ＳＧＴｄ－Ｋ５０ 車道用
荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント Ｋ型　ＳＧＴｄ－Ｋ５０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012602
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　ＫＫ型 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０５ｍｍ ＳＧＴｄ－ＫＫ５０ 車
道用 荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＫＫ型　ＳＧＴｄ－ＫＫ５０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012512
橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパージョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間３２．５ｍｍ ＭＴＳ－３５ 車道用 突合
せ型 市場単価適用可 中外道路

メタルトップスーパージョイント ＭＴＳ－３５　伸縮３５ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012515
橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパージョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間５０ｍｍ ＭＴＳ－５０ 車道用 突合せ型
市場単価適用可 中外道路

メタルトップスーパージョイント ＭＴＳ－５０　伸縮５０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012517
橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパージョイント 伸縮量９０ｍｍ 標準遊間８０ｍｍ ＭＴＳ－９０ 車道用 突合せ型
市場単価適用可 中外道路

メタルトップスーパージョイント ＭＴＳ－９０　伸縮９０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012582
橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパーＬジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間６２．５ｍｍ ＭＴＳ－３５Ｌ 車道用
荷重支持型 市場単価適用可 中外道路

メタルトップスーパＬジョイント ＭＴＳ－３５Ｌ　伸縮３５ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012583
橋梁用伸縮装置 メタルトップスーパーＬジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間８５ｍｍ ＭＴＳ－５０Ｌ 車道用 荷重
支持型 市場単価適用可 中外道路

メタルトップスーパＬジョイント ＭＴＳ－５０Ｌ　伸縮５０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012584
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８０ｍｍ ＮＬ－２０ＦＬ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 中外道路

メタルガージョイント　車道用 ＮＬ－２０ＦＬ　伸縮２０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012585
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間９９ｍｍ ＮＬ－３０ＦＬ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 中外道路

メタルガージョイント　車道用 ＮＬ－３０ＦＬ　伸縮３０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012586
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＮＬ－４０ＦＬ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 中外道路

メタルガージョイント　車道用 ＮＬ－４０ＦＬ　伸縮４０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012562
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１３５ｍｍ ＮＬ－５０ＦＬ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 中外道路

メタルガージョイント　車道用 ＮＬ－５０ＦＬ　伸縮５０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012563
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１５８ｍｍ ＮＬ－６０ＦＬ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 中外道路

メタルガージョイント　車道用 ＮＬ－６０ＦＬ　伸縮６０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012565
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１７３ｍｍ ＮＬ－７０ＦＬ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 中外道路

メタルガージョイント　車道用 ＮＬ－７０ＦＬ　伸縮７０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012566
橋梁用伸縮装置 ラバエースジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間４０ｍｍ ＲＴＳ－３５ 車道用 突合せ型 市場単価適
用可 中外道路

ラバエースジョイント　車道用 ＲＴＳ－３５　伸縮３５ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012520
橋梁用伸縮装置 ラバエースジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間４５ｍｍ ＲＴＳ－５０ 車道用 突合せ型 市場単価適
用可 中外道路

ラバエースジョイント　車道用 ＲＴＳ－５０　伸縮５０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015210
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６２ｍｍ ＣＤｘ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 誘導板付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－２０　誘導板 ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015215
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７７ｍｍ ＣＤｘ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 誘導板付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－３０　誘導板 ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015220
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＣＤｘ－４０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 誘導板付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－４０　誘導板 ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015225
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０９ｍｍ ＣＤｘ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 誘導板付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－５０　誘導板 ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015230
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３２ｍｍ ＣＤｘ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 誘導板付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－６０　誘導板 ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015267
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１７６ｍｍ ＣＤｘ－８０ 車道用 荷重支持型 誘導板付
東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－８０　誘導板 ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015269
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８６ｍｍ ＣＤｘ－１００ 車道用 荷重支持型 誘導板
付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－１００　誘導板 ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015271
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６２ｍｍ ＣＤｘ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－２０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015273
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７７ｍｍ ＣＤｘ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－３０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015275
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＣＤｘ－４０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－４０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015277
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０９ｍｍ ＣＤｘ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－５０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015279
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３２ｍｍ ＣＤｘ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－６０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015281
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１７６ｍｍ ＣＤｘ－８０ 車道用 荷重支持型 東京ファブ
リック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－８０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015283
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８６ｍｍ ＣＤｘ－１００ 車道用 荷重支持型 東京
ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－１００ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015005
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６２ｍｍ Ｎｘ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 Ｎｘ－２０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015010
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７７ｍｍ Ｎｘ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 Ｎｘ－３０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015035
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ Ｎｘ－４０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 Ｎｘ－４０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015015
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０９ｍｍ Ｎｘ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 Ｎｘ－５０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015016
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３２ｍｍ Ｎｘ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 Ｎｘ－６０ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015265
橋梁用伸縮装置 ＥＰジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間５０ｍｍ ＥＰ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 東京
ファブリック工業

ＥＰジョイント　車道用 ＥＰ　伸縮量３０ｍｍ ｍ 344 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013545
橋梁用伸縮装置 ＳＰジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７５ｍｍ ＳＰ３０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
ニッタ

ＳＰジョイント　車道用 ＳＰ３０Ｎ　伸縮３０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013555
橋梁用伸縮装置 ＳＰジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１１１ｍｍ ＳＰ５０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
ニッタ

ＳＰジョイント　車道用 ＳＰ５０Ｎ　伸縮５０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013565
橋梁用伸縮装置 ＳＰジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１４１ｍｍ ＳＰ７０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
ニッタ

ＳＰジョイント　車道用 ＳＰ７０Ｎ　伸縮７０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013567
橋梁用伸縮装置 ＳＰジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１５４ｍｍ ＳＰ８０Ｎ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
ニッタ

ＳＰジョイント　車道用 ＳＰ８０Ｎ　伸縮８０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013550
橋梁用伸縮装置 ＳＰジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７５ｍｍ ＳＰ３０Ｓ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
誘導板付 ニッタ

ＳＰジョイント　車道用 ＳＰ３０Ｓ　伸縮３０ｍｍ誘導板 ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013560
橋梁用伸縮装置 ＳＰジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１１１ｍｍ ＳＰ５０Ｓ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
誘導板付 ニッタ

ＳＰジョイント　車道用 ＳＰ５０Ｓ　伸縮５０ｍｍ誘導板 ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013570
橋梁用伸縮装置 ＳＰジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１４１ｍｍ ＳＰ７０Ｓ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
誘導板付 ニッタ

ＳＰジョイント　車道用 ＳＰ７０Ｓ　伸縮７０ｍｍ誘導板 ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013590
橋梁用伸縮装置 ＣＷジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６８ｍｍ ＣＷ２０Ｒ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
ニッタ

ＣＷジョイント車道用 ＣＷ２０Ｒ　伸縮２０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013595
橋梁用伸縮装置 ＣＷジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６８ｍｍ ＣＷ２０Ｓ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
誘導板付 ニッタ

ＣＷジョイント車道用 ＣＷ２０Ｓ　伸縮２０ｍｍ誘導板 ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013585 橋梁用伸縮装置 タテメジャー 標準遊間２３０ｍｍ ＬＪ－５０ 車道用 荷重支持型 ニッタ タテメジャー　車道用 ＬＪ－５０ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013530
橋梁用伸縮装置 トランスフレックス 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間３５ｍｍ ＴＦ－Ｓ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
ニッタ

トランスフレックス ＴＦ－Ｓ　伸縮３５ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013532
橋梁用伸縮装置 トランスフレックス 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間５０ｍｍ ＴＦ－Ｓ５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 ニッタ

トランスフレックス ＴＦ－Ｓ５０　伸縮４０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013505
橋梁用伸縮装置 トランスフレックス 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間３５ｍｍ Ｎｏ．３５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 ニッタ

トランスフレックス ＮＯ．３５　伸縮３５ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013510
橋梁用伸縮装置 トランスフレックス 伸縮量４５ｍｍ 標準遊間４５ｍｍ Ｎｏ．４５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 ニッタ

トランスフレックス ＮＯ．４５　伸縮４５ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013515
橋梁用伸縮装置 トランスフレックス 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間５０ｍｍ Ｎｏ．５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 ニッタ

トランスフレックス ＮＯ．５０　伸縮５０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013517
橋梁用伸縮装置 トランスフレックス 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間７０ｍｍ Ｎｏ．６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 ニッタ

トランスフレックス ＮＯ．６０　伸縮６０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013520
橋梁用伸縮装置 トランスフレックス 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間８５ｍｍ Ｎｏ．７０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 ニッタ

トランスフレックス ＮＯ．７０　伸縮７０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013525
橋梁用伸縮装置 トランスフレックス 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ Ｎｏ．８０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 ニッタ

トランスフレックス ＮＯ．８０　伸縮８０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013535
橋梁用伸縮装置 トランスフレックス 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ Ｎｏ．１００ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 ニッタ

トランスフレックス ＮＯ．１００　伸縮１００ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013573 橋梁用伸縮装置 ワンダーフレックス 伸縮量１２０ｍｍ 標準遊間２００ｍｍ ＷＦ２００ 車道用 荷重支持型 ニッタ ワンダーフレックス　車道用 ＷＦ２００　伸縮１２０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013575 橋梁用伸縮装置 ワンダーフレックス 伸縮量２００ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＷＦ３００ 車道用 荷重支持型 ニッタ ワンダーフレックス　車道用 ＷＦ３００　伸縮２００ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013580 橋梁用伸縮装置 ワンダーフレックス 伸縮量２８０ｍｍ 標準遊間４００ｍｍ ＷＦ４００ 車道用 荷重支持型 ニッタ ワンダーフレックス　車道用 ＷＦ４００　伸縮２８０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013010
橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間５０ｍｍ Ｋ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 日本橋梁工業

ダイヤフリージョイント　車道用 Ｋ－５０　伸縮５０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013020
橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間８０ｍｍ Ｋ－８０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 日本橋梁工業

ダイヤフリージョイント　車道用 Ｋ－８０　伸縮７０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013030
橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間２１０ｍｍ Ｋ－２１０ 車道用 荷重支持型 日本
橋梁工業

ダイヤフリージョイント　車道用 Ｋ－２１０　伸縮１００ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013025
橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント 伸縮量１４０ｍｍ 標準遊間２４０ｍｍ Ｋ－２４０ 車道用 荷重支持型 日本
橋梁工業

ダイヤフリージョイント　車道用 Ｋ－２４０　伸縮１４０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015572
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ Ｅ－８０ 車道用 突合せ型 市
場単価適用可 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラージョイント　コンクリ橋 Ｅ－８０　伸縮８０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015574
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間２００ｍｍ Ｅ－１６０ 車道用 荷重支
持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラージョイント　コンクリ橋 Ｅ－１６０　伸縮１６０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015576
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量２４０ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ Ｅ－２４０ 車道用 荷重支
持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラージョイント　コンクリ橋 Ｅ－２４０　伸縮２４０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015578
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４５０ｍｍ Ｅ－３２０ 車道用 荷重支
持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラージョイント　コンクリ橋 Ｅ－３２０　伸縮３２０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015580
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量４００ｍｍ 標準遊間５５０ｍｍ Ｅ－４００ 車道用 荷重支
持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラージョイント　コンクリ橋 Ｅ－４００　伸縮４００ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015582
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量４８０ｍｍ 標準遊間７００ｍｍ Ｅ－４８０ 車道用 荷重支
持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラージョイント　コンクリ橋 Ｅ－４８０　伸縮４８０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015583
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量５６０ｍｍ 標準遊間８００ｍｍ Ｅ－５６０ 車道用 荷重支
持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラージョイント　コンクリ橋 Ｅ－５６０　伸縮５６０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015605
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量６４０ｍｍ 標準遊間９５０ｍｍ Ｅ－６４０ 車道用 荷重支
持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラージョイント　コンクリ橋 Ｅ－６４０　伸縮６４０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015610
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量７２０ｍｍ 標準遊間１１００ｍｍ Ｅ－７２０ 車道用 荷重
支持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラージョイント　コンクリ橋 Ｅ－７２０　伸縮７２０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015584
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ Ｅ－８０ 車道用 突合せ型 市
場単価適用可 鋼橋用 日本鋳造

マウラージョイント　鋼橋用 Ｅ－８０　伸縮８０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015586
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間２００ｍｍ Ｅ－１６０ 車道用 荷重支
持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラージョイント　鋼橋用 Ｅ－１６０　伸縮１６０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015588
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量２４０ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ Ｅ－２４０ 車道用 荷重支
持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラージョイント　鋼橋用 Ｅ－２４０　伸縮２４０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015590
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４５０ｍｍ Ｅ－３２０ 車道用 荷重支
持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラージョイント　鋼橋用 Ｅ－３２０　伸縮３２０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015592
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量４００ｍｍ 標準遊間５５０ｍｍ Ｅ－４００ 車道用 荷重支
持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラージョイント　鋼橋用 Ｅ－４００　伸縮４００ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015594
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量４８０ｍｍ 標準遊間７００ｍｍ Ｅ－４８０ 車道用 荷重支
持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラージョイント　鋼橋用 Ｅ－４８０　伸縮４８０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015596
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量５６０ｍｍ 標準遊間８００ｍｍ Ｅ－５６０ 車道用 荷重支
持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラージョイント　鋼橋用 Ｅ－５６０　伸縮５６０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015598
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量６４０ｍｍ 標準遊間９５０ｍｍ Ｅ－６４０ 車道用 荷重支
持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラージョイント　鋼橋用 Ｅ－６４０　伸縮６４０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015600
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量７２０ｍｍ 標準遊間１１００ｍｍ Ｅ－７２０ 車道用 荷重
支持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラージョイント　鋼橋用 Ｅ－７２０　伸縮７２０ｍｍ ｍ 345 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014540
橋梁用伸縮装置 カップリングジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間２０ｍｍ ＣＳ－２０ 車道用 突合せ型 市場単価適
用可 ピア東海

カップリングジョイント　車道用 ＣＳ－２０　伸縮２０ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014535
橋梁用伸縮装置 カップリングジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間２５ｍｍ ＣＳ－３０ 車道用 突合せ型 市場単価適
用可 ピア東海

カップリングジョイント　車道用 ＣＳ－３０　伸縮３０ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014530
橋梁用伸縮装置 カップリングジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間３０ｍｍ ＣＳ－４０ 車道用 突合せ型 市場単価適
用可 ピア東海

カップリングジョイント　車道用 ＣＳ－４０　伸縮４０ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014545
橋梁用伸縮装置 カップリングジョイント（縦目地） 標準遊間１５ｍｍ ＣＳ－Ｔ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 ピ
ア東海

カップリングジョイント　車道用 ＣＳ－Ｔ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014300
橋梁用伸縮装置 ＳＥＦジョイント１００ 伸縮量１１５ｍｍ 標準遊間２１５ｍｍ ＴＹＰＥ－１１５ 車道用 荷重支持
型 横河ＮＳエンジニアリング

ＳＥＦジョイント１００　車道用 ＴＹＰＥ－１１５伸縮１１５ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014302
橋梁用伸縮装置 ＳＥＦジョイント１００ 伸縮量１８５ｍｍ 標準遊間３２０ｍｍ ＴＹＰＥ－１８５ 車道用 荷重支持
型 横河ＮＳエンジニアリング

ＳＥＦジョイント１００　車道用 ＴＹＰＥ－１８５伸縮１８５ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014304
橋梁用伸縮装置 ＳＥＦジョイント１００ 伸縮量２５５ｍｍ 標準遊間４２５ｍｍ ＴＹＰＥ－２５５ 車道用 荷重支持
型 横河ＮＳエンジニアリング

ＳＥＦジョイント１００　車道用 ＴＹＰＥ－２５５伸縮２５５ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014306
橋梁用伸縮装置 ＳＥＦジョイント１００ 伸縮量３２５ｍｍ 標準遊間５３０ｍｍ ＴＹＰＥ－３２５ 車道用 荷重支持
型 横河ＮＳエンジニアリング

ＳＥＦジョイント１００　車道用 ＴＹＰＥ－３２５伸縮３２５ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014072
橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６０ｍｍ ＹＭＧ－２０ 車道用 突合せ型 市場単
価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン

ハマハイウェイジョイント車道用 ＹＭＧ－２０　伸縮２０ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014089
橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間９５ｍｍ ＹＭＦ－２０ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン

ハマハイウェイジョイント車道用 ＹＭＦ－２０　伸縮２０ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014090
橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＹＭＦ－２５ 車道用 荷重支持型 市
場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン

ハマハイウェイジョイント車道用 ＹＭＦ－２５　伸縮２５ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014092
橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間１０５ｍｍ ＹＭＦ－３５ 車道用 荷重支持型 市
場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン

ハマハイウェイジョイント車道用 ＹＭＦ－３５　伸縮３５ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014094
橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１２５ｍｍ ＹＭＦ－５０ 車道用 荷重支持型 市
場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン

ハマハイウェイジョイント車道用 ＹＭＦ－５０　伸縮５０ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014096
橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１４５ｍｍ ＹＭＦ－６０ 車道用 荷重支持型 市
場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン

ハマハイウェイジョイント車道用 ＹＭＦ－６０　伸縮６０ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014175
橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間９６ｍｍ ＹＨＴ－２０ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン

ハマハイウェイジョイント車道用 ＹＨＴ－２０　伸縮２０ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014180
橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間１０１ｍｍ ＹＨＴ－３０ 車道用 荷重支持型 市
場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン

ハマハイウェイジョイント車道用 ＹＨＴ－３０　伸縮３０ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014185
橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＹＨＴ－５０－Ｎ 車道用 荷重支持
型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン

ハマハイウェイジョイント車道用 ＹＨＴ－５０－Ｎ　伸縮５０ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014190
橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１６０ｍｍ ＹＨＴ－７０－Ｎ 車道用 荷重支持
型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン

ハマハイウェイジョイント車道用 ＹＨＴ－７０－Ｎ　伸縮７０ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014195
橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント 伸縮量９０ｍｍ 標準遊間２００ｍｍ ＹＨＴ－９０－Ｎ 車道用 荷重支持
型 市場単価適用可 横浜ゴムＭＢジャパン

ハマハイウェイジョイント車道用 ＹＨＴ－９０－Ｎ　伸縮９０ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014200
橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間４２ｍｍ ＹＭＮ－１ 歩道用 突合せ型 市場単価
適用可 横浜ゴムＭＢジャパン

ハマハイウェイジョイント歩道用 ＹＭＮ－１　伸縮２０ｍｍ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203019805 橋梁用伸縮装置関連部材 地覆・壁高欄部用 シール材 シリコーン系　プライマー含む シール材 シリコーン系　プライマー含む リットル 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203019810 橋梁用伸縮装置関連部材 地覆・壁高欄部用 バックアップ材 ウレタンフォーム バックアップ材 ウレタンフォーム リットル 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203019815 橋梁用伸縮装置関連部材 地覆・壁高欄部用 バックアップ材 ポリエチレンフォーム バックアップ材 ポリエチレンフォーム リットル 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203019760 乾式止水材 プレスアドラー ＴＹＰＥ－１２５ 中井商工 プレスアドラー ＴＹＰＥ－１２５ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203019762 乾式止水材 プレスアドラー ＴＹＰＥ－２００ 中井商工 プレスアドラー ＴＹＰＥ－２００ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203019764 乾式止水材 プレスアドラー ＴＹＰＥ－３５０ 中井商工 プレスアドラー ＴＹＰＥ－３５０ ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203013600 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．１２ ニッタ バリアレックスＭ Ｎｏ．１２　付属品を含む ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203013605 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．１６ ニッタ バリアレックスＭ Ｎｏ．１６　付属品を含む ｍ 346 ○ ○ 1203 伸縮装置・関連部材

ＰＣ鋼より線 1201023020 ＰＣ鋼より線 ３本より線（異形） ＳＷＰＤ３ 径２．９ｍｍ ０．１５６ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ　Ｇ　３５３６ ＰＣ鋼より線　線材 ３本より線　径２．９ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201027091 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径９．３ｍｍ ０．４０５ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ　Ｇ　３５３６ ＰＣ鋼より線　線材 ７本より線Ａ種　径９．３ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ鋼より線 1201027101 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１０．８ｍｍ ０．５４６ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ　Ｇ　３５３６ ＰＣ鋼より線　線材 ７本より線Ａ種　径１０．８ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201027121 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１２．４ｍｍ ０．７２９ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ　Ｇ　３５３６ ＰＣ鋼より線　線材 ７本より線Ａ種　径１２．４ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201027151 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１５．２ｍｍ １．１０１ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ　Ｇ　３５３６ ＰＣ鋼より線　線材 ７本より線Ａ種　径１５．２ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201027092 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径９．５ｍｍ ０．４３２ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ　Ｇ　３５３６ ＰＣ鋼より線　線材 ７本より線Ｂ種　径９．５ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201027112 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１１．１ｍｍ ０．５８ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ　Ｇ　３５３６ ＰＣ鋼より線　線材 ７本より線Ｂ種　径１１．１ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201027122 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１２．７ｍｍ ０．７７４ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ　Ｇ　３５３６ ＰＣ鋼より線　線材 ７本より線Ｂ種　径１２．７ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201027152 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１５．２ｍｍ １．１０１ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ　Ｇ　３５３６ ＰＣ鋼より線　線材 ７本より線Ｂ種　径１５．２ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029170 ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径１７．８ｍｍ １．６５２ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ　Ｇ　３５３６ ＰＣ鋼より線　線材 １９本より線　径１７．８ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029190 ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径１９．３ｍｍ １．９３１ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ　Ｇ　３５３６ ＰＣ鋼より線　線材 １９本より線　径１９．３ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029210 ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径２１．８ｍｍ ２．４８２ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ　Ｇ　３５３６ ＰＣ鋼より線　線材 １９本より線　径２１．８ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029280 ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径２８．６ｍｍ ４．２２９ｋｇ／ｍ 線材 ＪＩＳ　Ｇ　３５３６ ＰＣ鋼より線　線材 １９本より線　径２８．６ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029518 ＰＣ鋼より線 ３本より線（異形） ＳＷＰＤ３ 径２．９ｍｍ ０．１５６ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼より線　アンボンド加算 ３本より線　径２．９ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029520 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径９．３ｍｍ ０．４０５ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼より線　アンボンド加算 ７本より線Ａ種　径９．３ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029522 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１０．８ｍｍ ０．５４６ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼より線　アンボンド加算 ７本より線Ａ種　径１０．８ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029510 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１２．４ｍｍ ０．７２９ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼より線　アンボンド加算 ７本より線Ａ種　径１２．４ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029512 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１５．２ｍｍ １．１０１ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼より線　アンボンド加算 ７本より線Ａ種　径１５．２ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029524 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径９．５ｍｍ ０．４３２ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼より線　アンボンド加算 ７本より線Ｂ種　径９．５ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029526 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１１．１ｍｍ ０．５８ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼より線　アンボンド加算 ７本より線Ｂ種　径１１．１ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ鋼より線 1201029502 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１２．７ｍｍ ０．７７４ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼より線　アンボンド加算 ７本より線Ｂ種　径１２．７ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029504 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１５．２ｍｍ １．１０１ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼より線　アンボンド加算 ７本より線Ｂ種　径１５．２ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029506 ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径１７．８ｍｍ １．６５２ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼より線　アンボンド加算 １９本より線　径１７．８ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029508 ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径１９．３ｍｍ １．９３１ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼より線　アンボンド加算 １９本より線　径１９．３ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029514 ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径２１．８ｍｍ ２．４８２ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼より線　アンボンド加算 １９本より線　径２１．８ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029516 ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径２８．６ｍｍ ４．２２９ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼より線　アンボンド加算 １９本より線　径２８．６ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029718 ＰＣ鋼より線 ３本より線（異形） ＳＷＰＤ３ 径２．９ｍｍ ０．１５６ｋｇ／ｍ プレグラウト加算 ＰＣ鋼より線　プレグラウト加算 ３本より線　径２．９ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029720 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径９．３ｍｍ ０．４０５ｋｇ／ｍ プレグラウト加算 ＰＣ鋼より線　プレグラウト加算 ７本より線Ａ種　径９．３ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029722 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１０．８ｍｍ ０．５４６ｋｇ／ｍ プレグラウト加算 ＰＣ鋼より線　プレグラウト加算 ７本より線Ａ種　径１０．８ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029702 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１２．４ｍｍ ０．７２９ｋｇ／ｍ プレグラウト加算 ＰＣ鋼より線　プレグラウト加算 ７本より線Ａ種　径１２．４ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029704 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１５．２ｍｍ １．１０１ｋｇ／ｍ プレグラウト加算 ＰＣ鋼より線　プレグラウト加算 ７本より線Ａ種　径１５．２ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029724 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径９．５ｍｍ ０．４３２ｋｇ／ｍ プレグラウト加算 ＰＣ鋼より線　プレグラウト加算 ７本より線Ｂ種　径９．５ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029726 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１１．１ｍｍ ０．５８ｋｇ／ｍ プレグラウト加算 ＰＣ鋼より線　プレグラウト加算 ７本より線Ｂ種　径１１．１ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029706 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１２．７ｍｍ ０．７７４ｋｇ／ｍ プレグラウト加算 ＰＣ鋼より線　プレグラウト加算 ７本より線Ｂ種　径１２．７ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029708 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１５．２ｍｍ １．１０１ｋｇ／ｍ プレグラウト加算 ＰＣ鋼より線　プレグラウト加算 ７本より線Ｂ種　径１５．２ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029710 ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径１７．８ｍｍ １．６５２ｋｇ／ｍ プレグラウト加算 ＰＣ鋼より線　プレグラウト加算 １９本より線　径１７．８ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029712 ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径１９．３ｍｍ １．９３１ｋｇ／ｍ プレグラウト加算 ＰＣ鋼より線　プレグラウト加算 １９本より線　径１９．３ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029714 ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径２１．８ｍｍ ２．４８２ｋｇ／ｍ プレグラウト加算 ＰＣ鋼より線　プレグラウト加算 １９本より線　径２１．８ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ鋼より線 1201029716 ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径２８．６ｍｍ ４．２２９ｋｇ／ｍ プレグラウト加算 ＰＣ鋼より線　プレグラウト加算 １９本より線　径２８．６ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029802 ＰＣ鋼より線 ３本より線（異形） ＳＷＰＤ３ 径２．９ｍｍ ０．１５６ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費 ＰＣ鋼より線　工場切断加工費 ３本より線　径２．９ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029804 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径９．３ｍｍ ０．４０５ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費 ＰＣ鋼より線　工場切断加工費 ７本より線Ａ種　径９．３ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029806 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１０．８ｍｍ ０．５４６ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費 ＰＣ鋼より線　工場切断加工費 ７本より線Ａ種　径１０．８ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029808 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１２．４ｍｍ ０．７２９ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費 ＰＣ鋼より線　工場切断加工費 ７本より線Ａ種　径１２．４ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029810 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ａ種 ＳＷＰＲ７Ａ 径１５．２ｍｍ １．１０１ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費 ＰＣ鋼より線　工場切断加工費 ７本より線Ａ種　径１５．２ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029812 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径９．５ｍｍ ０．４３２ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費 ＰＣ鋼より線　工場切断加工費 ７本より線Ｂ種　径９．５ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029814 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１１．１ｍｍ ０．５８ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費 ＰＣ鋼より線　工場切断加工費 ７本より線Ｂ種　径１１．１ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029816 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１２．７ｍｍ ０．７７４ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費 ＰＣ鋼より線　工場切断加工費 ７本より線Ｂ種　径１２．７ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029818 ＰＣ鋼より線 ７本より線Ｂ種 ＳＷＰＲ７Ｂ 径１５．２ｍｍ １．１０１ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費 ＰＣ鋼より線　工場切断加工費 ７本より線Ｂ種　径１５．２ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029820 ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径１７．８ｍｍ １．６５２ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費 ＰＣ鋼より線　工場切断加工費 １９本より線　径１７．８ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029822 ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径１９．３ｍｍ １．９３１ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費 ＰＣ鋼より線　工場切断加工費 １９本より線　径１９．３ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029824 ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径２１．８ｍｍ ２．４８２ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費 ＰＣ鋼より線　工場切断加工費 １９本より線　径２１．８ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼より線 1201029826 ＰＣ鋼より線 １９本より線 ＳＷＰＲ１９ 径２８．６ｍｍ ４．２２９ｋｇ／ｍ メーカー工場切断加工費 ＰＣ鋼より線　工場切断加工費 １９本より線　径２８．６ｍｍ ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062008
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１１ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062009
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１３ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062010
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１７ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062015
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１９ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ鋼棒 1201062018
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２１ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062020
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２３ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062030
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２６ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062040
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径３２ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062045
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径３６ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062047
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径４０ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062208
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１１ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062209
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１３ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062210
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１７ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062215
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１９ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062218
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２１ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062220
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２３ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062225
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２６ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062230
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径３２ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062235
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径３６ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062240
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径４０ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063008
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１１ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063009
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１３ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ鋼棒 1201063010
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１７ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063015
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１９ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063018
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２１ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063020
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２３ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063030
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２６ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063040
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径３２ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063045
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径３６ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063047
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ １～３ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径４０ｍｍ　１～３ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062048
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１１ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062049
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１３ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062050
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１７ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062055
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１９ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062058
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２１ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062060
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２３ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062070
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２６ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062080
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径３２ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062085
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径３６ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062087
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径４０ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ鋼棒 1201062243
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１１ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062244
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１３ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062245
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１７ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062250
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１９ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062253
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２１ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062255
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２３ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062260
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２６ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062265
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径３２ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062270
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径３６ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062275
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径４０ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063048
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１１ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063049
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１３ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063050
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１７ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063055
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１９ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063058
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２１ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063060
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２３ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063070
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２６ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063080
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径３２ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ鋼棒 1201063085
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径３６ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063087
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ３～４ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径４０ｍｍ　３～４ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062088
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１１ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062089
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１３ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062090
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１７ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062095
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１９ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062098
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２１ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062100
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２３ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062110
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２６ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062120
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径３２ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062125
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径３６ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062127
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径４０ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062278
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１１ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062279
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１３ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062280
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１７ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062285
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１９ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062288
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２１ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062290
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２３ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ鋼棒 1201062295
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２６ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062300
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径３２ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062305
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径３６ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062310
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径４０ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063088
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１１ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063089
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１３ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063090
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１７ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063095
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１９ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063098
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２１ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063100
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２３ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063110
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２６ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063120
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径３２ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063125
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径３６ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063127
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ４～５ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径４０ｍｍ　４～５ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062128
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１１ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062129
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１３ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062130
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１７ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062135
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１９ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ鋼棒 1201062138
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２１ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062140
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２３ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062150
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２６ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062160
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径３２ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062165
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径３６ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062167
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径４０ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062313
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１１ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062314
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１３ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062315
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１７ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062320
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１９ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062323
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２１ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062325
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２３ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062330
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２６ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062335
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径３２ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062340
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径３６ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062345
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径４０ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063128
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１１ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063129
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１３ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ鋼棒 1201063130
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１７ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063135
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１９ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063138
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２１ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063140
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２３ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063150
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２６ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063160
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径３２ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063165
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径３６ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063167
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ５～８ｍ未満 ＪＩＳ　Ｇ
３１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径４０ｍｍ　５～８ｍ未満 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062178
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１
０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１１ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062179
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１３ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062170
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１７ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062175
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１９ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062172
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２１ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062180
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２３ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062190
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２６ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062200
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径３２ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062205
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径３６ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062207
ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径４０ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ鋼棒 1201062348
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１
０９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１１ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062349
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１３ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062350
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１７ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062355
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１９ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062358
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２１ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062360
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２３ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062365
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２６ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062370
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径３２ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062375
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径３６ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201062380
ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１０
９

ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径４０ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063168
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３
１０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１１ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063169
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１
０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１３ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063170
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１
０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１７ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063175
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１
０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１９ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063178
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１
０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２１ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063180
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１
０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２３ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063190
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１
０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２６ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063200
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１
０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径３２ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ鋼棒 1201063205
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１
０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径３６ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201063207
ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ ８ｍ以上 ＪＩＳ　Ｇ　３１
０９

ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径４０ｍｍ　８ｍ以上 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069252 ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１１ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069254 ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１３ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069210 ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１７ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069212 ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径１９ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069264 ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２１ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069214 ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２３ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069216 ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径２６ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069218 ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径３２ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069220 ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径３６ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069222 ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 （ＳＢＰＲ９３０／１０８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種１号 径４０ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069256 ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１１ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069258 ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１３ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069224 ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１７ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069226 ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径１９ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069266 ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２１ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069228 ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２３ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ鋼棒 1201069230 ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径２６ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069232 ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径３２ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069234 ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径３６ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069236 ＰＣ鋼棒 Ｂ種２号 （ＳＢＰＲ９３０／１１８０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｂ種２号 径４０ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069260 ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１１．０ｍｍ ０．７４６ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１１ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069262 ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１３．０ｍｍ １．０４ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１３ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069238 ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１７．０ｍｍ １．７８ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１７ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069240 ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径１９．０ｍｍ ２．２３ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径１９ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069268 ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２１．０ｍｍ ２．７２ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２１ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069242 ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２３．０ｍｍ ３．２６ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２３ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069244 ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径２６．０ｍｍ ４．１７ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径２６ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069246 ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３２．０ｍｍ ６．３１ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径３２ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069248 ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径３６．０ｍｍ ７．９９ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径３６ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201069250 ＰＣ鋼棒 Ｃ種１号 （ＳＢＰＲ１０８０／１２３０） 径４０．０ｍｍ ９．８７ｋｇ／ｍ アンボンド加算 ＰＣ鋼棒　Ｃ種１号 径４０ｍｍ　アンボンド加算 ｋｇ 347 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1205034002 ＰＣ鋼棒 曲げ加工費 ＰＣ鋼棒 曲げ加工費 箇所 347 ○ ○ 1205 橋けた

ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価
格】

1205050502 ピン型落橋防止装置（ブラケット） １８０ｋＮ ２０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業 ピン型落橋防止装置　ブラケット １８０ｋＮ　２０ｔｆ　亜鉛 基 347 ○ ○ 1205 橋けた

ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価
格】

1205050504 ピン型落橋防止装置（ブラケット） ２６０ｋＮ ３０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業 ピン型落橋防止装置　ブラケット ２６０ｋＮ　３０ｔｆ　亜鉛 基 347 ○ ○ 1205 橋けた

ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価
格】

1205050506 ピン型落橋防止装置（ブラケット） ３９０ｋＮ ４０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業 ピン型落橋防止装置　ブラケット ３９０ｋＮ　４０ｔｆ　亜鉛 基 347 ○ ○ 1205 橋けた
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ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価
格】

1205050508 ピン型落橋防止装置（ブラケット） ５７０ｋＮ ６０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業 ピン型落橋防止装置　ブラケット ５７０ｋＮ　６０ｔｆ　亜鉛 基 347 ○ ○ 1205 橋けた

ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価
格】

1205050510 ピン型落橋防止装置（ブラケット） ７３０ｋＮ ７０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業 ピン型落橋防止装置　ブラケット ７３０ｋＮ　７０ｔｆ　亜鉛 基 347 ○ ○ 1205 橋けた

ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価
格】

1205050512 ピン型落橋防止装置（ブラケット） １０００ｋＮ １１０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業 ピン型落橋防止装置　ブラケット １０００ｋＮ　１１０ｔｆ　亜鉛 基 347 ○ ○ 1205 橋けた

ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価
格】

1205050514 ピン型落橋防止装置（ブラケット） １３００ｋＮ １３０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業 ピン型落橋防止装置　ブラケット １３００ｋＮ　１３０ｔｆ　亜鉛 基 347 ○ ○ 1205 橋けた

ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価
格】

1205050516 ピン型落橋防止装置（ブラケット） １５００ｋＮ １６０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業 ピン型落橋防止装置　ブラケット １５００ｋＮ　１６０ｔｆ　亜鉛 基 347 ○ ○ 1205 橋けた

ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価
格】

1205050518 ピン型落橋防止装置（ブラケット） １８００ｋＮ １８０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業 ピン型落橋防止装置　ブラケット １８００ｋＮ　１８０ｔｆ　亜鉛 基 347 ○ ○ 1205 橋けた

ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価
格】

1205050520 ピン型落橋防止装置（ブラケット） １９００ｋＮ ２００ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業 ピン型落橋防止装置　ブラケット １９００ｋＮ　２００ｔｆ　亜鉛 基 347 ○ ○ 1205 橋けた

ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価
格】

1205050522 ピン型落橋防止装置（ブラケット） ２３００ｋＮ ２３０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業 ピン型落橋防止装置　ブラケット ２３００ｋＮ　２３０ｔｆ　亜鉛 基 347 ○ ○ 1205 橋けた

ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価
格】

1205050524 ピン型落橋防止装置（ブラケット） ２７００ｋＮ ２８０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業 ピン型落橋防止装置　ブラケット ２７００ｋＮ　２８０ｔｆ　亜鉛 基 347 ○ ○ 1205 橋けた

ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価
格】

1205050526 ピン型落橋防止装置（ブラケット） ３２００ｋＮ ３２０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業 ピン型落橋防止装置　ブラケット ３２００ｋＮ　３２０ｔｆ　亜鉛 基 347 ○ ○ 1205 橋けた

ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価
格】

1205050528 ピン型落橋防止装置（ブラケット） ３４００ｋＮ ３５０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業 ピン型落橋防止装置　ブラケット ３４００ｋＮ　３５０ｔｆ　亜鉛 基 347 ○ ○ 1205 橋けた

ピン型落橋防止装置（ブラケット）【公表価
格】

1205050530 ピン型落橋防止装置（ブラケット） ４０００ｋＮ ４１０ｔｆ ＯＳＰＡ型 神鋼鋼線工業 ピン型落橋防止装置　ブラケット ４０００ｋＮ　４１０ｔｆ　亜鉛 基 347 ○ ○ 1205 橋けた

ＰＣ用定着装置 1201039260 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 緊張側 １１０，１３０Ｔ型 Ｅ５－７ らせん鉄筋含 ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法緊張側 １１０・１３０Ｔ型　Ｅ５－７ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201039270 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 緊張側 １９５，２２５Ｔ型 Ｅ５－１２ らせん鉄筋含 ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法緊張側 １９５・２２５Ｔ型　Ｅ５－１２ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201039280 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 緊張側 １７０，１９０Ｔ型 Ｅ６－７ らせん鉄筋含 ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法緊張側 １７０・１９０Ｔ型　Ｅ６－７ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201039290 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 緊張側 ２９０，３２０Ｔ型 Ｅ６－１２ らせん鉄筋含 ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法緊張側 ２９０・３２０Ｔ型　Ｅ６－１２ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201039300 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 緊張側 ４３０，５０５Ｔ型 Ｅ６－１９ らせん鉄筋含 ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法緊張側 ４３０・５０５Ｔ型　Ｅ６－１９ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201039050 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 固定側 １１０，１３０Ｔ型 Ｐ５－７ らせん鉄筋含 ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法固定側 １１０・１３０Ｔ型　Ｐ５－７ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ用定着装置 1201039060 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 固定側 １９５，２２５Ｔ型 Ｐ５－１２ らせん鉄筋含 ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法固定側 １９５・２２５Ｔ型　Ｐ５－１２ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201039090 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 固定側 １７０，１９０Ｔ型 Ｐ６－７ らせん鉄筋含 ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法固定側 １７０・１９０Ｔ型　Ｐ６－７ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201039100 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 固定側 ２９０，３２０Ｔ型 ＰＡ６－１２ らせん鉄筋含 ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法固定側 ２９０・３２０Ｔ型ＰＡ６－１２ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201039110 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 ＶＳＬ工法 固定側 ４３０，５０５Ｔ型 ＰＡ６－１９ らせん鉄筋含 ＰＣ鋼線定着具ＶＳＬ工法固定側 ４３０・５０５Ｔ型ＰＡ６－１９ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201032170 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 後付用 ２０Ｔ型 １Ｔ１２．７ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼線定着シングルストランド 後付用　２０Ｔ型　１Ｔ１２．７ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201032150 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 後付用 ３０Ｔ型 １Ｔ１５．２ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼線定着シングルストランド 後付用　３０Ｔ型　１Ｔ１５．２ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201032080 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 後付用 ４０Ｔ型 １Ｔ１７．８ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼線定着シングルストランド 後付用　４０Ｔ型　１Ｔ１７．８ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201032090 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 後付用 ５０Ｔ型 １Ｔ１９．３ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼線定着シングルストランド 後付用　５０Ｔ型　１Ｔ１９．３ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201032100 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 後付用 ６０Ｔ型 １Ｔ２１．８ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼線定着シングルストランド 後付用　６０Ｔ型　１Ｔ２１．８ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201032180 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 後付用 ７５Ｔ型 １Ｔ２５．４ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼線定着シングルストランド 後付用　７５Ｔ型　１Ｔ２５．４ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201032190 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 後付用 １００Ｔ型 １Ｔ２８．６ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼線定着シングルストランド 後付用　１００Ｔ型１Ｔ２８．６ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201032200 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 埋込用 ２０Ｔ型 １Ｔ１２．７ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼線定着シングルストランド 埋込用　２０Ｔ型　１Ｔ１２．７ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201032160 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 埋込用 ３０Ｔ型 １Ｔ１５．２ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼線定着シングルストランド 埋込用　３０Ｔ型　１Ｔ１５．２ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201032120 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 埋込用 ４０Ｔ型 １Ｔ１７．８ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼線定着シングルストランド 埋込用　４０Ｔ型　１Ｔ１７．８ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201032130 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 埋込用 ５０Ｔ型 １Ｔ１９．３ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼線定着シングルストランド 埋込用　５０Ｔ型　１Ｔ１９．３ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201032140 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 埋込用 ６０Ｔ型 １Ｔ２１．８ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼線定着シングルストランド 埋込用　６０Ｔ型　１Ｔ２１．８ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201032210 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 埋込用 ７５Ｔ型 １Ｔ２５．４ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼線定着シングルストランド 埋込用　７５Ｔ型　１Ｔ２５．４ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201032220 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 シングルストランド工法 埋込用 １００Ｔ型 １Ｔ２８．６ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼線定着シングルストランド 埋込用　１００Ｔ型１Ｔ２８．６ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ用定着装置 1201034090
ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（マルチストランドシステム） 緊張側 １３０Ｔ型 ７Ｔ１３Ｍ１３０ グ
ラウトキャップ付

ＰＣ鋼線定着具　フレシネー工法 緊張側　１３０Ｔ型　７Ｔ１３Ｍ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201034070
ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（マルチストランドシステム） 緊張側 ２２５Ｔ型 １２Ｔ１３Ｍ２２０
グラウトキャップ付

ＰＣ鋼線定着具　フレシネー工法 緊張側　２２５Ｔ型１２Ｔ１３Ｍ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201034080
ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（マルチストランドシステム） 緊張側 ３２０Ｔ型 １２Ｔ１５Ｍ３１９
グラウトキャップ付

ＰＣ鋼線定着具　フレシネー工法 緊張側　３２０Ｔ型１２Ｔ１５Ｍ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201034140 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（Ｖシステム） 緊張側 １３０Ｔ型 ７Ｖ１３ グラウトキャップ付 ＰＣ鋼線定着具　フレシネー工法 緊張側　１３０Ｔ型　７Ｖ１３ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201034150 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（Ｖシステム） 緊張側 ２２５Ｔ型 １２Ｖ１３ グラウトキャップ付 ＰＣ鋼線定着具　フレシネー工法 緊張側　２２５Ｔ型　１２Ｖ１３ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201034160 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（Ｖシステム） 緊張側 ３２０Ｔ型 １２Ｖ１５ グラウトキャップ付 ＰＣ鋼線定着具　フレシネー工法 緊張側　３２０Ｔ型　１２Ｖ１５ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201034270 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（Ｖシステム） ケーブル接続用 １３０Ｔ型 Ｃ７Ｖ１３ 一括グラウト ＰＣ鋼線定着具　フレシネー工法 緊張側　１３０Ｔ型　Ｃ７Ｖ１３ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201034170 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（Ｖシステム） ケーブル接続用 ２２５Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１３ 一括グラウト ＰＣ鋼線定着具　フレシネー工法 緊張側　２２５Ｔ型Ｃ１２Ｖ１３ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201034180 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（Ｖシステム） ケーブル接続用 ３２０Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１５ 一括グラウト ＰＣ鋼線定着具　フレシネー工法 緊張側　３２０Ｔ型Ｃ１２Ｖ１５ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201034290
ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（Ｖシステム） ケーブル接続用 ２２５Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１３Ｇ 分割グラウ
ト

ＰＣ鋼線定着具　フレシネー工法 緊張側２２５Ｔ型Ｃ１２Ｖ１３Ｇ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201034300
ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（Ｖシステム） ケーブル接続用 ３２０Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１５Ｇ 分割グラウ
ト

ＰＣ鋼線定着具　フレシネー工法 緊張側３２０Ｔ型Ｃ１２Ｖ１５Ｇ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201036060
ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（デッドアンカー） 固定側 ２２５Ｔ型 Ｄ１２Ｔ１３Ｃ コンプレッショ
ングリップ型

ＰＣ鋼線定着具　フレシネー工法 固定側２２５Ｔ型Ｄ１２Ｔ１３Ｃ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201036070
ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（デッドアンカー） 固定側 ３２０Ｔ型 Ｄ１２Ｔ１５Ｃ コンプレッショ
ングリップ型

ＰＣ鋼線定着具　フレシネー工法 固定側３２０Ｔ型Ｄ１２Ｔ１５Ｃ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201034340 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（デッドアンカー） 固定側 １３０Ｔ型 Ｄ７Ｖ１３Ｅ エンドキャップ型 ＰＣ鋼線定着具　フレシネー工法 固定側１３０Ｔ型　Ｄ７Ｖ１３Ｅ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201034320
ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（デッドアンカー） 固定側 ２２５Ｔ型 Ｄ１２Ｖ１３Ｅ エンドキャップ
型

ＰＣ鋼線定着具　フレシネー工法 固定側２２５Ｔ型Ｄ１２Ｖ１３Ｅ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201034330
ＰＣ用定着装置 ケーブル用 フレシネー工法（デッドアンカー） 固定側 ３２０Ｔ型 Ｄ１２Ｖ１５Ｅ エンドキャップ
型

ＰＣ鋼線定着具　フレシネー工法 固定側３２０Ｔ型Ｄ１２Ｖ１５Ｅ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201110010 ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 後付用 φ１７ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼棒用定着具　普通鋼棒工法 後付用　φ１７ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201110020 ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 後付用 φ２３ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼棒用定着具　普通鋼棒工法 後付用　φ２３ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ用定着装置 1201110030 ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 後付用 φ２６ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼棒用定着具　普通鋼棒工法 後付用　φ２６ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201110040 ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 後付用 φ３２ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼棒用定着具　普通鋼棒工法 後付用　φ３２ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201110090 ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 後付用 φ３６ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼棒用定着具　普通鋼棒工法 後付用　φ３６ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201110100 ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 後付用 φ４０ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼棒用定着具　普通鋼棒工法 後付用　φ４０ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201110080 ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 埋込用 φ１７ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼棒用定着具　普通鋼棒工法 埋込用　φ１７ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201110050 ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 埋込用 φ２３ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼棒用定着具　普通鋼棒工法 埋込用　φ２３ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201110060 ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 埋込用 φ２６ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼棒用定着具　普通鋼棒工法 埋込用　φ２６ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201110070 ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 埋込用 φ３２ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼棒用定着具　普通鋼棒工法 埋込用　φ３２ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201110110 ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 埋込用 φ３６ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼棒用定着具　普通鋼棒工法 埋込用　φ３６ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201110120 ＰＣ用定着装置 鋼棒用 普通鋼棒工法 埋込用 φ４０ グラウト注入径１２．７ｍｍ ＰＣ鋼棒用定着具　普通鋼棒工法 埋込用　φ４０ 組 348 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用接続具 1201040120 ＰＣ用接続具 ケーブル用 シングルストランド工法 ４０Ｔ型 １Ｔ１７．８ カプラーシース（排気管付） シングルストランド工法 ４０Ｔ型　１Ｔ１７．８ 組 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用接続具 1201040130 ＰＣ用接続具 ケーブル用 シングルストランド工法 ５０Ｔ型 １Ｔ１９．３ カプラーシース（排気管付） シングルストランド工法 ５０Ｔ型　１Ｔ１９．３ 組 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用接続具 1201040140 ＰＣ用接続具 ケーブル用 シングルストランド工法 ６０Ｔ型 １Ｔ２１．８ カプラーシース（排気管付） シングルストランド工法 ６０Ｔ型　１Ｔ２１．８ 組 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用接続具 1201040100 ＰＣ用接続具 ケーブル用 フレシネー工法 ２２５Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１３Ｔ テンションロッド型カプラー（一括グラウト） ＰＣ鋼線接続具　フレシネー工法 ２２５Ｔ型　Ｃ１２Ｖ１３Ｔ 組 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用接続具 1201040110 ＰＣ用接続具 ケーブル用 フレシネー工法 ３２０Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１５Ｔ テンションロッド型カプラー（一括グラウト） ＰＣ鋼線接続具　フレシネー工法 ３２０Ｔ型　Ｃ１２Ｖ１５Ｔ 組 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用接続具 1201040150
ＰＣ用接続具 ケーブル用 フレシネー工法 ２２５Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１３ＴＧ テンションロッド型カプラー（分割グラウ
ト）

ＰＣ鋼線接続具　フレシネー工法 ２２５Ｔ型　Ｃ１２Ｖ１３ＴＧ 組 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用接続具 1201040160
ＰＣ用接続具 ケーブル用 フレシネー工法 ３２０Ｔ型 Ｃ１２Ｖ１５ＴＧ テンションロッド型カプラー（分割グラウ
ト）

ＰＣ鋼線接続具　フレシネー工法 ３２０Ｔ型　Ｃ１２Ｖ１５ＴＧ 組 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用接続具 1201040080 ＰＣ用接続具 ケーブル用 フレシネー工法 ２２５Ｔ型 Ｃ１２Ｔ１３ＭＨ モノグリップ型カプラー（目視窓付） ＰＣ鋼線接続具　フレシネー工法 ２２５Ｔ型　Ｃ１２Ｔ１３ＭＨ 組 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ用接続具 1201040090 ＰＣ用接続具 ケーブル用 フレシネー工法 ３２０Ｔ型 Ｃ１２Ｔ１５ＭＨ モノグリップ型カプラー（目視窓付） ＰＣ鋼線接続具　フレシネー工法 ３２０Ｔ型　Ｃ１２Ｔ１５ＭＨ 組 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用接続具 1201120010 ＰＣ用接続具 鋼棒用 普通鋼棒工法 φ１７ 中間接続具 カプラーシース，カプラーシース継手含 ＰＣ鋼棒用接続具　普通鋼棒工法 φ１７　中間接続具 組 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用接続具 1201120020 ＰＣ用接続具 鋼棒用 普通鋼棒工法 φ２３ 中間接続具 カプラーシース，カプラーシース継手含 ＰＣ鋼棒用接続具　普通鋼棒工法 φ２３　中間接続具 組 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用接続具 1201120030 ＰＣ用接続具 鋼棒用 普通鋼棒工法 φ２６ 中間接続具 カプラーシース，カプラーシース継手含 ＰＣ鋼棒用接続具　普通鋼棒工法 φ２６　中間接続具 組 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用接続具 1201120040 ＰＣ用接続具 鋼棒用 普通鋼棒工法 φ３２ 中間接続具 カプラーシース，カプラーシース継手含 ＰＣ鋼棒用接続具　普通鋼棒工法 φ３２　中間接続具 組 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用接続具 1201120050 ＰＣ用接続具 鋼棒用 普通鋼棒工法 φ３６ 中間接続具 カプラーシース，カプラーシース継手含 ＰＣ鋼棒用接続具　普通鋼棒工法 φ３６　中間接続具 組 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用接続具 1201120060 ＰＣ用接続具 鋼棒用 普通鋼棒工法 φ４０ 中間接続具 カプラーシース，カプラーシース継手含 ＰＣ鋼棒用接続具　普通鋼棒工法 φ４０　中間接続具 組 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101508 スパイラルシース 標準型 内径２８ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径２８×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101510 スパイラルシース 標準型 内径３０ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径３０×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101512 スパイラルシース 標準型 内径３２ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径３２×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101514 スパイラルシース 標準型 内径３５ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径３５×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101516 スパイラルシース 標準型 内径３８ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径３８×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101518 スパイラルシース 標準型 内径４０ｍｍ×厚０．２７ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径４０×Ｔ０．２７　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101520 スパイラルシース 標準型 内径４２ｍｍ×厚０．２７ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径４２×Ｔ０．２７　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101522 スパイラルシース 標準型 内径４５ｍｍ×厚０．２７ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径４５×Ｔ０．２７　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101524 スパイラルシース 標準型 内径５０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径５０×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101526 スパイラルシース 標準型 内径５２ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径５２×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101528 スパイラルシース 標準型 内径５５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径５５×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ用シース 1201101530 スパイラルシース 標準型 内径５８ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径５８×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101532 スパイラルシース 標準型 内径６０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径６０×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101536 スパイラルシース 標準型 内径６５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径６５×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101538 スパイラルシース 標準型 内径７０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径７０×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101540 スパイラルシース 標準型 内径７２ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径７２×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101542 スパイラルシース 標準型 内径７５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径７５×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101546 スパイラルシース 標準型 内径８２ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径８２×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201102508 スパイラルシース 特厚型 内径７０ｍｍ×厚０．４０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　特厚型 径７０×Ｔ０．４　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201102512 スパイラルシース 特厚型 内径８０ｍｍ×厚０．４０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　特厚型 径８０×Ｔ０．４　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201102516 スパイラルシース 特厚型 内径９５ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　特厚型 径９５×Ｔ０．５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201102520 スパイラルシース 特厚型 内径１０５ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　特厚型 径１０５×Ｔ０．５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201102530 スパイラルシース 特厚型 内径１３０ｍｍ×厚０．６０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　特厚型 径１３０×Ｔ０．６　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103502 スパイラルシース ＷＳ型 内径３５ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径３５×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103506 スパイラルシース ＷＳ型 内径４５ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径４５×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103508 スパイラルシース ＷＳ型 内径５０ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径５０×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103512 スパイラルシース ＷＳ型 内径６０ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径６０×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103516 スパイラルシース ＷＳ型 内径７０ｍｍ×厚０．３０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径７０×Ｔ０．３　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103524 スパイラルシース ＷＳ型 内径９０ｍｍ×厚０．３０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径９０×Ｔ０．３　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ用シース 1201105502 ワインディングシース 標準型 内径２６ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径２６×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105504 ワインディングシース 標準型 内径２８ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径２８×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105506 ワインディングシース 標準型 内径３０ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径３０×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105508 ワインディングシース 標準型 内径３２ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径３２×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105510 ワインディングシース 標準型 内径３５ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径３５×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105512 ワインディングシース 標準型 内径３８ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径３８×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105514 ワインディングシース 標準型 内径４０ｍｍ×厚０．２７ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径４０×Ｔ０．２７　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105516 ワインディングシース 標準型 内径４５ｍｍ×厚０．２７ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径４５×Ｔ０．２７　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105518 ワインディングシース 標準型 内径５０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径５０×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105520 ワインディングシース 標準型 内径５５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径５５×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105522 ワインディングシース 標準型 内径６０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径６０×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105524 ワインディングシース 標準型 内径６５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径６５×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105526 ワインディングシース 標準型 内径７０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径７０×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105528 ワインディングシース 標準型 内径７５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径７５×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105530 ワインディングシース 標準型 内径８０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径８０×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105532 ワインディングシース 標準型 内径８５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径８５×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105534 ワインディングシース 標準型 内径９０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径９０×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105536 ワインディングシース 標準型 内径９５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径９５×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ用シース 1201105538 ワインディングシース 標準型 内径１００ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径１００×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105540 ワインディングシース 標準型 内径１０５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径１０５×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105542 ワインディングシース 標準型 内径１１０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径１１０×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105544 ワインディングシース 標準型 内径１１５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径１１５×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105546 ワインディングシース 標準型 内径１２０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径１２０×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201106202 ワインディングシース 特厚型 内径７０ｍｍ×厚０．４０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　特厚型 径７０×Ｔ０．４　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201106204 ワインディングシース 特厚型 内径７５ｍｍ×厚０．４０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　特厚型 径７５×Ｔ０．４　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201106206 ワインディングシース 特厚型 内径８０ｍｍ×厚０．４０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　特厚型 径８０×Ｔ０．４　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201106208 ワインディングシース 特厚型 内径９５ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　特厚型 径９５×Ｔ０．５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201106210 ワインディングシース 特厚型 内径１０５ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　特厚型 径１０５×Ｔ０．５　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201106212 ワインディングシース 特厚型 内径１３０ｍｍ×厚０．６０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　特厚型 径１３０×Ｔ０．６　めっき付 ｍ 349 ○ ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205021010 Ｈ形鋼橋梁 非合成桁（Ｈ形鋼） 高降伏点鋼（ＳＭ４９０ＹＡ） Ｈ形鋼橋梁　非合成桁 Ｈ形鋼　ＳＭ４９０ＹＡ ｔ 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205022010 Ｈ形鋼橋梁 合成桁（Ｈ形鋼） 高降伏点鋼（ＳＭ４９０ＹＡ） Ｈ形鋼橋梁　合成桁 Ｈ形鋼　ＳＭ４９０ＹＡ ｔ 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205021030 Ｈ形鋼橋梁 非合成桁（Ｈ形鋼） 耐候性鋼（ＳＭＡ４９０ＡＷ） Ｈ形鋼橋梁　非合成桁 Ｈ形鋼　ＳＭＡ４９０ＡＷ ｔ 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205022030 Ｈ形鋼橋梁 合成桁（Ｈ形鋼） 耐候性鋼（ＳＭＡ４９０ＡＷ） Ｈ形鋼橋梁　合成桁 Ｈ形鋼　ＳＭＡ４９０ＡＷ ｔ 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205026032 Ｈ形鋼橋梁 Ｃ－５塗装系　加算額 Ｈ形鋼橋梁　加算額 Ｃ－５塗装系 ｍ２ 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205910094 Ｈ形鋼橋梁 エキストラ 主桁継手加算額 ＳＭ４９０ＹＡ Ｈ形鋼橋梁　主桁継手加算額 ＳＭ４９０ＹＡ 箇所 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205910096 Ｈ形鋼橋梁 エキストラ 主桁継手加算額 ＳＭＡ４９０ＡＷ Ｈ形鋼橋梁　主桁継手加算額 ＳＭＡ４９０ＡＷ 箇所 350 ○ ○ 1205 橋けた
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Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205910042 Ｈ形鋼橋梁 エキストラ 仮組立会検査を必要とするもの　加算額 Ｈ形鋼橋梁　加算額 仮組立会検査 ｔ 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205910060 Ｈ形鋼橋梁 エキストラ 枝桁加算額 Ｈ形鋼橋梁　加算額 枝桁 箇所 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205910078 Ｈ形鋼橋梁 エキストラ 斜橋加算額 Ｈ形鋼橋梁　斜橋加算額 斜橋 ｔ 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205910052 Ｈ形鋼橋梁 エキストラ 縦・横断こう配加算額 （こう配３％以上） Ｈ形鋼橋梁　こう配加算額 こう配３％以上　縦・横断 ｔ 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205910054 Ｈ形鋼橋梁 エキストラ 荷重分配横桁加算額 Ｈ形鋼橋梁　横桁加算額 荷重分配 ｔ 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205910088 Ｈ形鋼橋梁 エキストラ 桁端部塗装加算額 Ｄ－５塗装 Ｈ形鋼橋梁　桁端部塗装加算額 Ｄ－５塗装 ｍ２ 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205910090 Ｈ形鋼橋梁 エキストラ 桁端部塗装加算額 Ｃ－５塗装（４０ｍ２以上） Ｈ形鋼橋梁　桁端部塗装加算額 Ｃ－５塗装（４０ｍ２以上） ｍ２ 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205910092 Ｈ形鋼橋梁 エキストラ 桁端部塗装加算額 Ｃ－５塗装（４０ｍ２未満） Ｈ形鋼橋梁　桁端部塗装加算額 Ｃ－５塗装（４０ｍ２未満） 式 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205910084 Ｈ形鋼橋梁 エキストラ 本体質量１０ｔ未満，５ｔ以上　加算額 Ｈ形鋼橋梁　加算額 本体質量１０ｔ未満・５ｔ以上 ｔ 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205910068 Ｈ形鋼橋梁 エキストラ 複合ラーメン橋加算額 本体質量２５ｔ以上 Ｈ形鋼橋梁複合ラーメン橋加算額 本体質量２５ｔ以上 ｔ 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205910070 Ｈ形鋼橋梁 エキストラ 複合ラーメン橋加算額 本体質量２５ｔ未満 Ｈ形鋼橋梁複合ラーメン橋加算額 本体質量２５ｔ未満 ｔ 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205040022 Ｈ形鋼橋梁 付属品（標準タイプ） 排水パイプ（受枠付き） １型　丸型 Ｈ形鋼橋梁付属品 排水パイプ　１型　丸型 個 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205040024 Ｈ形鋼橋梁 付属品（標準タイプ） 排水パイプ（受枠付き） ２型　角型（開閉式） Ｈ形鋼橋梁付属品 排水パイプ　２型　角型 個 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205040026 Ｈ形鋼橋梁 付属品（標準タイプ） 排水パイプ（受枠付き） ３型　角型（開閉式） Ｈ形鋼橋梁付属品 排水パイプ　３型　角型 個 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205040028 Ｈ形鋼橋梁 付属品（標準タイプ） 排水パイプ（受枠付き） ４型　角型（開閉式） Ｈ形鋼橋梁付属品 排水パイプ　４型　角型 個 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205041502 Ｈ形鋼橋梁 付属品（標準タイプ） 足場用吊金具 Ｈ形鋼橋梁付属品 足場用吊金具 枚 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205041504 Ｈ形鋼橋梁 付属品（標準タイプ） 添架物支持金具（亜鉛めっき） Ｈ形鋼橋梁付属品 添架物支持金具（亜鉛めっき） 箇所 350 ○ ○ 1205 橋けた

Ｈ形鋼橋梁―ブランド品― 1205041506 Ｈ形鋼橋梁 付属品（標準タイプ） 架設用吊金具 Ｈ形鋼橋梁付属品 架設用吊金具 枚 350 ○ ○ 1205 橋けた
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タイロッド 0111012502 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径２５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012802 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径２８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013202 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径３２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013602 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径３６ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013802 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径３８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014202 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径４２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014402 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径４４ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014602 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径４６ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014802 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径４８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015002 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径５０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015202 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径５２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015502 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径５５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111016002 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径６０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111016502 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径６５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111017002 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径７０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111017502 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径７５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111018002 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径８０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111018502 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径８５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド
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タイロッド 0111019002 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長１０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径９０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012506 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径２５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012806 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径２８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013206 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径３２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013606 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径３６ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013806 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径３８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014206 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径４２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014406 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径４４ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014606 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径４６ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014806 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径４８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015006 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径５０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015206 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径５２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015506 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径５５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111016006 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径６０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111016506 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径６５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111017006 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径７０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111017506 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径７５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111018006 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径８０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド
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タイロッド 0111018506 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径８５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111019006 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長１０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径９０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012510 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径２５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012810 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径２８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013210 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径３２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013610 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径３６ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013810 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径３８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014210 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径４２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014410 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径４４ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014610 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径４６ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014810 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径４８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015010 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径５０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015210 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径５２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015510 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径５５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111016010 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径６０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111016510 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径６５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111017010 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径７０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111017510 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径７５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド
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タイロッド 0111018010 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径８０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111018510 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径８５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111019010 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長１０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径９０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012505 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径２５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012805 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径２８ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013205 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径３２ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013605 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径３６ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013805 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径３８ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014205 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径４２ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014405 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径４４ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014605 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径４６ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014805 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径４８ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015005 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径５０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015205 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径５２ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015505 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径５５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111016005 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径６０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111016505 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径６５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111017005 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径７０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド
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タイロッド 0111017505 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径７５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111018005 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径８０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111018505 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径８５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111019005 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長２０．０ｍ ２本継 高張力タイロッド（６９０） ２本継ぎ　径９０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012509 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径２５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012809 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径２８ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013209 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径３２ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013609 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径３６ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013809 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径３８ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014209 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径４２ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014409 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径４４ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014609 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径４６ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014809 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径４８ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015009 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径５０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015209 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径５２ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015509 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径５５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111016009 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径６０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111016509 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径６５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド
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タイロッド 0111017009 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径７０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111017509 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径７５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111018009 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径８０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111018509 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径８５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111019009 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長２０．０ｍ ３本継 高張力タイロッド（６９０） ３本継ぎ　径９０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012513 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径２５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012813 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径２８ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013213 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径３２ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013613 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径３６ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013813 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径３８ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014213 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径４２ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014413 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径４４ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014613 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径４６ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014813 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径４８ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015013 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径５０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015213 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径５２ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015513 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径５５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111016013 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径６０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド
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タイロッド 0111016513 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径６５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111017013 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径７０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111017513 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径７５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111018013 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径８０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111018513 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径８５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111019013 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長２０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径９０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012518 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径２５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012818 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径２８ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013218 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径３２ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013618 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径３６ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013818 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径３８ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014218 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径４２ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014418 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径４４ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014618 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径４６ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014818 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径４８ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015018 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径５０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015218 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径５２ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015518 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径５５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド
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タイロッド 0111016018 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径６０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111016518 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径６５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111017018 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径７０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111017518 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径７５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111018018 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径８０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111018518 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径８５ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111019018 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長２０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径９０ｍｍ　Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012516 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径２５ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012816 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径２８ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013216 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径３２ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013616 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径３６ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013816 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径３８ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014216 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径４２ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014416 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径４４ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014616 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径４６ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014816 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径４８ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015016 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径５０ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015216 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径５２ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド
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タイロッド 0111015516 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径５５ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111016016 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径６０ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111016516 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径６５ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111017016 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径７０ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111017516 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径７５ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111018016 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径８０ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111018516 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径８５ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111019016 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長３０．０ｍ ４本継 高張力タイロッド（６９０） ４本継ぎ　径９０ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012520 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２５ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径２５ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111012820 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ２８ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径２８ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013220 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３２ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径３２ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013620 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３６ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径３６ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111013820 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ３８ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径３８ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014220 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４２ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径４２ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014420 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４４ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径４４ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014620 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４６ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径４６ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111014820 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ４８ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径４８ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015020 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５０ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径５０ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド
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タイロッド 0111015220 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５２ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径５２ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111015520 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ５５ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径５５ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111016020 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６０ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径６０ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111016520 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ６５ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径６５ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111017020 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７０ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径７０ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111017520 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ７５ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径７５ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111018020 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８０ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径８０ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111018520 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ８５ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径８５ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111019020 高張力タイロッド（６９０） 棒径φ９０ 全長３０．０ｍ ５本継 高張力タイロッド（６９０） ５本継ぎ　径９０ｍｍ　Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111022502 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２５ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径２５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111022802 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２８ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径２８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023202 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３２ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径３２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023602 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３６ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径３６ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023802 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３８ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径３８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024202 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４２ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径４２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024402 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４４ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径４４ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024602 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４６ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径４６ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024802 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４８ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径４８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド
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タイロッド 0111025002 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５０ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径５０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025202 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５２ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径５２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025502 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５５ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径５５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111026002 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６０ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径６０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111026502 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６５ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径６５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111027002 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７０ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径７０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111027502 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７５ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径７５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111028002 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８０ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径８０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111028502 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８５ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径８５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111029002 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ９０ 全長１０．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径９０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111022506 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２５ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径２５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111022806 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２８ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径２８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023206 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３２ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径３２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023606 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３６ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径３６ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023806 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３８ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径３８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024206 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４２ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径４２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024406 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４４ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径４４ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024606 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４６ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径４６ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド
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タイロッド 0111024806 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４８ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径４８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025006 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５０ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径５０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025206 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５２ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径５２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025506 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５５ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径５５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111026006 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６０ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径６０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111026506 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６５ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径６５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111027006 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７０ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径７０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111027506 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７５ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径７５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111028006 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８０ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径８０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111028506 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８５ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径８５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111029006 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ９０ 全長１０．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径９０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111022510 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２５ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径２５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111022810 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２８ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径２８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023210 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３２ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径３２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023610 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３６ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径３６ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023810 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３８ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径３８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024210 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４２ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径４２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024410 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４４ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径４４ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド
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タイロッド 0111024610 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４６ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径４６ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024810 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４８ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径４８ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025010 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５０ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径５０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025210 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５２ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径５２ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025510 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５５ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径５５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111026010 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６０ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径６０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111026510 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６５ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径６５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111027010 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７０ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径７０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111027510 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７５ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径７５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111028010 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８０ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径８０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111028510 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８５ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径８５ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111029010 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ９０ 全長１０．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径９０ｍｍ　Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111022504 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２５ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径２５ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111022804 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２８ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径２８ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023204 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３２ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径３２ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023604 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３６ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径３６ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023804 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３８ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径３８ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024204 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４２ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径４２ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド
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タイロッド 0111024404 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４４ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径４４ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024604 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４６ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径４６ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024804 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４８ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径４８ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025004 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５０ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径５０ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025204 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５２ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径５２ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025504 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５５ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径５５ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111026004 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６０ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径６０ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111026504 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６５ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径６５ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111027004 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７０ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径７０ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111027504 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７５ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径７５ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111028004 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８０ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径８０ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111028504 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８５ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径８５ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111029004 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ９０ 全長１５．０ｍ ２本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ２本継ぎ　径９０ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111022508 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２５ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径２５ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111022808 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２８ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径２８ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023208 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３２ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径３２ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023608 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３６ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径３６ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023808 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３８ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径３８ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド
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タイロッド 0111024208 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４２ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径４２ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024408 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４４ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径４４ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024608 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４６ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径４６ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024808 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４８ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径４８ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025008 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５０ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径５０ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025208 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５２ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径５２ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025508 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５５ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径５５ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111026008 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６０ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径６０ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111026508 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６５ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径６５ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111027008 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７０ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径７０ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111027508 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７５ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径７５ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111028008 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８０ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径８０ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111028508 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８５ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径８５ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111029008 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ９０ 全長１５．０ｍ ３本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ３本継ぎ　径９０ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111022512 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２５ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径２５ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111022812 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ２８ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径２８ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023212 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３２ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径３２ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111023612 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３６ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径３６ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド
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タイロッド 0111023812 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ３８ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径３８ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024212 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４２ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径４２ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024412 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４４ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径４４ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024612 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４６ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径４６ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111024812 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ４８ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径４８ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025012 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５０ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径５０ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025212 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５２ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径５２ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111025512 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ５５ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径５５ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111026012 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６０ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径６０ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111026512 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ６５ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径６５ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111027012 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７０ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径７０ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111027512 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ７５ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径７５ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111028012 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８０ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径８０ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111028512 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ８５ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径８５ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイロッド 0111029012 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） 棒径φ９０ 全長１５．０ｍ ４本継 普通鋼タイロッド（ＳＳ４００） ４本継ぎ　径９０ｍｍ　Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0111 タイロッド

タイワイヤー―ブランド品― 0109014355 タイワイヤー タイブル Ｆ４０Ｔ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ １０ｍ エスイー タイブル　Ｆ４０Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014360 タイワイヤー タイブル Ｆ４０Ｔ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ １５ｍ エスイー タイブル　Ｆ４０Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014365 タイワイヤー タイブル Ｆ４０Ｔ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ ２０ｍ エスイー タイブル　Ｆ４０Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

967 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

タイワイヤー―ブランド品― 0109014370 タイワイヤー タイブル Ｆ４０Ｔ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ ２５ｍ エスイー タイブル　Ｆ４０Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014375 タイワイヤー タイブル Ｆ４０Ｔ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ ３０ｍ エスイー タイブル　Ｆ４０Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014010 タイワイヤー タイブル Ｆ５０Ｔ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ １０ｍ エスイー タイブル　Ｆ５０Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014060 タイワイヤー タイブル Ｆ５０Ｔ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ １５ｍ エスイー タイブル　Ｆ５０Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014110 タイワイヤー タイブル Ｆ５０Ｔ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ ２０ｍ エスイー タイブル　Ｆ５０Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014160 タイワイヤー タイブル Ｆ５０Ｔ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ ２５ｍ エスイー タイブル　Ｆ５０Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014210 タイワイヤー タイブル Ｆ５０Ｔ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ ３０ｍ エスイー タイブル　Ｆ５０Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014255 タイワイヤー タイブル Ｆ６０Ｔ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ １０ｍ エスイー タイブル　Ｆ６０Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014270 タイワイヤー タイブル Ｆ６０Ｔ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ １５ｍ エスイー タイブル　Ｆ６０Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014285 タイワイヤー タイブル Ｆ６０Ｔ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ ２０ｍ エスイー タイブル　Ｆ６０Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014300 タイワイヤー タイブル Ｆ６０Ｔ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ ２５ｍ エスイー タイブル　Ｆ６０Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014315 タイワイヤー タイブル Ｆ６０Ｔ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ ３０ｍ エスイー タイブル　Ｆ６０Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014015 タイワイヤー タイブル Ｆ７０Ｔ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ １０ｍ エスイー タイブル　Ｆ７０Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014065 タイワイヤー タイブル Ｆ７０Ｔ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ １５ｍ エスイー タイブル　Ｆ７０Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014115 タイワイヤー タイブル Ｆ７０Ｔ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ ２０ｍ エスイー タイブル　Ｆ７０Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014165 タイワイヤー タイブル Ｆ７０Ｔ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ ２５ｍ エスイー タイブル　Ｆ７０Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014215 タイワイヤー タイブル Ｆ７０Ｔ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ ３０ｍ エスイー タイブル　Ｆ７０Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014020
タイワイヤー タイブル Ｆ１００Ｔ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ １０ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１００Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー
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タイワイヤー―ブランド品― 0109014070
タイワイヤー タイブル Ｆ１００Ｔ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ １５ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１００Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014120
タイワイヤー タイブル Ｆ１００Ｔ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ ２０ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１００Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014170
タイワイヤー タイブル Ｆ１００Ｔ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ ２５ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１００Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014220
タイワイヤー タイブル Ｆ１００Ｔ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ ３０ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１００Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014265
タイワイヤー タイブル Ｆ１１０Ｔ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ １０ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１１０Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014280
タイワイヤー タイブル Ｆ１１０Ｔ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ １５ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１１０Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014295
タイワイヤー タイブル Ｆ１１０Ｔ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ ２０ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１１０Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014310
タイワイヤー タイブル Ｆ１１０Ｔ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ ２５ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１１０Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014325
タイワイヤー タイブル Ｆ１１０Ｔ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ ３０ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１１０Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014025
タイワイヤー タイブル Ｆ１３０Ｔ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ １０ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１３０Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014075
タイワイヤー タイブル Ｆ１３０Ｔ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ １５ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１３０Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014125
タイワイヤー タイブル Ｆ１３０Ｔ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ ２０ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１３０Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014175
タイワイヤー タイブル Ｆ１３０Ｔ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ ２５ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１３０Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014225
タイワイヤー タイブル Ｆ１３０Ｔ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ ３０ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１３０Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014030
タイワイヤー タイブル Ｆ１７０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ １０ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１７０Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014080
タイワイヤー タイブル Ｆ１７０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ １５ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１７０Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014130
タイワイヤー タイブル Ｆ１７０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ ２０ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１７０Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014180
タイワイヤー タイブル Ｆ１７０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ ２５ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１７０Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー
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タイワイヤー―ブランド品― 0109014230
タイワイヤー タイブル Ｆ１７０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ ３０ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１７０Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014405
タイワイヤー タイブル Ｆ１９０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４８０．７ｋＮ １０ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１９０Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014410
タイワイヤー タイブル Ｆ１９０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４８０．７ｋＮ １５ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１９０Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014415
タイワイヤー タイブル Ｆ１９０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４８０．７ｋＮ ２０ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１９０Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014420
タイワイヤー タイブル Ｆ１９０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４８０．７ｋＮ ２５ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１９０Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014425
タイワイヤー タイブル Ｆ１９０Ｔ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４８０．７ｋＮ ３０ｍ エス
イー

タイブル　Ｆ１９０Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014035
タイワイヤー タイブル Ｆ２００Ｔ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ １０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ２００Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014085
タイワイヤー タイブル Ｆ２００Ｔ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ １５ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ２００Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014135
タイワイヤー タイブル Ｆ２００Ｔ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ ２０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ２００Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014185
タイワイヤー タイブル Ｆ２００Ｔ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ ２５ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ２００Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014235
タイワイヤー タイブル Ｆ２００Ｔ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ ３０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ２００Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014040
タイワイヤー タイブル Ｆ２３０Ｔ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ １０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ２３０Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014090
タイワイヤー タイブル Ｆ２３０Ｔ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ １５ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ２３０Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014140
タイワイヤー タイブル Ｆ２３０Ｔ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ ２０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ２３０Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014190
タイワイヤー タイブル Ｆ２３０Ｔ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ ２５ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ２３０Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014240
タイワイヤー タイブル Ｆ２３０Ｔ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ ３０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ２３０Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014045
タイワイヤー タイブル Ｆ２７０Ｔ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ １０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ２７０Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014095
タイワイヤー タイブル Ｆ２７０Ｔ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ １５ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ２７０Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー
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タイワイヤー―ブランド品― 0109014145
タイワイヤー タイブル Ｆ２７０Ｔ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ ２０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ２７０Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014195
タイワイヤー タイブル Ｆ２７０Ｔ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ ２５ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ２７０Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014245
タイワイヤー タイブル Ｆ２７０Ｔ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ ３０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ２７０Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014330
タイワイヤー タイブル Ｆ３１０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ １０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ３１０Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014335
タイワイヤー タイブル Ｆ３１０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ １５ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ３１０Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014340
タイワイヤー タイブル Ｆ３１０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ ２０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ３１０Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014345
タイワイヤー タイブル Ｆ３１０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ ２５ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ３１０Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014350
タイワイヤー タイブル Ｆ３１０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ ３０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ３１０Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014380
タイワイヤー タイブル Ｆ３３０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８６５．０ｋＮ １０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ３３０Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014385
タイワイヤー タイブル Ｆ３３０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８６５．０ｋＮ １５ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ３３０Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014390
タイワイヤー タイブル Ｆ３３０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８６５．０ｋＮ ２０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ３３０Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014395
タイワイヤー タイブル Ｆ３３０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８６５．０ｋＮ ２５ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ３３０Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014400
タイワイヤー タイブル Ｆ３３０Ｔ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８６５．０ｋＮ ３０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ３３０Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014050
タイワイヤー タイブル Ｆ３６０Ｔ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ １０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ３６０Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014100
タイワイヤー タイブル Ｆ３６０Ｔ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ １５ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ３６０Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014150
タイワイヤー タイブル Ｆ３６０Ｔ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ ２０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ３６０Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014200
タイワイヤー タイブル Ｆ３６０Ｔ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ ２５ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ３６０Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014250
タイワイヤー タイブル Ｆ３６０Ｔ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ ３０ｍ エ
スイー

タイブル　Ｆ３６０Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー
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タイワイヤー―ブランド品― 0109014430
タイワイヤー タイブル Ｆ５００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，２５２．８ｋＮ １０ｍ
エスイー

タイブル　Ｆ５００Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014435
タイワイヤー タイブル Ｆ５００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，２５２．８ｋＮ １５ｍ
エスイー

タイブル　Ｆ５００Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014440
タイワイヤー タイブル Ｆ５００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，２５２．８ｋＮ ２０ｍ
エスイー

タイブル　Ｆ５００Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014445
タイワイヤー タイブル Ｆ５００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，２５２．８ｋＮ ２５ｍ
エスイー

タイブル　Ｆ５００Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014450
タイワイヤー タイブル Ｆ５００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，２５２．８ｋＮ ３０ｍ
エスイー

タイブル　Ｆ５００Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014608
タイワイヤー タイブル Ｆ６００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，５３１．３ｋＮ １０ｍ
エスイー

タイブル　Ｆ６００Ｔ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014610
タイワイヤー タイブル Ｆ６００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，５３１．３ｋＮ １５ｍ
エスイー

タイブル　Ｆ６００Ｔ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014612
タイワイヤー タイブル Ｆ６００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，５３１．３ｋＮ ２０ｍ
エスイー

タイブル　Ｆ６００Ｔ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014614
タイワイヤー タイブル Ｆ６００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，５３１．３ｋＮ ２５ｍ
エスイー

タイブル　Ｆ６００Ｔ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014616
タイワイヤー タイブル Ｆ６００Ｔ ロープ断面積２，６３５．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１，５３１．３ｋＮ ３０ｍ
エスイー

タイブル　Ｆ６００Ｔ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016005 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２８ ロープ断面積１８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重７３．２ｋＮ １０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－２８ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016060 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２８ ロープ断面積１８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重７３．２ｋＮ １５ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－２８ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016115 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２８ ロープ断面積１８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重７３．２ｋＮ ２０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－２８ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016170 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２８ ロープ断面積１８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重７３．２ｋＮ ２５ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－２８ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016225 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２８ ロープ断面積１８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重７３．２ｋＮ ３０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－２８ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016330 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３６ ロープ断面積２３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重９２．９ｋＮ １０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－３６ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016360 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３６ ロープ断面積２３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重９２．９ｋＮ １５ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－３６ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016390 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３６ ロープ断面積２３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重９２．９ｋＮ ２０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－３６ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー
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タイワイヤー―ブランド品― 0109016420 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３６ ロープ断面積２３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重９２．９ｋＮ ２５ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－３６ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016450 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３６ ロープ断面積２３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重９２．９ｋＮ ３０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－３６ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016010 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－５２ ロープ断面積３３３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３５．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－５２ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016065 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－５２ ロープ断面積３３３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３５．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－５２ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016120 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－５２ ロープ断面積３３３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３５．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－５２ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016175 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－５２ ロープ断面積３３３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３５．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－５２ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016230 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－５２ ロープ断面積３３３ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３５．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－５２ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016335 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－６２ ロープ断面積３９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１６１．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－６２ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016365 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－６２ ロープ断面積３９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１６１．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－６２ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016395 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－６２ ロープ断面積３９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１６１．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－６２ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016425 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－６２ ロープ断面積３９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１６１．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－６２ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016455 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－６２ ロープ断面積３９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１６１．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－６２ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016340 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－７２ ロープ断面積４５６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８５．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－７２ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016370 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－７２ ロープ断面積４５６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８５．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－７２ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016400 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－７２ ロープ断面積４５６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８５．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－７２ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016430 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－７２ ロープ断面積４５６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８５．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－７２ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016460 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－７２ ロープ断面積４５６ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８５．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－７２ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016015 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－８３ ロープ断面積５２８ｍｍ２ 常時許容引張荷重２１４．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－８３ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー
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タイワイヤー―ブランド品― 0109016070 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－８３ ロープ断面積５２８ｍｍ２ 常時許容引張荷重２１４．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－８３ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016125 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－８３ ロープ断面積５２８ｍｍ２ 常時許容引張荷重２１４．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－８３ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016180 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－８３ ロープ断面積５２８ｍｍ２ 常時許容引張荷重２１４．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－８３ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016235 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－８３ ロープ断面積５２８ｍｍ２ 常時許容引張荷重２１４．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－８３ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016345 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－９１ ロープ断面積５９１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２３４．０ｋＮ １０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－９１ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016375 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－９１ ロープ断面積５９１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２３４．０ｋＮ １５ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－９１ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016405 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－９１ ロープ断面積５９１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２３４．０ｋＮ ２０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－９１ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016435 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－９１ ロープ断面積５９１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２３４．０ｋＮ ２５ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－９１ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016465 タイワイヤー タイロープ ＴＲ－９１ ロープ断面積５９１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２３４．０ｋＮ ３０ｍ 東京製綱 タイロープ　ＴＲ－９１ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016020
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１０４ ロープ断面積６８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２６８．０ｋＮ １０ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１０４ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016075
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１０４ ロープ断面積６８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２６８．０ｋＮ １５ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１０４ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016130
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１０４ ロープ断面積６８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２６８．０ｋＮ ２０ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１０４ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016185
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１０４ ロープ断面積６８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２６８．０ｋＮ ２５ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１０４ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016240
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１０４ ロープ断面積６８１ｍｍ２ 常時許容引張荷重２６８．０ｋＮ ３０ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１０４ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016480
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１１７ ロープ断面積７６４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３０３．０ｋＮ １０ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１１７ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016485
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１１７ ロープ断面積７６４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３０３．０ｋＮ １５ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１１７ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016490
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１１７ ロープ断面積７６４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３０３．０ｋＮ ２０ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１１７ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016495
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１１７ ロープ断面積７６４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３０３．０ｋＮ ２５ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１１７ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー
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タイワイヤー―ブランド品― 0109016500
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１１７ ロープ断面積７６４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３０３．０ｋＮ ３０ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１１７ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016025
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１３０ ロープ断面積８４４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３４．０ｋＮ １０ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１３０ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016080
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１３０ ロープ断面積８４４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３４．０ｋＮ １５ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１３０ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016135
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１３０ ロープ断面積８４４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３４．０ｋＮ ２０ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１３０ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016190
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１３０ ロープ断面積８４４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３４．０ｋＮ ２５ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１３０ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016245
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１３０ ロープ断面積８４４ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３４．０ｋＮ ３０ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１３０ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016350
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１４４ ロープ断面積８９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重３７１．０ｋＮ １０ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１４４ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016380
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１４４ ロープ断面積８９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重３７１．０ｋＮ １５ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１４４ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016410
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１４４ ロープ断面積８９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重３７１．０ｋＮ ２０ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１４４ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016440
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１４４ ロープ断面積８９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重３７１．０ｋＮ ２５ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１４４ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016470
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１４４ ロープ断面積８９６ｍｍ２ 常時許容引張荷重３７１．０ｋＮ ３０ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１４４ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016030
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１５６ ロープ断面積９７４ｍｍ２ 常時許容引張荷重４０３．０ｋＮ １０ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１５６ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016085
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１５６ ロープ断面積９７４ｍｍ２ 常時許容引張荷重４０３．０ｋＮ １５ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１５６ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016140
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１５６ ロープ断面積９７４ｍｍ２ 常時許容引張荷重４０３．０ｋＮ ２０ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１５６ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016195
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１５６ ロープ断面積９７４ｍｍ２ 常時許容引張荷重４０３．０ｋＮ ２５ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１５６ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016250
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１５６ ロープ断面積９７４ｍｍ２ 常時許容引張荷重４０３．０ｋＮ ３０ｍ 東京製
綱

タイロープ　ＴＲ－１５６ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016035
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１８０ ロープ断面積１，１３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重４６６．０ｋＮ １０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－１８０ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016090
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１８０ ロープ断面積１，１３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重４６６．０ｋＮ １５ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－１８０ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー
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タイワイヤー―ブランド品― 0109016145
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１８０ ロープ断面積１，１３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重４６６．０ｋＮ ２０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－１８０ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016200
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１８０ ロープ断面積１，１３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重４６６．０ｋＮ ２５ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－１８０ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016255
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－１８０ ロープ断面積１，１３０ｍｍ２ 常時許容引張荷重４６６．０ｋＮ ３０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－１８０ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016040
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２０２ ロープ断面積１，２６０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５２１．０ｋＮ １０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２０２ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016095
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２０２ ロープ断面積１，２６０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５２１．０ｋＮ １５ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２０２ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016150
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２０２ ロープ断面積１，２６０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５２１．０ｋＮ ２０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２０２ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016205
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２０２ ロープ断面積１，２６０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５２１．０ｋＮ ２５ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２０２ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016260
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２０２ ロープ断面積１，２６０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５２１．０ｋＮ ３０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２０２ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016045
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２２１ ロープ断面積１，３８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５７１．０ｋＮ １０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２２１ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016100
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２２１ ロープ断面積１，３８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５７１．０ｋＮ １５ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２２１ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016155
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２２１ ロープ断面積１，３８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５７１．０ｋＮ ２０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２２１ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016210
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２２１ ロープ断面積１，３８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５７１．０ｋＮ ２５ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２２１ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016265
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２２１ ロープ断面積１，３８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５７１．０ｋＮ ３０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２２１ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016355
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２５５ ロープ断面積１，５８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重６５８．０ｋＮ １０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２５５ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016385
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２５５ ロープ断面積１，５８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重６５８．０ｋＮ １５ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２５５ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016415
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２５５ ロープ断面積１，５８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重６５８．０ｋＮ ２０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２５５ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016445
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２５５ ロープ断面積１，５８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重６５８．０ｋＮ ２５ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２５５ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016475
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２５５ ロープ断面積１，５８０ｍｍ２ 常時許容引張荷重６５８．０ｋＮ ３０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２５５ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー
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タイワイヤー―ブランド品― 0109016055
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２７４ ロープ断面積１，６４０ｍｍ２ 常時許容引張荷重７０８．０ｋＮ １０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２７４ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016110
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２７４ ロープ断面積１，６４０ｍｍ２ 常時許容引張荷重７０８．０ｋＮ １５ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２７４ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016165
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２７４ ロープ断面積１，６４０ｍｍ２ 常時許容引張荷重７０８．０ｋＮ ２０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２７４ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016220
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２７４ ロープ断面積１，６４０ｍｍ２ 常時許容引張荷重７０８．０ｋＮ ２５ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２７４ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016275
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－２７４ ロープ断面積１，６４０ｍｍ２ 常時許容引張荷重７０８．０ｋＮ ３０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－２７４ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016280
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３２０ ロープ断面積１，９９０ｍｍ２ 常時許容引張荷重８２６．０ｋＮ １０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－３２０ Ｌ１０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016290
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３２０ ロープ断面積１，９９０ｍｍ２ 常時許容引張荷重８２６．０ｋＮ １５ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－３２０ Ｌ１５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016300
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３２０ ロープ断面積１，９９０ｍｍ２ 常時許容引張荷重８２６．０ｋＮ ２０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－３２０ Ｌ２０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016310
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３２０ ロープ断面積１，９９０ｍｍ２ 常時許容引張荷重８２６．０ｋＮ ２５ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－３２０ Ｌ２５ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109016320
タイワイヤー タイロープ ＴＲ－３２０ ロープ断面積１，９９０ｍｍ２ 常時許容引張荷重８２６．０ｋＮ ３０ｍ 東
京製綱

タイロープ　ＴＲ－３２０ Ｌ３０ｍ 組 351 ○ ○ 0109 タイワイヤー

防げん材 1505011010 Ｖ型 本体 高１５０ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　Ｖ型 本体　Ｈ１５０ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011040 Ｖ型 本体 高２００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　Ｖ型 本体　Ｈ２００ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011070 Ｖ型 本体 高２５０ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　Ｖ型 本体　Ｈ２５０ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011100 Ｖ型 本体 高３００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　Ｖ型 本体　Ｈ３００ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011130 Ｖ型 本体 高４００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　Ｖ型 本体　Ｈ４００ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011160 Ｖ型 本体 高５００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　Ｖ型 本体　Ｈ５００ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011190 Ｖ型 本体 高６００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　Ｖ型 本体　Ｈ６００ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011220 Ｖ型 本体 高８００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　Ｖ型 本体　Ｈ８００ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品
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防げん材 1505011460 高性能Ｖ型 本体 高２５０ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　高性能Ｖ型 本体　Ｈ２５０ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011470 高性能Ｖ型 本体 高３００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　高性能Ｖ型 本体　Ｈ３００ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011480 高性能Ｖ型 本体 高４００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　高性能Ｖ型 本体　Ｈ４００ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011490 高性能Ｖ型 本体 高５００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　高性能Ｖ型 本体　Ｈ５００ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011500 高性能Ｖ型 本体 高６００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　高性能Ｖ型 本体　Ｈ６００ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011510 高性能Ｖ型 本体 高８００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　高性能Ｖ型 本体　Ｈ８００ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011520 高性能Ｖ型 本体 高１，０００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　高性能Ｖ型 本体　Ｈ１０００ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011410 漁港型 本体 高１００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　漁港型 本体　Ｈ１００ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011420 漁港型 本体 高１３０ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　漁港型 本体　Ｈ１３０ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011430 漁港型 本体 高１５０ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　漁港型 本体　Ｈ１５０ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505011440 漁港型 本体 高２００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　漁港型 本体　Ｈ２００ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012010 Ｖ型 埋込金具 高１５０ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　Ｖ型 埋込金具　Ｈ１５０ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012040 Ｖ型 埋込金具 高２００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　Ｖ型 埋込金具　Ｈ２００ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012070 Ｖ型 埋込金具 高２５０ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　Ｖ型 埋込金具　Ｈ２５０ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012100 Ｖ型 埋込金具 高３００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　Ｖ型 埋込金具　Ｈ３００ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012130 Ｖ型 埋込金具 高４００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　Ｖ型 埋込金具　Ｈ４００ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012160 Ｖ型 埋込金具 高５００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　Ｖ型 埋込金具　Ｈ５００ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012190 Ｖ型 埋込金具 高６００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　Ｖ型 埋込金具　Ｈ６００ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品
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防げん材 1505012220 Ｖ型 埋込金具 高８００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　Ｖ型 埋込金具　Ｈ８００ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012460 高性能Ｖ型 埋込金具 高２５０ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　高性能Ｖ型 埋込金具　Ｈ２５０ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012470 高性能Ｖ型 埋込金具 高３００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　高性能Ｖ型 埋込金具　Ｈ３００ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012480 高性能Ｖ型 埋込金具 高４００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　高性能Ｖ型 埋込金具　Ｈ４００ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012490 高性能Ｖ型 埋込金具 高５００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　高性能Ｖ型 埋込金具　Ｈ５００ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012500 高性能Ｖ型 埋込金具 高６００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　高性能Ｖ型 埋込金具　Ｈ６００ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012510 高性能Ｖ型 埋込金具 高８００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　高性能Ｖ型 埋込金具　Ｈ８００ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012520 高性能Ｖ型 埋込金具 高１，０００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　高性能Ｖ型 埋込金具Ｈ１０００ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012410 漁港型 埋込金具 高１００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　漁港型 埋込金具　Ｈ１００ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012420 漁港型 埋込金具 高１３０ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　漁港型 埋込金具　Ｈ１３０ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012430 漁港型 埋込金具 高１５０ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　漁港型 埋込金具　Ｈ１５０ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505012440 漁港型 埋込金具 高２００ｍｍ　有効長１ｍ 埋込本数４本 防げん材　漁港型 埋込金具　Ｈ２００ｍｍ×Ｌ１ｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505013010 Ｖ型 片蓋加算額 高２５０ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　Ｖ型 片蓋加算額Ｈ２５０ｍｍ×Ｌ１ｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505013020 Ｖ型 片蓋加算額 高３００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　Ｖ型 片蓋加算額Ｈ３００ｍｍ×Ｌ１ｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505013030 Ｖ型 片蓋加算額 高４００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　Ｖ型 片蓋加算額Ｈ４００ｍｍ×Ｌ１ｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505013040 Ｖ型 片蓋加算額 高５００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　Ｖ型 片蓋加算額Ｈ５００ｍｍ×Ｌ１ｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505013050 Ｖ型 片蓋加算額 高６００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　Ｖ型 片蓋加算額Ｈ６００ｍｍ×Ｌ１ｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505013060 Ｖ型 片蓋加算額 高８００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　Ｖ型 片蓋加算額Ｈ８００ｍｍ×Ｌ１ｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品
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防げん材 1505013070 高性能Ｖ型 片蓋加算額 高２５０ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　高性能Ｖ型 片蓋加算額Ｈ２５０ｍｍ×Ｌ１ｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505013080 高性能Ｖ型 片蓋加算額 高３００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　高性能Ｖ型 片蓋加算額Ｈ３００ｍｍ×Ｌ１ｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505013090 高性能Ｖ型 片蓋加算額 高４００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　高性能Ｖ型 片蓋加算額Ｈ４００ｍｍ×Ｌ１ｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材 1505013100 高性能Ｖ型 片蓋加算額 高５００ｍｍ　有効長１ｍ 防げん材　高性能Ｖ型 片蓋加算額Ｈ５００ｍｍ×Ｌ１ｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材―ブランド品― 1505011620 防げん材 ザブトン型 本体 ９５Ｈ×４００ｍｍ×１，０００ｍｍ 西武ポリマ化成 防げん材　ザブトン型 本体　Ｈ９５×Ｌ１０００ｍｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材―ブランド品― 1505011630 防げん材 ザブトン型 本体 １５０Ｈ×４００ｍｍ×１，２４０ｍｍ 西武ポリマ化成 防げん材　ザブトン型 本体　Ｈ１５０×Ｌ１２４０ｍｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材―ブランド品― 1505011640 防げん材 ザブトン型 本体 ２００Ｈ×１，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ 西武ポリマ化成 防げん材　ザブトン型 本体　Ｈ２００×Ｌ１１００ｍｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材―ブランド品― 1505012620 防げん材 ザブトン型 埋込金具 ９５Ｈ×４００ｍｍ×１，０００ｍｍ 埋込本数６本 西武ポリマ化成 防げん材　ザブトン型 埋込金具　９５×１０００ｍｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材―ブランド品― 1505012630 防げん材 ザブトン型 埋込金具 １５０Ｈ×４００ｍｍ×１，２４０ｍｍ 埋込本数８本 西武ポリマ化成 防げん材　ザブトン型 埋込金具　１５０×１２４０ｍｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

防げん材―ブランド品― 1505012640 防げん材 ザブトン型 埋込金具 ２００Ｈ×１，１００ｍｍ×１，１００ｍｍ 埋込本数８本 西武ポリマ化成 防げん材　ザブトン型 埋込金具　２００×１１００ｍｍ セット 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505016010 タラップ本体（埋込金具含む） 高１５０ｍｍ 有効長９００ｍｍ タラップ本体（埋込金具含む） Ｈ１５０×Ｌ９００ｍｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505016015 タラップ本体（埋込金具含む） 高１５０ｍｍ 有効長１，２００ｍｍ タラップ本体（埋込金具含む） Ｈ１５０×Ｌ１２００ｍｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505016020 タラップ本体（埋込金具含む） 高１５０ｍｍ 有効長１，５００ｍｍ タラップ本体（埋込金具含む） Ｈ１５０×Ｌ１５００ｍｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505016025 タラップ本体（埋込金具含む） 高１５０ｍｍ 有効長１，８００ｍｍ タラップ本体（埋込金具含む） Ｈ１５０×Ｌ１８００ｍｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505016030 タラップ本体（埋込金具含む） 高１５０ｍｍ 有効長２，１００ｍｍ タラップ本体（埋込金具含む） Ｈ１５０×Ｌ２１００ｍｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505016040 タラップ本体（埋込金具含む） 高２００ｍｍ 有効長９００ｍｍ タラップ本体（埋込金具含む） Ｈ２００×Ｌ９００ｍｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505016045 タラップ本体（埋込金具含む） 高２００ｍｍ 有効長１，２００ｍｍ タラップ本体（埋込金具含む） Ｈ２００×Ｌ１２００ｍｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505016050 タラップ本体（埋込金具含む） 高２００ｍｍ 有効長１，５００ｍｍ タラップ本体（埋込金具含む） Ｈ２００×Ｌ１５００ｍｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品
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ゴム製タラップ 1505016055 タラップ本体（埋込金具含む） 高２００ｍｍ 有効長１，８００ｍｍ タラップ本体（埋込金具含む） Ｈ２００×Ｌ１８００ｍｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505016060 タラップ本体（埋込金具含む） 高２００ｍｍ 有効長２，１００ｍｍ タラップ本体（埋込金具含む） Ｈ２００×Ｌ２１００ｍｍ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505015010 補助梯子 呼び長さ６００ｍｍ 段数２ 補助梯子 呼び長さ６００ｍｍ　段数２ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505015020 補助梯子 呼び長さ９００ｍｍ 段数３ 補助梯子 呼び長さ９００ｍｍ　段数３ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505015030 補助梯子 呼び長さ１，２００ｍｍ 段数４ 補助梯子 呼び長さ１２００ｍｍ　段数４ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505015040 補助梯子 呼び長さ１，５００ｍｍ 段数５ 補助梯子 呼び長さ１５００ｍｍ　段数５ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505015050 補助梯子 呼び長さ１，８００ｍｍ 段数６ 補助梯子 呼び長さ１８００ｍｍ　段数６ 基 352 ○ ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505041010 係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力１００ｋＮ アンカーボルト本数４本 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力１００ｋＮ 組 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505041020 係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力１５０ｋＮ アンカーボルト本数４本 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力１５０ｋＮ 組 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505041030 係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力２５０ｋＮ アンカーボルト本数４本 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力２５０ｋＮ 組 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505041040 係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力３５０ｋＮ アンカーボルト本数６本 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力３５０ｋＮ 組 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505041050 係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力５００ｋＮ アンカーボルト本数６本 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力５００ｋＮ 組 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505041060 係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力７００ｋＮ アンカーボルト本数６本 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力７００ｋＮ 組 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505041070 係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力１０００ｋＮ アンカーボルト本数８本 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力１０００ｋＮ 組 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505042010 係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力１００ｋＮ アンカーボルト本数４本 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力１００ｋＮ 組 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505042020 係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力１５０ｋＮ アンカーボルト本数４本 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力１５０ｋＮ 組 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505042030 係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力２５０ｋＮ アンカーボルト本数４本 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力２５０ｋＮ 組 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505042040 係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力３５０ｋＮ アンカーボルト本数６本 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力３５０ｋＮ 組 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品
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係船柱 1505042050 係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力５００ｋＮ アンカーボルト本数６本 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力５００ｋＮ 組 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505042060 係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力７００ｋＮ アンカーボルト本数６本 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力７００ｋＮ 組 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505042070 係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力１０００ｋＮ アンカーボルト本数６本 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力１０００ｋＮ 組 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め 1505020002 樹脂製（アンカーボルト含む） １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（ＳＳ先付アンカー） 港湾用車止め　樹脂製 １５０×１５０ｍｍ　ＳＳ先付 ｍ 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め 1505020004 樹脂製（アンカーボルト含む） １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（ＳＳ後付アンカー） 港湾用車止め　樹脂製 １５０×１５０ｍｍ　ＳＳ後付 ｍ 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め 1505020006 樹脂製（アンカーボルト含む） １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（ＳＵＳ後付アンカー） 港湾用車止め　樹脂製 １５０×１５０ｍｍ　ＳＵＳ後付 ｍ 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め 1505020008 樹脂製（アンカーボルト含む） ２００ｍｍ×２００ｍｍ（ＳＳ先付アンカー） 港湾用車止め　樹脂製 ２００×２００ｍｍ　ＳＳ先付 ｍ 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め―ブランド品― 1505024012
角形鋼管製（アンカーボルト含む） コラムストッパー（連続型） 高１８０ｍｍ×幅１５０ｍｍ（ＳＳ４００　どぶ
めっき） 未来航路

コラムストッパー（連続型） １８０×１５０ｍｍ ｍ 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め―ブランド品― 1505024014
角形鋼管製（アンカーボルト含む） コラムストッパー（連続型） 高２０５ｍｍ×幅１７５ｍｍ（ＳＳ４００　どぶ
めっき） 未来航路

コラムストッパー（連続型） ２０５×１７５ｍｍ ｍ 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め―ブランド品― 1505024016
角形鋼管製（アンカーボルト含む） コラムストッパー（連続型） 高３００ｍｍ×幅２５０ｍｍ（ＳＳ４００　どぶ
めっき） 未来航路

コラムストッパー（連続型） ３００×２５０ｍｍ ｍ 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め―ブランド品― 1505024024
角形鋼管製（アンカーボルト含む） コラムガード（独立型） 高１５０ｍｍ×幅１５０ｍｍ（ＳＳ４００　どぶめっ
き） 未来航路

コラムガード（独立型） １５０×１５０ｍｍ ｍ 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め―ブランド品― 1505024026
角形鋼管製（アンカーボルト含む） コラムガード（独立型） 高２００ｍｍ×幅２００ｍｍ（ＳＳ４００　どぶめっ
き） 未来航路

コラムガード（独立型） ２００×２００ｍｍ ｍ 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め―ブランド品― 1505024030
角形鋼管製（アンカーボルト含む） コラムガード（独立型） 高２５０ｍｍ×幅２５０ｍｍ（ＳＳ４００　どぶめっ
き） 未来航路

コラムガード（独立型） ２５０×２５０ｍｍ ｍ 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

岸壁コーナー保護材 1505010002 岸壁コーナー保護材 樹脂製（アンカーボルト含む） １００ｍｍ×１００ｍｍ×２，０００ｍｍ（ＳＳ先付アンカー） 岸壁コーナー保護材　樹脂製 １００×１００×２０００ｍｍ 本 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

岸壁コーナー保護材―ブランド品― 1505017010 岸壁コーナー保護材 アルミ製（アンカーボルト含む） ノーマルタイプ １００ｍｍ×１００ｍｍ　塗装 未来航路 岸壁コーナー保護材　アルミ製 ノーマル　１００×１００　塗装 ｍ 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

岸壁コーナー保護材―ブランド品― 1505017020 岸壁コーナー保護材 アルミ製（アンカーボルト含む） ノーマルタイプ １００ｍｍ×１００ｍｍ　無塗装 未来航路 岸壁コーナー保護材　アルミ製 ノーマル　１００×１００無塗装 ｍ 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

岸壁コーナー保護材―ブランド品― 1505017025 岸壁コーナー保護材 アルミ製（アンカーボルト含む） 後施工タイプ １０９ｍｍ×１０９ｍｍ　塗装 未来航路 岸壁コーナー保護材　アルミ製 後施工　１０９×１０９　塗装 ｍ 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

岸壁コーナー保護材―ブランド品― 1505017030 岸壁コーナー保護材 アルミ製（アンカーボルト含む） 後施工タイプ １０９ｍｍ×１０９ｍｍ　無塗装 未来航路 岸壁コーナー保護材　アルミ製 後施工　１０９×１０９　無塗装 ｍ 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品
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岸壁コーナー保護材―ブランド品― 1505017032
岸壁コーナー保護材 アルミ製（アンカーボルト含む） プレート固定タイプ １００ｍｍ×１００ｍｍ　無塗装 未来航
路

岸壁コーナー保護材　アルミ製 プレート固定　１００　無塗装 ｍ 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

岸壁コーナー保護材―ブランド品― 1505017034 岸壁コーナー保護材 アルミ製（アンカーボルト含む） アングルタイプ ５０ｍｍ×５０ｍｍ　無塗装 未来航路 岸壁コーナー保護材　アルミ製 アングル　５０×５０　無塗装 ｍ 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

船揚げ場用滑り材 1505020202 船揚げ場用滑り材 樹脂製（アンカーボルト含む） ５０ｍｍ×１５０ｍｍ×４，０００ｍｍ（ＳＵＳ後付アンカー） 船揚げ場用滑り材　樹脂製 ５０×１５０×４０００ｍｍ 本 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

船揚げ場用滑り材 1505020204 船揚げ場用滑り材 樹脂製（アンカーボルト含む） ７０ｍｍ×１５０ｍｍ×２，２００ｍｍ（ＳＵＳ後付アンカー） 船揚げ場用滑り材　樹脂製 ７０×１５０×２２００ｍｍ 本 353 ○ ○ 1505 港湾施設用品

電気防食用アルミ合金陽極 4915010001 電気防食用アルミ合金陽極 耐用１０年型 発生電流　２．０Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用１０年型　発生電流２Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010002 電気防食用アルミ合金陽極 耐用１０年型 発生電流　２．５Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用１０年型　発生電流２．５Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010004 電気防食用アルミ合金陽極 耐用１０年型 発生電流　３．０Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用１０年型　発生電流３Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010005 電気防食用アルミ合金陽極 耐用１０年型 発生電流　３．５Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用１０年型　発生電流３．５Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010007 電気防食用アルミ合金陽極 耐用２０年型 発生電流　２．０Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用２０年型　発生電流２Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010006 電気防食用アルミ合金陽極 耐用２０年型 発生電流　２．５Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用２０年型　発生電流２．５Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010008 電気防食用アルミ合金陽極 耐用２０年型 発生電流　３．０Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用２０年型　発生電流３Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010009 電気防食用アルミ合金陽極 耐用２０年型 発生電流　３．５Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用２０年型　発生電流３．５Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010022 電気防食用アルミ合金陽極 耐用３０年型 発生電流　２．０Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用３０年型　発生電流２Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010010 電気防食用アルミ合金陽極 耐用３０年型 発生電流　２．５Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用３０年型　発生電流２．５Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010012 電気防食用アルミ合金陽極 耐用３０年型 発生電流　３．０Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用３０年型　発生電流３Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010024 電気防食用アルミ合金陽極 耐用３０年型 発生電流　３．５Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用３０年型　発生電流３．５Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010026 電気防食用アルミ合金陽極 耐用４０年型 発生電流　２．０Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用４０年型　発生電流２Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010014 電気防食用アルミ合金陽極 耐用４０年型 発生電流　２．５Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用４０年型　発生電流２．５Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極
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電気防食用アルミ合金陽極 4915010016 電気防食用アルミ合金陽極 耐用４０年型 発生電流　３．０Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用４０年型　発生電流３Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010028 電気防食用アルミ合金陽極 耐用４０年型 発生電流　３．５Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用４０年型　発生電流３．５Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010032 電気防食用アルミ合金陽極 耐用５０年型 発生電流　２．０Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用５０年型　発生電流２Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010018 電気防食用アルミ合金陽極 耐用５０年型 発生電流　２．５Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用５０年型　発生電流２．５Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010020 電気防食用アルミ合金陽極 耐用５０年型 発生電流　３．０Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用５０年型　発生電流３Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010034 電気防食用アルミ合金陽極 耐用５０年型 発生電流　３．５Ａ 電気防食用アルミ合金陽極 耐用５０年型　発生電流３．５Ａ 個 353 ○ ○ 4915 電極

電気防食用アルミ合金陽極 4915010030 電気防食用アルミ合金陽極 電位測定端子 簡易型　ＳＵＳ３０４ 電気防食用アルミ合金陽極 電位測定端子　簡易型 個 353 ○ ○ 4915 電極

浮桟橋―ブランド品― 1505030030
浮桟橋 システム’９２ 幅２．０ｍ以上×長１０ｍ フレーム材質：アルミ合金又はＳＳ亜鉛メッキ デッキ材質：天然
木材・人工木材 フロート材質：発泡スチロール（ウレタン被覆又はコンクリート・ポリエチレン被覆） ゼニヤ海洋
サービス

浮桟橋　システム・９２ Ｗ２ｍ以上×Ｌ１０ｍ ｍ２ 354 ○ ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505030060
浮桟橋 システム’９２ 幅１．５ｍ以上２．０ｍ未満×長１０ｍ フレーム材質：アルミ合金又はＳＳ亜鉛メッキ デッ
キ材質：天然木材・人工木材 フロート材質：発泡スチロール（ウレタン被覆又はコンクリート・ポリエチレン被覆）
ゼニヤ海洋サービス

浮桟橋　システム・９２ Ｗ１．５以上２ｍ未満×Ｌ１０ｍ ｍ２ 354 ○ ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505030100
浮桟橋 システム’９２ 幅１．０ｍ以上１．５ｍ未満×長１０ｍ フレーム材質：アルミ合金又はＳＳ亜鉛メッキ デッ
キ材質：天然木材・人工木材 フロート材質：発泡スチロール（ウレタン被覆又はコンクリート・ポリエチレン被覆）
ゼニヤ海洋サービス

浮桟橋　システム・９２ Ｗ１以上１．５ｍ未満×Ｌ１０ｍ ｍ２ 354 ○ ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505030120 浮桟橋 係留装置 杭径φ４００用 フレーム材質：アルミ合金又はＳＳ亜鉛メッキ ゼニヤ海洋サービス 浮桟橋　係留装置 杭径４００用 基 354 ○ ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505030070
浮桟橋 係船ビーム Ｌ＝６．０ｍ フレーム材質：アルミ合金 フロート材質：発泡スチロール（ウレタン又はポリエチ
レン） ゼニヤ海洋サービス

浮桟橋　係船ビーム Ｌ６ｍ 基 354 ○ ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505030090
浮桟橋 係船ビーム Ｌ＝８．０ｍ フレーム材質：アルミ合金 フロート材質：発泡スチロール（ウレタン又はポリエチ
レン） ゼニヤ海洋サービス

浮桟橋　係船ビーム Ｌ８ｍ 基 354 ○ ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505031010
浮桟橋 ＥＦマリン （モノコック） 幅２．５ｍ×長１０ｍ フレーム材質：コンクリート デッキ材質：コンクリート
フロート材質：発泡スチロール 積水化成品工業

浮桟橋　ＥＦマリン モノコック　Ｗ２．５×Ｌ１０ｍ 基 354 ○ ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505031030
浮桟橋 ＥＦマリン （ライト・低乾舷） 幅２．０ｍ×長５ｍ フレーム材質：ＦＦＵ デッキ材質：ＦＦＵ フロート材
質：発泡スチロール 積水化成品工業

浮桟橋　ＥＦマリン ライト・低　Ｗ２×Ｌ５ｍ 基 354 ○ ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505031020
浮桟橋 ＥＦマリン （セパレート） 幅２．５ｍ×長１０ｍ フレーム材質：ＳＳ亜鉛メッキ デッキ材質：ＦＦＵ フ
ロート材質：発泡スチロール（ウレタン被覆） 積水化成品工業

浮桟橋　ＥＦマリン セパレート　Ｗ２．５×Ｌ１０ｍ 基 354 ○ ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505031040
浮桟橋 ＥＦマリン （ライトＨ・高乾舷） 幅２．５ｍ×長１０ｍ フレーム材質：ＦＦＵ デッキ材質：ＦＦＵ フロー
ト材質：発泡スチロール（ウレタン被覆） 積水化成品工業

浮桟橋　ＥＦマリン ライトＨ・高Ｗ２．５×Ｌ１０ｍ 基 354 ○ ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505030208
浮桟橋 浮桟橋セパレート型 幅２．０ｍ×長９ｍ フレーム材質：アルミ合金 デッキ材質：人工木材 フロート材質：発
泡スチロール（合成樹脂外殻） テクアノーツ

浮桟橋　浮桟橋セパレート型 Ｗ２×Ｌ９ｍ 基 354 ○ ○ 1505 港湾施設用品
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浮桟橋―ブランド品― 1505030206 浮桟橋 可変階段 幅０．８ｍ×長６ｍ フレーム材質：アルミ合金 テクアノーツ 浮桟橋　可変階段 Ｗ０．８×Ｌ６ｍ 基 354 ○ ○ 1505 港湾施設用品

港湾築堤マット 1507011010
ロックマット 線径５．０×網目１５０ｍｍ 横２×縦１．５×高１ｍ 容量３ｍ３ ロープ５Ｔ 東京製綱，共和ハーモ
テック

港湾築堤マット　ロックマット ２×１．５×１ｍ　ロープ５Ｔ 組 354 ○ ○ 1507 築堤マット

港湾築堤マット 1507011020
ロックマット 線径５．０×網目１５０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ ロープ１０Ｔ 東京製綱，共和ハーモテッ
ク

港湾築堤マット　ロックマット ３×２×１ｍ　ロープ１０Ｔ 組 354 ○ ○ 1507 築堤マット

港湾築堤マット 1507011030
ロックマット 線径５．０×網目１５０ｍｍ 横２×縦１．５×高１ｍ 容量３ｍ３ 鋼材５Ｔ 東京製綱，共和ハーモテッ
ク

港湾築堤マット　ロックマット ２×１．５×１ｍ　鋼材５Ｔ 組 354 ○ ○ 1507 築堤マット

港湾築堤マット 1507011040 ロックマット 線径５．０×網目１５０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ 鋼材１０Ｔ 東京製綱，共和ハーモテック 港湾築堤マット　ロックマット ３×２×１ｍ　鋼材１０Ｔ 組 354 ○ ○ 1507 築堤マット

港湾築堤マット 1507011110
リーフマット 線径６．０×網目１５０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ ポリエチレンアイオノマー樹脂被覆亜鉛
アルミ合金めっき鋼線 北海道川崎鐵網，小岩金網

港湾築堤マット　リーフマット ３×２×１ｍ　網目１５０ｍｍ 組 354 ○ ○ 1507 築堤マット

港湾築堤マット 1507011120
リーフマット 線径６．０×網目１５０ｍｍ 横２×縦１．５×高１ｍ 容量３ｍ３ ポリエチレンアイオノマー樹脂被覆
亜鉛アルミ合金めっき鋼線 北海道川崎鐵網，小岩金網

港湾築堤マット　リーフマット ２×１．５×１ｍ網目１５０ｍｍ 組 354 ○ ○ 1507 築堤マット

港湾築堤マット 1507011130 ＭＫＳＵＳマット 線径４．０×網目１５０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ ＳＵＳ３０４　１０Ｔ 松井金網工業 港湾築堤マットＭＫＳＵＳマット ３×２×１ｍ　網目１５０ｍｍ 組 354 ○ ○ 1507 築堤マット

港湾築堤マット 1507011140
ＭＫＳＵＳマット 線径４．０×網目１５０ｍｍ 横２×縦１．５×高１ｍ 容量３ｍ３ ＳＵＳ３０４　５Ｔ 松井金網工
業

港湾築堤マットＭＫＳＵＳマット ２×１．５×１ｍ網目１５０ｍｍ 組 354 ○ ○ 1507 築堤マット

港湾築堤マット 1507011050 マリンマットＲタイプ 線径７．０×網目１５０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ 被覆ワイヤー 富士金網製造 港湾築堤マット　マリンマットＲ ３×２×１ｍ　網目１５０ｍｍ 組 354 ○ ○ 1507 築堤マット

港湾築堤マット 1507011060 マリンマットＲタイプ 線径７．０×網目１３０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ 被覆ワイヤー 富士金網製造 港湾築堤マット　マリンマットＲ ３×２×１ｍ　網目１３０ｍｍ 組 354 ○ ○ 1507 築堤マット

港湾築堤マット 1507011070 マリンマットＲタイプ 線径７．０×網目１５０ｍｍ 横２×縦１．５×高１ｍ 容量３ｍ３ 被覆ワイヤー 富士金網製造 港湾築堤マット　マリンマットＲ ２×１．５×１ｍ網目１５０ｍｍ 組 354 ○ ○ 1507 築堤マット

港湾築堤マット 1507011080 マリンマットＨタイプ 線径９．０×網目１５０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ 被覆ワイヤー 富士金網製造 港湾築堤マット　マリンマットＨ ３×２×１ｍ　網目１５０ｍｍ 組 354 ○ ○ 1507 築堤マット

港湾築堤マット 1507011090 マリンマットＨタイプ 線径９．０×網目１３０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ 被覆ワイヤー 富士金網製造 港湾築堤マット　マリンマットＨ ３×２×１ｍ　網目１３０ｍｍ 組 354 ○ ○ 1507 築堤マット

港湾築堤マット 1507011100 マリンマットＨタイプ 線径９．０×網目１５０ｍｍ 横２×縦１．５×高１ｍ 容量３ｍ３ 被覆ワイヤー 富士金網製造 港湾築堤マット　マリンマットＨ ２×１．５×１ｍ網目１５０ｍｍ 組 354 ○ ○ 1507 築堤マット

コンクリート魚礁―ブランド品― 1503011012 コンクリート魚礁 ジャンボ魚礁 １００－Ⅲ型 ８ｍ×５ｍ×高４．０３ｍ ２０．０ｔ／基 ＩＨＩ建材工業 コンクリート魚礁 ジャンボ魚礁１００－３型 基 354 ○ ○ 1503 魚礁

コンクリート魚礁―ブランド品― 1503011020 コンクリート魚礁 ジャンボ魚礁 １３０－Ⅲ型 ８ｍ×５ｍ×高７．０６ｍ ２５．１ｔ／基 ＩＨＩ建材工業 コンクリート魚礁 ジャンボ魚礁１３０－３型 基 354 ○ ○ 1503 魚礁

コンクリート魚礁―ブランド品― 1503012235 コンクリート魚礁 ＳＫリーフ Ａタイプ　４段 φ６．１５×高４．９５ｍ １８．６ｔ／基 ＳＮＣ コンクリート魚礁 ＳＫリーフ　Ａタイプ　４段 基 354 ○ ○ 1503 魚礁
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コンクリート魚礁―ブランド品― 1503012240 コンクリート魚礁 ＳＫリーフ Ａタイプ　５段ＯＰ φ６．１５×高６．０５ｍ ２７．３ｔ／基 ＳＮＣ コンクリート魚礁 ＳＫリーフ　Ａタイプ　５段 基 354 ○ ○ 1503 魚礁

コンクリート魚礁―ブランド品― 1503012245 コンクリート魚礁 ＳＫリーフ Ａタイプ　７段ＯＰ φ６．１５×高８．２５ｍ ３４．１ｔ／基 ＳＮＣ コンクリート魚礁 ＳＫリーフ　Ａタイプ　７段 基 354 ○ ○ 1503 魚礁

コンクリート魚礁―ブランド品― 1503011250 コンクリート魚礁 ピラミッド型魚礁 Ｐ１７０Ｂ ６．９ｍ×６．９ｍ×高４．８ｍ ３０．５７ｔ／基 広和 コンクリート魚礁 ピラミッド型魚礁Ｐ１７０Ｂ 基 354 ○ ○ 1503 魚礁

コンクリート魚礁―ブランド品― 1503011230 コンクリート魚礁 プラス型魚礁 ＋６Ｂ ５．３５ｍ×５．３５ｍ×高６ｍ ５４．４８ｔ／基 広和 コンクリート魚礁 プラス型魚礁＋６Ｂ 基 354 ○ ○ 1503 魚礁

コンクリート魚礁―ブランド品― 1503010230 コンクリート魚礁 ドラゴンリーフ ５０００Ｕ ５ｍ×５ｍ×高５ｍ ２１．０ｔ／基 太平洋マテリアル コンクリート魚礁 ドラゴンリーフ　５０００Ｕ 基 354 ○ ○ 1503 魚礁

鋼製魚礁・増殖礁【公表価格】 1503035010 鋼製魚礁・増殖礁 シェルナース２．２型 縦３．４×横３．４×高２．２ｍ 容量２０．４ｍ３ ７．４ｔ 海洋建設 鋼製魚礁・増殖礁 シェルナース２．２型Ｈ２．２ｍ 基 354 ○ ○ 1503 魚礁

鋼製魚礁・増殖礁【公表価格】 1503032510
鋼製魚礁・増殖礁 スリースターリーフⅠ－８Ｎ 縦１０．０×横１０．０×高６．０ｍ 容量４９６．０ｍ３ １４．７
ｔ 中山製鋼所

鋼製魚礁・増殖礁 スリースターリーフＩ－８Ｎ 基 354 ○ ○ 1503 魚礁

鋼製魚礁・増殖礁【公表価格】 1503031032
鋼製魚礁・増殖礁 ＳＫＳリーフ　Ｅ４５０ＬＴ型 縦１１．０×横１１．０×高６．０ｍ 容量４６７．３１ｍ３ １
１．９ｔ 日鉄神鋼建材

鋼製魚礁・増殖礁 ＳＫＳリーフ　Ｅ４５０ＬＴ型 基 354 ○ ○ 1503 魚礁

鋼製魚礁・増殖礁【公表価格】 1503033530 鋼製魚礁・増殖礁 ＨＺ－５００ＮＢ 縦１０．５×横９．０×高８．２ｍ 容量５０６．７ｍ３ ２０．３ｔ 日立造船 鋼製魚礁・増殖礁 ＨＺ－５００ＮＢ　Ｈ８．２ｍ 基 354 ○ ○ 1503 魚礁

鋼製えん堤 1003090010 不透過型えん堤 鋼製枠 中詰流出防止材を使用する場合も含む（塗装） 鋼製枠 中詰流出防止材使用も含む　塗装 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤 1003090020 不透過型えん堤 鋼製枠 中詰流出防止材を使用する場合も含む（めっき） 鋼製枠 中詰流出防止材使用も含むめっき ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤 1003120010 不透過型えん堤 ＳＢウォール 上流外部保護材　軽量鋼矢板　板厚４ｍｍ（塗装） ＳＢウォール 上流外部保護材　塗装 ｍ２ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤 1003120020 不透過型えん堤 ＳＢウォール 上流外部保護材　軽量鋼矢板　板厚４ｍｍ（めっき） ＳＢウォール 上流外部保護材　めっき ｍ２ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤 1003120030 不透過型えん堤 ＳＢウォール 下流外部保護材　コンクリートブロック・２分勾配用（滑面） ＳＢウォール 下流外部保護材　滑面 ｍ２ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤 1003120040 不透過型えん堤 ＳＢウォール 下流外部保護材　コンクリートブロック・２分勾配用（石積模様） ＳＢウォール 下流外部保護材　石積模様 ｍ２ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003052074 不透過型えん堤 ＩＮＳＥＭダブルウォール 壁面材　軽量鋼矢板セグメント　板厚４ｍｍ　無処理（黒皮） 共生 ＩＮＳＥＭダブルウォール 壁面材　板厚４ｍｍ ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003052076 不透過型えん堤 ＩＮＳＥＭダブルウォール 壁面材　エキスパンドメタルＬ型ユニット　めっき 共生 ＩＮＳＥＭダブルウォール 壁面材　エキスパンドメタル ｍ２ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003052079 不透過型えん堤 ＩＮＳＥＭダブルウォール 腹起し材・底面通し材・堤冠材他　無処理（黒皮） 共生 ＩＮＳＥＭダブルウォール 腹起し材・底面通し材他 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材
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鋼製えん堤―ブランド品― 1003052084 不透過型えん堤 スーパーセルダム 鋼矢板セグメント（壁面材標準長さＬ＝２ｍ）（無処理） 共生 スーパーセルダム 鋼矢板セグメント　無処理 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003130005
不透過型えん堤 鋼製組立網ガードン　ユニットロック 主筋φ１６ｍｍ×用線８ｍｍ×網目１５ｃｍ（めっき） 共和
ハーモテック

鋼製組立網ユニットロック 主筋径１６ｍｍ　網目１５ｃｍ ｍ２ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003130010
不透過型えん堤 鋼製組立網ガードン　ユニットロック 主筋φ１３ｍｍ×用線８ｍｍ×網目１５ｃｍ（めっき） 共和
ハーモテック

鋼製組立網ユニットロック 主筋径１３ｍｍ　網目１５ｃｍ ｍ２ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003130015
不透過型えん堤 鋼製組立網ガードン　ユニットロック 主筋φ１６ｍｍ×用線８ｍｍ×網目１３ｃｍ（めっき） 共和
ハーモテック

鋼製組立網ユニットロック 主筋径１６ｍｍ　網目１３ｃｍ ｍ２ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003130020
不透過型えん堤 鋼製組立網ガードン　ユニットロック 主筋φ１３ｍｍ×用線８ｍｍ×網目１３ｃｍ（めっき） 共和
ハーモテック

鋼製組立網ユニットロック 主筋径１３ｍｍ　網目１３ｃｍ ｍ２ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003130025
不透過型えん堤 鋼製組立網ガードン　パレットロック 主筋φ１６ｍｍ×用線８ｍｍ×網目１３ｃｍ（めっき） 共和
ハーモテック

鋼製組立網パレットロック 主筋径１６ｍｍ　網目１３ｃｍ ｍ２ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003051052 不透過型えん堤 ＪＳＮウォール（ソイルセメントタイプ） 波形鋼板パネル　板厚　３．２ｍｍ（無処理） ＪＦＥ建材 ＪＳＮウォール 波形鋼板パネル　無処理 ｍ２ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003051054 不透過型えん堤 ＪＳＮウォール（ソイルセメントタイプ） 波形鋼板パネル　板厚　３．２ｍｍ（めっき） ＪＦＥ建材 ＪＳＮウォール 波形鋼板パネル　めっき ｍ２ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003051056 不透過型えん堤 ＪＳＮウォール（ソイルセメントタイプ） コンクリートブロック　２分勾配用（滑面） ＪＦＥ建材 ＪＳＮウォール コンクリートブロック　滑面 ｍ２ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003051058
不透過型えん堤 ＪＳＮウォール（ソイルセメントタイプ） コンクリートブロック　２分勾配用（石積模様） ＪＦＥ建
材

ＪＳＮウォール コンクリートブロック　石積模様 ｍ２ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100122 透過型えん堤 Δ型スリットダム Ｈ＝２・３・４・５ｍ（めっき） 共生 Δ型スリットダム Ｈ＝２・３・４・５ｍ　めっき ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100260 透過型えん堤 ＣＢＢＯ型えん堤 無処理（黒皮） 共生 ＣＢＢＯ型えん堤 無処理　黒皮 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100130 透過型えん堤 Ｄ型スリットダム Ｈ＝２・３・４・５ｍ（塗装） ＪＦＥ建材 Ｄ型スリットダム Ｈ＝２・３・４・５ｍ　塗装 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100131 透過型えん堤 Ｌ型スリットダム （塗装） ＪＦＥ建材 Ｌ型スリットダム 塗装 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100170 透過型えん堤 Ⅰ型スリットえん堤 （塗装） ＪＦＥ建材 Ｉ型スリットえん堤 塗装 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100180 透過型えん堤 鋼製スリットビーム （塗装） ＪＦＥ建材 鋼製スリットビーム 塗装 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100250 透過型えん堤 Ｊ－スリットえん堤 Ｈ≦３ｍ（塗装） ＪＦＥ建材 Ｊ－スリットえん堤 Ｈ≦３ｍ　塗装 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100270 透過型えん堤 Ｊ－スリットえん堤 ３ｍ＜Ｈ≦８．５ｍ（塗装） ＪＦＥ建材 Ｊ－スリットえん堤 ３ｍ＜Ｈ≦８．５ｍ　塗装 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材
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鋼製えん堤―ブランド品― 1003100280 透過型えん堤 Ｊ－スリットえん堤 Ｈ＞８．５ｍ（塗装） ＪＦＥ建材 Ｊ－スリットえん堤 Ｈ＞８．５ｍ　塗装 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100190 透過型えん堤 格子形－２０００Ｃ Ｋ１０タイプ　鋼管径φ５０８（塗装） 日鉄建材 格子形－２０００Ｃ Ｋ１０タイプ　径５０８　塗装 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100200 透過型えん堤 格子形－２０００Ｃ Ｋ１０タイプ　鋼管径φ６０９（塗装） 日鉄建材 格子形－２０００Ｃ Ｋ１０タイプ　径６０９　塗装 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100210 透過型えん堤 格子形－２０００Ｃ Ｋ２０タイプ　鋼管径φ５０８（塗装） 日鉄建材 格子形－２０００Ｃ Ｋ２０タイプ　径５０８　塗装 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100220 透過型えん堤 格子形－２０００Ｃ Ｋ２０タイプ　鋼管径φ６０９（塗装） 日鉄建材 格子形－２０００Ｃ Ｋ２０タイプ　径６０９　塗装 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100110 透過型えん堤 ｈ型スリットダム Ｈ＝２・３・４・５ｍ（塗装） 日鉄建材 ｈ型スリットダム Ｈ＝２・３・４・５ｍ　塗装 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100022 透過型えん堤 Ａ型スリットダム Ａ－２０（Ｈ＝２ｍ）（塗装） 日鉄建材 Ａ型スリットダム Ａ－２０（Ｈ＝２ｍ）塗装 基 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100032 透過型えん堤 Ａ型スリットダム Ａ－３０（Ｈ＝３ｍ）（塗装） 日鉄建材 Ａ型スリットダム Ａ－３０（Ｈ＝３ｍ）塗装 基 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100024 透過型えん堤 Ａ型スリットダム Ａｅ－２０（Ｈ＝２ｍ）（塗装） 日鉄建材 Ａ型スリットダム Ａｅ－２０（Ｈ＝２ｍ）塗装 基 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100034 透過型えん堤 Ａ型スリットダム Ａｅ－３０（Ｈ＝３ｍ）（塗装） 日鉄建材 Ａ型スリットダム Ａｅ－３０（Ｈ＝３ｍ）塗装 基 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100040 透過型えん堤 Ｂ型スリットダム （塗装） 日鉄建材 Ｂ型スリットダム 塗装 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003050080 透過型えん堤 鋼製スリットえん堤Ｔ型 本体・さや管（塗装） 日鉄建材 鋼製スリットえん堤Ｔ型 本体・さや管　塗装 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003050090 透過型えん堤 鋼製スリットえん堤Ｔ型 補強材（無塗装） 日鉄建材 鋼製スリットえん堤Ｔ型 補強材　無塗装 ｔ 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100290 透過型えん堤 Ｒ型流木捕捉工　Ｒ－２０Ｎ Ｈ＝２ｍ　本体・さや管（塗装） 日鉄建材 Ｒ型流木捕捉工 Ｒ－２０Ｎ　Ｈ＝２ｍ　塗装 セット 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003100300 透過型えん堤 Ｒ型流木捕捉工　Ｒ－３０Ｎ Ｈ＝３ｍ　本体・さや管（塗装） 日鉄建材 Ｒ型流木捕捉工 Ｒ－３０Ｎ　Ｈ＝３ｍ　塗装 セット 355 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003130030 ＥＧボックス（めっきかご枠） ５００×２，０００×８００ｍｍ　上面・植生マット別（めっき） 共和ハーモテック ＥＧボックス（めっきかご枠） ５００×２０００×８００ ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003130050
ＥＧボックス（めっきかご枠） ５００×２，０００×１，０００ｍｍ　上面・植生マット別（めっき） 共和ハーモ
テック

ＥＧボックス（めっきかご枠） ５００×２０００×１０００ ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003130035
ＥＧボックス（めっきかご枠） ５００×２，０００×１，２００ｍｍ　上面・植生マット別（めっき） 共和ハーモ
テック

ＥＧボックス（めっきかご枠） ５００×２０００×１２００ ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材
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特殊かご―ブランド品― 1003130040
大型ＥＧボックス（大型めっきかご枠） １５０型　１，０００×１，０００×１，５００ｍｍ　上面・端部別（めっ
き） 共和ハーモテック

大型ＥＧボックス １５０型　１０００×１５００ ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003130045
大型ＥＧボックス（大型めっきかご枠） ２００型　１，０００×１，０００×２，０００ｍｍ　上面・端部別（めっ
き） 共和ハーモテック

大型ＥＧボックス ２００型　１０００×２０００ ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003130055
大型ＥＧボックス（大型めっきかご枠） ２５０型　１，０００×１，０００×２，５００ｍｍ　上面・端部別（めっ
き） 共和ハーモテック

大型ＥＧボックス ２５０型　１０００×２５００ ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060482
大型ハイパーマット１５０型（合金先めっき大型かご枠） 最上段用　１．０×１．５×２．０ｍ　上面付・端部別（合
金めっき） 共和ハーモテック

大型ハイパーマット１５０型 最上段用　１×１．５×２ｍ ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060484
大型ハイパーマット１５０型（合金先めっき大型かご枠） 中下段用（１：０．５勾配）　１．０×１．５×２．０ｍ
上面付・端部別（合金めっき） 共和ハーモテック

大型ハイパーマット１５０型 中下段用　１×１．５×２ｍ ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060476
大型ハイパーマット２００型（合金先めっき大型かご枠） 最上段用　１．０×２．０×２．０ｍ　上面付・端部別（合
金めっき） 共和ハーモテック

大型ハイパーマット２００型 最上段用　１×２×２ｍ ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060478
大型ハイパーマット２００型（合金先めっき大型かご枠） 中下段用（１：０．５勾配）　１．０×２．０×２．０ｍ
上面付・端部別（合金めっき） 共和ハーモテック

大型ハイパーマット２００型 中下段用　１×２×２ｍ ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060472
鋼製組立網ガードン　パネル 主筋φ１６ｍｍ×用線φ８ｍｍ×網目１５ｃｍ×高１．０ｍ×幅２．０ｍ×長２．０ｍ
（めっき） 共和ハーモテック

鋼製組立網ガードン　パネル Ｈ１×Ｗ２×Ｌ２ｍ 本 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060474
鋼製組立網ガードン　パネル 主筋φ１６ｍｍ×用線φ８ｍｍ×網目１５ｃｍ×高１．０ｍ×幅２．０ｍ×長３．０ｍ
（めっき） 共和ハーモテック

鋼製組立網ガードン　パネル Ｈ１×Ｗ２×Ｌ３ｍ 本 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060730 根固めマット ２ｔ型　高０．６ｍ×幅１．５ｍ×長１．５ｍ 共和ハーモテック 根固めマット　２ｔ型 Ｈ０．６×Ｗ１．５×Ｌ１．５ｍ 個 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060740 根固めマット ３ｔ型　高０．６ｍ×幅１．８ｍ×長１．８ｍ 共和ハーモテック 根固めマット　３ｔ型 Ｈ０．６×Ｗ１．８×Ｌ１．８ｍ 個 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060860
ハイパーマット多段積型１００型（合金先めっきかご枠） 最上段用　高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長２．０ｍ　上面付・
端部別（合金めっき） 共和ハーモテック

ハイパーマット多段積型１００型 最上段用Ｈ０．５×Ｗ１×Ｌ２ｍ ｍ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060870
ハイパーマット多段積型１００型（合金先めっきかご枠） 中下段用（１：０．５勾配）　高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長
２．０ｍ　上面付・端部別（合金めっき） 共和ハーモテック

ハイパーマット多段積型１００型 中下段用（１：０．５勾配） ｍ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060880
ハイパーマット多段積型１００型（合金先めっきかご枠） 中下段用（１：１．０勾配）　高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長
２．０ｍ　上面付・端部別（合金めっき） 共和ハーモテック

ハイパーマット多段積型１００型 中下段用（１：１勾配） ｍ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060910
ハイパーマット多段積型１２０型（合金先めっきかご枠） 最上段用　高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０ｍ　上面付・
端部別（合金めっき） 共和ハーモテック

ハイパーマット多段積型１２０型 最上段用　Ｈ０．５×Ｗ１．２ｍ ｍ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060920
ハイパーマット多段積型１２０型（合金先めっきかご枠） 中下段用（１：０．５勾配）　高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長
２．０ｍ　上面付・端部別（合金めっき） 共和ハーモテック

ハイパーマット多段積型１２０型 中下段用（１：０．５勾配） ｍ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060930
ハイパーマット多段積型１２０型（合金先めっきかご枠） 中下段用（１：１．０勾配）　高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長
２．０ｍ　上面付・端部別（合金めっき） 共和ハーモテック

ハイパーマット多段積型１２０型 中下段用（１：１勾配） ｍ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060890 ハイパーマットＫＭ型１００型 最上段用　高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長２．０ｍ（合金めっき） 共和ハーモテック ハイパーマットＫＭ型１００型 最上段用Ｈ０．５×Ｗ１×Ｌ２ｍ ｍ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材
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特殊かご―ブランド品― 1003060900
ハイパーマットＫＭ型１００型 中下段用（１：０．５勾配）　高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長２．０ｍ（合金めっき）
共和ハーモテック

ハイパーマットＫＭ型１００型 中下段用（１：０．５勾配） ｍ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060770 二重ふとんかご（ＧＳ３） 線径φ４ｍｍ×網目１３ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０ｍ 栗原建材産業 二重ふとんかご（ＧＳ３） 線径４ｍｍ　網目１３ｃｍ 本 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060780
二重ふとんかご（ＧＳ７・亜鉛アルミ合金） 線径φ４ｍｍ×網目１３ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０ｍ 栗
原建材産業

二重ふとんかご（ＧＳ７） 線径４ｍｍ　網目１３ｃｍ 本 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060790 二重ふとんかご用内張ネット ポリエチレンネットＮ２００３ 栗原建材産業 二重ふとんかご用内張ネット ポリエチレンネットＮ２００３ ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003130515 大型カンタンメッシュカゴ １，０００×２，０００×１，０００ｍｍ　上面・植生マット別（めっき） 小岩金網 大型カンタンメッシュカゴ １０００×２０００×１０００ ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003130505 カンタンメッシュカゴ（土留・石詰め） ５００×２，０００×８００ｍｍ　上面・植生マット別（めっき） 小岩金網 カンタンメッシュカゴ ５００×２０００×８００ ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003130510
カンタンメッシュカゴ（土留・石詰め） ５００×２，０００×１，２００ｍｍ　上面・植生マット別（めっき） 小岩
金網

カンタンメッシュカゴ ５００×２０００×１２００ ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003131005 ＫＳかご枠 ５００×２，０００×８００ｍｍ　上面・植生マット別（めっき） 小財スチール ＫＳかご枠 ５００×２０００×８００ ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003131010 ＫＳかご枠 ５００×２，０００×１，２００ｍｍ　上面・植生マット別（めっき） 小財スチール ＫＳかご枠 ５００×２０００×１２００ ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060300 ＫＳパッケージ ＫＳＰ－１２　高１．０×幅１．２×長２．０ｍ（めっき） ＪＦＥ建材 ＫＳパッケージ １×１．２×２ｍ　めっき 基 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060310 ＫＳパッケージ ＫＳＰ－１３　高１．０×幅１．２×長３．０ｍ（めっき） ＪＦＥ建材 ＫＳパッケージ １×１．２×３ｍ　めっき 基 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060320 ＫＳパッケージ ＫＳＰ－２２　高１．０×幅２．０×長２．０ｍ（めっき） ＪＦＥ建材 ＫＳパッケージ １×２×２ｍ　めっき 基 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060330 ＫＳパッケージ ＫＳＰ－２３　高１．０×幅２．０×長３．０ｍ（めっき） ＪＦＥ建材 ＫＳパッケージ １×２×３ｍ　めっき 基 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060280 ＫＳパッケージ ＫＳＰ－５１２　高０．５×幅１．２×長２．０ｍ（めっき） ＪＦＥ建材 ＫＳパッケージ ０．５×１．２×２ｍ　めっき 基 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060290 ＫＳパッケージ ＫＳＰ－５１３　高０．５×幅１．２×長３．０ｍ（めっき） ＪＦＥ建材 ＫＳパッケージ ０．５×１．２×３ｍ　めっき 基 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003131520
ＪＦＥ大型篭枠 ＥＦ２００　１，０００×１，０００×２，０００ｍｍ　上面・端面・植生シート別（塗装） ＪＦＥ
建材

ＪＦＥ大型篭枠 ＥＦ２００　塗装 ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003131525
ＪＦＥ大型篭枠 ＥＦ２００　１，０００×１，０００×２，０００ｍｍ　上面・端面・植生シート別（めっき） ＪＦ
Ｅ建材

ＪＦＥ大型篭枠 ＥＦ２００　めっき ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003131505
ＪＦＥ篭枠（Ｍパッケージ） ＷＭ０８　５００×２，０００×８００ｍｍ　上面・端面・植生シート別（塗装） ＪＦ
Ｅ建材

ＪＦＥ篭枠 ＷＭ０８　塗装 ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材
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特殊かご―ブランド品― 1003131512
ＪＦＥ篭枠（Ｍパッケージ） ＷＭ０８　５００×２，０００×８００ｍｍ　上面・端面・植生シート別（めっき） Ｊ
ＦＥ建材

ＪＦＥ篭枠 ＷＭ０８　めっき ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003131510
ＪＦＥ篭枠（Ｍパッケージ） ＷＭ１２　５００×２，０００×１，２００ｍｍ　上面・端面・植生シート別（塗装）
ＪＦＥ建材

ＪＦＥ篭枠 ＷＭ１２　塗装 ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003131514
ＪＦＥ篭枠（Ｍパッケージ） ＷＭ１２　５００×２，０００×１，２００ｍｍ　上面・端面・植生シート別（めっき）
ＪＦＥ建材

ＪＦＥ篭枠 ＷＭ１２　めっき ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003131515 ＪＦＥ篭枠（Ｍパッケージ） 植生シート　ＷＭ０８・ＷＭ１２用 ＪＦＥ建材 ＪＦＥ篭枠 植生シートＷＭ０８・ＷＭ１２用 ｍ２ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060260
セトロンカゴトップ（ＧＳ－７）（１０％アルミ） 用線φ５ｍｍ×網目１０ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長２．０
ｍ 瀬戸内金網商工

セトロンカゴトップ　ＧＳ－７ 用線５ｍｍ　網目１０ｃｍ 本 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060270
セトロンカゴトップ（ＧＳ－７）（１０％アルミ） 用線φ５ｍｍ×網目１３ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長２．０
ｍ 瀬戸内金網商工

セトロンカゴトップ　ＧＳ－７ 用線５ｍｍ　網目１３ｃｍ 本 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060242 セトロンスジカゴ 用線φ４ｍｍ×網目１３ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０ｍ 瀬戸内金網商工 セトロンスジカゴ 用線４ｍｍ　網目１３ｃｍ 本 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060244 セトロンスジカゴ 用線φ４ｍｍ×網目１５ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０ｍ 瀬戸内金網商工 セトロンスジカゴ 用線４ｍｍ　網目１５ｃｍ 本 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060590 セトロン自在カゴ（ＧＳ－３） 用線φ４ｍｍ×網目１３ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長１．０ｍ 瀬戸内金網商工 セトロン自在カゴ　ＧＳ－３ 用線４ｍｍ　網目１３ｃｍ 本 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060150 セトロンスピードオープンふとんかご 用線φ４ｍｍ×網目１３ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ 瀬戸内金網商工 セトロンスピードオープン 用線４ｍｍ　網目１３ｃｍ ｍ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060160 セトロンスピードオープンふとんかご 用線φ４ｍｍ×網目１５ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ 瀬戸内金網商工 セトロンスピードオープン 用線４ｍｍ　網目１５ｃｍ ｍ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060530 セトロンスピードじゃかご 用線φ４ｍｍ×網目１３ｃｍ×径４５ｃｍ 瀬戸内金網商工 セトロンスピードじゃかご 用線４ｍｍ　網目１３ｃｍ ｍ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060540 セトロンスピードじゃかご 用線φ４ｍｍ×網目１５ｃｍ×径４５ｃｍ 瀬戸内金網商工 セトロンスピードじゃかご 用線４ｍｍ　網目１５ｃｍ ｍ 356 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060610
セトロンダルマカゴ（ＧＳ－７）（１０％アルミ） 用線φ５ｍｍ×網目１０ｃｍ×高０．５ｍ×外径２．０ｍ 瀬戸内
金網商工

セトロンダルマカゴ　ＧＳ－７ 用線５ｍｍ　網目１０ｃｍ 基 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060605 セトロンホイストーン 用線φ４ｍｍ×網目１３ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０ｍ 瀬戸内金網商工 セトロンホイストーン 用線４ｍｍ　網目１３ｃｍ 本 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060570
セトロンパネルカゴ（ＧＳ－３） 用線φ４ｍｍ×網目１３ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０ｍ 瀬戸内金網商
工

セトロンパネルカゴ　ＧＳ－３ 用線４ｍｍ　網目１３ｃｍ 本 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060580
セトロンパネルカゴ（ＧＳ－３） 用線φ４ｍｍ×網目１５ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０ｍ 瀬戸内金網商
工

セトロンパネルカゴ　ＧＳ－３ 用線４ｍｍ　網目１５ｃｍ 本 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060550
セトロンパネルカゴ（ＧＳ－７）（１０％アルミ） 用線φ４ｍｍ×網目１３ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０
ｍ 瀬戸内金網商工

セトロンパネルカゴ　ＧＳ－７ 用線４ｍｍ　網目１３ｃｍ 本 357 ○ ○ 1003 えん堤用材
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特殊かご―ブランド品― 1003060560
セトロンパネルカゴ（ＧＳ－７）（１０％アルミ） 用線φ４ｍｍ×網目１５ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．２ｍ×長２．０
ｍ 瀬戸内金網商工

セトロンパネルカゴ　ＧＳ－７ 用線４ｍｍ　網目１５ｃｍ 本 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060800 スーパーかせんカゴ ＡＨ－１　網目５ｃｍ×高０．３ｍ×幅１．０ｍ×長２．０ｍ 大嘉産業 スーパーかせんカゴ　ＡＨ－１ 網目５ｃｍ　Ｈ０．３ｍ 基 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060810 スーパーかせんカゴ ＡＨ－１　吊上型　網目５ｃｍ×高０．３ｍ×幅１．０ｍ×長２．０ｍ 大嘉産業 スーパーかせんカゴ　ＡＨ－１ 吊上型　網目５ｃｍ　Ｈ０．３ｍ 基 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060820 スーパーかせんカゴ ＡＨ－２　網目５ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長２．０ｍ 大嘉産業 スーパーかせんカゴ　ＡＨ－２ 網目５ｃｍ　Ｈ０．５ｍ 基 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060830 スーパーかせんカゴ ＡＨ－２　吊上型　網目５ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長２．０ｍ 大嘉産業 スーパーかせんカゴ　ＡＨ－２ 吊上型　網目５ｃｍ　Ｈ０．５ｍ 基 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060840 スーパーかせんカゴ スロープタイプ　網目５ｃｍ×高０．３ｍ 大嘉産業 スーパーかせんカゴ　スロープ 網目５ｃｍ　Ｈ０．３ｍ ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060850 スーパーかせんカゴ スロープタイプ　網目５ｃｍ×高０．５ｍ 大嘉産業 スーパーかせんカゴ　スロープ 網目５ｃｍ　Ｈ０．５ｍ ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1907150607 マックスウォール ＭＷ－１０００　１．０×１．０×１０．０ｍ（めっき） 太陽工業 マックスウォール　ＭＷ１０００ １×１×１０ｍ　めっき ユニット 357 ○ ○ 1907 のり面防護材

特殊かご―ブランド品― 1003132005 カゴ枠 Ｋ０８　５００×２，０００×８００ｍｍ　上面・植生シート別（塗装） 日鉄建材 カゴ枠　Ｋ０８ ５００×８００ｍｍ　塗装 ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003132012 カゴ枠 Ｋ０８　５００×２，０００×８００ｍｍ　上面・植生シート別（めっき） 日鉄建材 カゴ枠　Ｋ０８ ５００×８００ｍｍ　めっき ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003132010 カゴ枠 Ｋ１２　５００×２，０００×１，２００ｍｍ　上面・植生シート別（塗装） 日鉄建材 カゴ枠　Ｋ１２ ５００×１２００ｍｍ　塗装 ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003132014 カゴ枠 Ｋ１２　５００×２，０００×１，２００ｍｍ　上面・植生シート別（めっき） 日鉄建材 カゴ枠　Ｋ１２ ５００×１２００ｍｍ　めっき ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003132015 カゴ枠 植生シート　Ｋ０８・Ｋ１２用 日鉄建材 カゴ枠　植生シート Ｋ０８・Ｋ１２用 ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003132016 カゴ枠 Ｋ０８端部枠　５００×８００ｍｍ（塗装） 日鉄建材 カゴ枠　Ｋ０８端部枠 ５００×８００ｍｍ　塗装 枚 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003132017 カゴ枠 Ｋ０８端部枠　５００×８００ｍｍ（めっき） 日鉄建材 カゴ枠　Ｋ０８端部枠 ５００×８００ｍｍ　めっき 枚 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003132018 カゴ枠 Ｋ１２端部枠　５００×１，２００ｍｍ（塗装） 日鉄建材 カゴ枠　Ｋ１２端部枠 ５００×１２００ｍｍ　塗装 枚 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003132019 カゴ枠 Ｋ１２端部枠　５００×１，２００ｍｍ（めっき） 日鉄建材 カゴ枠　Ｋ１２端部枠 ５００×１２００ｍｍ　めっき 枚 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003132020 大型カゴ枠 １，０００×１，０００×２，０００ｍｍ　上面・端部別（塗装） 日鉄建材 大型カゴ枠 １０００×２０００ｍｍ　塗装 ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材
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特殊かご―ブランド品― 1003132025 大型カゴ枠 １，０００×１，０００×２，０００ｍｍ　上面・端部別（めっき） 日鉄建材 大型カゴ枠 １０００×２０００ｍｍ　めっき ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003132030 大型カゴ枠 端部枠　１，０００×２，０００ｍｍ（塗装） 日鉄建材 大型カゴ枠　端部枠 １０００×２０００ｍｍ　塗装 枚 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003132035 大型カゴ枠 端部枠　１，０００×２，０００ｍｍ（めっき） 日鉄建材 大型カゴ枠　端部枠 １０００×２０００ｍｍ　めっき 枚 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060410 鋼製護岸枠　段積型 高０．５×幅１．０×長２．０ｍ（めっき） 日鉄建材 鋼製護岸枠　段積型 Ｈ０．５×Ｗ１×Ｌ２ｍ　めっき ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060390 鋼製護岸枠　突込型 高１．０×幅１．０×長２．０ｍ（めっき） 日鉄建材 鋼製護岸枠　突込型 Ｈ１×Ｗ１×Ｌ２ｍ　めっき ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060400 鋼製護岸枠　根固型 高１．０×幅１．０×長２．０ｍ（めっき） 日鉄建材 鋼製護岸枠　根固型 Ｈ１×Ｗ１×Ｌ２ｍ　めっき ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1909060020 なだれ防止柵 ＮＢ型　積雪深３・３．５・４ｍ（塗装） 日鉄建材 雪崩防止柵　ＮＢ型 積雪深３ｍ　３．５ｍ　４ｍ塗装 ｔ 357 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

特殊かご―ブランド品― 1909060030 なだれ防止柵 ＮＢ型　積雪深３・３．５・４ｍ（めっき） 日鉄建材 雪崩防止柵　ＮＢ型 積雪深３ｍ　３．５ｍ　４ｍ ｔ 357 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

特殊かご―ブランド品― 1003060420
マリンマット河川用 網線径φ３．２／７ｍｍ×枠線径φ４／９ｍｍ×網目１０ｃｍ×高０．５ｍ×幅１．０ｍ×長２．
０ｍ 富士金網製造

特殊ふとんかごマリンマット河川 網線径３．２／７ｍｍ　Ｈ０．５ 個 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060450 マリンマット平張用 網線径φ３．２／７ｍｍ×枠線径φ４／９ｍｍ×網目１０ｃｍ×高０．３ｍ 富士金網製造 特殊ふとんかごマリンマット平張 網線径３．２／７ｍｍ　Ｈ０．３ ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060440 マリンマット平張用 網線径φ３．２／７ｍｍ×枠線径φ４／９ｍｍ×網目１０ｃｍ×高０．５ｍ 富士金網製造 特殊ふとんかごマリンマット平張 網線径３．２／７ｍｍ　Ｈ０．５ ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060430 マリンマット平張用 網線径φ４／９ｍｍ×枠線径φ６／１１ｍｍ×網目１０ｃｍ×高０．５ｍ 富士金網製造 特殊ふとんかごマリンマット平張 網線径４／９ｍｍ　Ｈ０．５ ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060710 ＭＫＳＵＳマット 多段タイプＳ（勾配１：０．５） 松井金網工業 ＭＫＳＵＳマット 多段タイプＳ（勾配１：０．５） ｍ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060720 ＭＫＳＵＳマット 多段タイプＳ（勾配１：１．０） 松井金網工業 ＭＫＳＵＳマット 多段タイプＳ（勾配１：１） ｍ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060700 ＭＫＳＵＳマット 多段タイプＷ 松井金網工業 ＭＫＳＵＳマット 多段タイプＷ ｍ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060680 ＭＫＳＵＳマット 平張タイプ　Ｈ３０（Ｈ＝３０ｃｍ） 松井金網工業 ＭＫＳＵＳマット 平張タイプ　Ｈ３０ ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060690 ＭＫＳＵＳマット 平張タイプ　Ｈ５０（Ｈ＝５０ｃｍ） 松井金網工業 ＭＫＳＵＳマット 平張タイプ　Ｈ５０ ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003060692
ＭＫ・ウェルドマット多段積（合金めっきかご枠） Ｍ－１００　最上段用　５００×２，０００×１，０００ｍｍ（合
金めっき） 松井金網工業

ＭＫ・ウェルドマット多段積 Ｍ－１００　最上段用 ｍ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

993 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

特殊かご―ブランド品― 1003060694
ＭＫ・ウェルドマット多段積（合金めっきかご枠） Ｍ－１００　中下段用（１：０．５勾配）　５００×２，０００×
１，０００ｍｍ（合金めっき） 松井金網工業

ＭＫ・ウェルドマット多段積 Ｍ－１００　中下段用 ｍ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003132520 ＭＫ・大型ボックス Ｍ－２０００　１，０００×１，０００×２，０００ｍｍ（めっき） 松井金網工業 ＭＫ・大型ボックス Ｍ－２０００　めっき ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003132525
ＭＫ・スクリューボックス（合金めっきかご枠） Ｓ－１００　最上段用　５００×２，０００×１，０００ｍｍ（合金
めっき） 松井金網工業

ＭＫ・スクリューボックス Ｓ－１００　最上段用 ｍ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003132530
ＭＫ・スクリューボックス（合金めっきかご枠） Ｓ－１００　中下段用（１：０．５勾配）　５００×２，０００×
１，０００ｍｍ（合金めっき） 松井金網工業

ＭＫ・スクリューボックス Ｓ－１００　中下段用 ｍ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003132505
ＭＫ・ハイパーボックス（合金めっきかご枠） Ｍ－８０　５００×２，０００×８００ｍｍ（合金めっき） 松井金網
工業

ＭＫ・ハイパーボックス Ｍ－８０　合金めっき ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

特殊かご―ブランド品― 1003132510
ＭＫ・ハイパーボックス（合金めっきかご枠） Ｍ－１２０　５００×２，０００×１，２００ｍｍ（合金めっき） 松
井金網工業

ＭＫ・ハイパーボックス Ｍ－１２０　合金めっき ｍ２ 357 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072140
パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１３ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１３×５０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072200
パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１５ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１５×５０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072150
パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×５０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072160
パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１５×５０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072440
パネルタイプ角形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃ
ｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３

じゃかご角形パネルアルミＧＳ７ ４ｍｍ×１３×５０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072450
パネルタイプ角形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃ
ｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３

じゃかご角形パネルアルミＧＳ７ ４ｍｍ×１５×５０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072460
パネルタイプ角形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１３ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃ
ｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３

じゃかご角形パネルアルミＧＳ７ ５ｍｍ×１３×５０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072470
パネルタイプ角形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１５ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃ
ｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３

じゃかご角形パネルアルミＧＳ７ ５ｍｍ×１５×５０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072030
角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１３ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１３×５０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072050
角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１５ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１５×５０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072060
角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１０ｃｍ×高４８ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１０×４８ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072070
角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×４０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材
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じゃかご 1003072080
角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×５０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072120
角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×高６０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×６０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072090
角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１５×５０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072130
角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×高６０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１５×６０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072170
角形じゃかご（ふとんかご） アルミ合金・ＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１０ｃｍ×高４８ｃｍ×幅１２０
ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３

じゃかご　角形　アルミＧＳ－７ ４ｍｍ×１０×４８ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072180
角形じゃかご（ふとんかご） アルミ合金・ＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０
ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３

じゃかご　角形　アルミＧＳ－７ ４ｍｍ×１３×５０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072190
角形じゃかご（ふとんかご） アルミ合金・ＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×高５０ｃｍ×幅１２０
ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３

じゃかご　角形　アルミＧＳ－７ ４ｍｍ×１５×５０ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071010 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１０ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１０×４５ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071020 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１３ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１３×４５ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071030 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１５ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１５×４５ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071040 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１０ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１０×４５ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071060 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×４５ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071080 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１５×４５ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071160 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１３ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ５ｍｍ×１３×４５ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071170 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１５ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ５ｍｍ×１５×４５ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071180 円筒形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１０ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　アルミＧＳ７ ４ｍｍ×１０×４５ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071190 円筒形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　アルミＧＳ７ ４ｍｍ×１３×４５ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071200 円筒形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　アルミＧＳ７ ４ｍｍ×１５×４５ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材
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じゃかご 1003071210 円筒形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１３ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　アルミＧＳ７ ５ｍｍ×１３×４５ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071220 円筒形じゃかご アルミ合金・ＧＳ－７ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１５ｃｍ×径４５ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　アルミＧＳ７ ５ｍｍ×１５×４５ｃｍ ｍ 358 ○ ○ 1003 えん堤用材

袋型根固め用袋材 1003140010 袋型根固め用袋材 ２ｔ用　（長期性能型） 吊り金具含まず 網目２５ｍｍ 袋型根固め用袋材 ２ｔ用長期性能型　吊金具含まず 袋 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

袋型根固め用袋材 1003140015 袋型根固め用袋材 ３ｔ用　（長期性能型） 吊り金具含まず 網目２５ｍｍ 袋型根固め用袋材 ３ｔ用長期性能型　吊金具含まず 袋 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

袋型根固め用袋材 1003140020 袋型根固め用袋材 ４ｔ用　（長期性能型） 吊り金具含まず 網目２５ｍｍ 袋型根固め用袋材 ４ｔ用長期性能型　吊金具含まず 袋 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（スロープ型） 1003110010
かごマット（スロープ型） めっき鉄線 高３０ｃｍ 本体　網目７５×網線径φ３．２×枠線径φ４．０ｍｍ 蓋　網目
６５×網線径φ４．０×枠線径φ５．０ｍｍ

かごマット（スロープ型） めっき鉄線　Ｈ３０ｃｍ ｍ２ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（スロープ型） 1003110020
かごマット（スロープ型） めっき鉄線 高５０ｃｍ 本体　網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋　網
目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ

かごマット（スロープ型） めっき鉄線　Ｈ５０ｃｍ ｍ２ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（スロープ型） 1003110030
かごマット（スロープ型） 被覆鉄線 高３０ｃｍ 本体　網目７５×網線径φ３．２×枠線径φ４．０ｍｍ 蓋　網目６
５×網線径φ４．０×枠線径φ５．０ｍｍ

かごマット（スロープ型） 被覆鉄線　Ｈ３０ｃｍ ｍ２ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（スロープ型） 1003110040
かごマット（スロープ型） 被覆鉄線 高５０ｃｍ 本体　網目１００×網線径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋　網目
６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ

かごマット（スロープ型） 被覆鉄線　Ｈ５０ｃｍ ｍ２ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003111110
かごマット（多段積型） 突込式 めっき鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５ 本体　網目１００×網線
径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ａ

かごマット多段積型　突込式 めっき勾配１：０．５　Ａ・Ｂａ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003111120
かごマット（多段積型） 突込式 めっき鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５ 本体　網目１００×網線
径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ｂ

かごマット多段積型　突込式 めっき勾配１：０．５　Ａ・Ｂｂ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003111050
かごマット（多段積型） 突込式 めっき鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５ 本体　網目１００×網線
径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ｃ型ａ

かごマット多段積型　突込式 めっき　勾配１：０．５　Ｃ型ａ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003111130
かごマット（多段積型） 突込式 めっき鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０ 本体　網目１００×網線
径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ａ

かごマット多段積型　突込式 めっき　勾配１：１　Ａ・Ｂａ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003111140
かごマット（多段積型） 突込式 めっき鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０ 本体　網目１００×網線
径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ｂ

かごマット多段積型　突込式 めっき　勾配１：１　Ａ・Ｂｂ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003111100
かごマット（多段積型） 突込式 めっき鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０ 本体　網目１００×網線
径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ｃ型ａ

かごマット多段積型　突込式 めっき　勾配１：１　Ｃ型ａ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003111150
かごマット（多段積型） 突込式 被覆鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５ 本体　網目１００×網線径
φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ａ

かごマット多段積型　突込式 被覆　勾配１：０．５　Ａ・Ｂａ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003111160
かごマット（多段積型） 突込式 被覆鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５ 本体　網目１００×網線径
φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ｂ

かごマット多段積型　突込式 被覆　勾配１：０．５　Ａ・Ｂｂ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003111170
かごマット（多段積型） 突込式 被覆鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５ 本体　網目１００×網線径
φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ｃ型ａ

かごマット多段積型　突込式 被覆　勾配１：０．５　Ｃ型ａ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材
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かごマット（多段積型） 1003111180
かごマット（多段積型） 突込式 被覆鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０ 本体　網目１００×網線径
φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ａ

かごマット多段積型　突込式 被覆　勾配１：１　Ａ・Ｂａ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003111190
かごマット（多段積型） 突込式 被覆鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０ 本体　網目１００×網線径
φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ｂ

かごマット多段積型　突込式 被覆　勾配１：１　Ａ・Ｂｂ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003111200
かごマット（多段積型） 突込式 被覆鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０ 本体　網目１００×網線径
φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ｃ型ａ

かごマット多段積型　突込式 被覆　勾配１：１　Ｃ型ａ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112170
かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５ 本体　網目１００×網線
径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ａ

かごマット多段積型　並列式 めっき勾配１：０．５　Ａ・Ｂａ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112180
かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５ 本体　網目１００×網線
径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ｂ

かごマット多段積型　並列式 めっき勾配１：０．５　Ａ・Ｂｂ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112190
かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５ 本体　網目１００×網線
径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ｃ

かごマット多段積型　並列式 めっき勾配１：０．５　Ａ・Ｂｃ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112070
かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５ 本体　網目１００×網線
径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ｃ型ａ

かごマット多段積型　並列式 めっき　勾配１：０．５　Ｃ型ａ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112080
かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５ 本体　網目１００×網線
径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ｃ型ｃ

かごマット多段積型　並列式 めっき　勾配１：０．５　Ｃ型ｃ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112200
かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０ 本体　網目１００×網線
径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ａ

かごマット多段積型　並列式 めっき　勾配１：１　Ａ・Ｂａ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112210
かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０ 本体　網目１００×網線
径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ｂ

かごマット多段積型　並列式 めっき　勾配１：１　Ａ・Ｂｂ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112220
かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０ 本体　網目１００×網線
径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ｃ

かごマット多段積型　並列式 めっき　勾配１：１　Ａ・Ｂｃ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112150
かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０ 本体　網目１００×網線
径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ｃ型ａ

かごマット多段積型　並列式 めっき　勾配１：１　Ｃ型ａ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112160
かごマット（多段積型） 並列式 めっき鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０ 本体　網目１００×網線
径φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ｃ型ｃ

かごマット多段積型　並列式 めっき　勾配１：１　Ｃ型ｃ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112230
かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５ 本体　網目１００×網線径
φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ａ

かごマット多段積型　並列式 被覆　勾配１：０．５　Ａ・Ｂａ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112240
かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５ 本体　網目１００×網線径
φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ｂ

かごマット多段積型　並列式 被覆　勾配１：０．５　Ａ・Ｂｂ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112250
かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５ 本体　網目１００×網線径
φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ｃ

かごマット多段積型　並列式 被覆　勾配１：０．５　Ａ・Ｂｃ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112260
かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５ 本体　網目１００×網線径
φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ｃ型ａ

かごマット多段積型　並列式 被覆　勾配１：０．５　Ｃ型ａ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112270
かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：０．５ 本体　網目１００×網線径
φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ｃ型ｃ

かごマット多段積型　並列式 被覆　勾配１：０．５　Ｃ型ｃ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材
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かごマット（多段積型） 1003112280
かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０ 本体　網目１００×網線径
φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ａ

かごマット多段積型　並列式 被覆　勾配１：１　Ａ・Ｂａ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112290
かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０ 本体　網目１００×網線径
φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ｂ

かごマット多段積型　並列式 被覆　勾配１：１　Ａ・Ｂｂ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112300
かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０ 本体　網目１００×網線径
φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ａ型・Ｂ型ｃ

かごマット多段積型　並列式 被覆　勾配１：１　Ａ・Ｂｃ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112310
かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０ 本体　網目１００×網線径
φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ｃ型ａ

かごマット多段積型　並列式 被覆　勾配１：１　Ｃ型ａ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

かごマット（多段積型） 1003112320
かごマット（多段積型） 並列式 被覆鉄線 高５０ｃｍ　奥行１００ｃｍ　勾配１：１．０ 本体　網目１００×網線径
φ４．０×枠線径φ６．０ｍｍ 蓋・前平網　網目６５×網線径φ５．０×枠線径φ６．０ｍｍ Ｃ型ｃ

かごマット多段積型　並列式 被覆　勾配１：１　Ｃ型ｃ ｍ 359 ○ ○ 1003 えん堤用材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030138 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １０００型 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ １０００型　Ｈ１０００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030140 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １２００型 高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ １２００型　Ｈ１２００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030142 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １２５０型 高１，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ １２５０型　Ｈ１２５０ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030144 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １４００型 高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ １４００型　Ｈ１４００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030146 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １５００型 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ １５００型　Ｈ１５００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030148 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １６００型 高１，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ １６００型　Ｈ１６００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030150 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １７５０型 高１，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ １７５０型　Ｈ１７５０ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030152 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １８００型 高１，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ １８００型　Ｈ１８００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030154 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２０００型 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ ２０００型　Ｈ２０００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030156 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２２００型 高２，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ ２２００型　Ｈ２２００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030158 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２２５０型 高２，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ ２２５０型　Ｈ２２５０ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030160 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２３００型 高２，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ ２３００型　Ｈ２３００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030162 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２４００型 高２，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ ２４００型　Ｈ２４００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材
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コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030164 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２５００型 高２，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ ２５００型　Ｈ２５００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030166 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２６００型 高２，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ ２６００型　Ｈ２６００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030168 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２７５０型 高２，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ ２７５０型　Ｈ２７５０ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030170 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２８００型 高２，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ ２８００型　Ｈ２８００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030172 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ３０００型 高３，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　１０ｋＮ ３０００型　Ｈ３０００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038002 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １０００型 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ １０００型　Ｈ１０００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038004 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １２００型 高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ １２００型　Ｈ１２００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038006 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １２５０型 高１，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ １２５０型　Ｈ１２５０ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038008 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １４００型 高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ １４００型　Ｈ１４００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038010 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １５００型 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ １５００型　Ｈ１５００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038012 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １６００型 高１，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ １６００型　Ｈ１６００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038014 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １７５０型 高１，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ １７５０型　Ｈ１７５０ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038016 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １８００型 高１，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ １８００型　Ｈ１８００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038018 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２０００型 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ ２０００型　Ｈ２０００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038020 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２２００型 高２，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ ２２００型　Ｈ２２００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038022 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２２５０型 高２，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ ２２５０型　Ｈ２２５０ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038024 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２３００型 高２，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ ２３００型　Ｈ２３００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038026 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２４００型 高２，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ ２４００型　Ｈ２４００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材
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コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038028 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２５００型 高２，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ ２５００型　Ｈ２５００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038030 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２６００型 高２，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ ２６００型　Ｈ２６００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038032 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２７５０型 高２，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ ２７５０型　Ｈ２７５０ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038034 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２８００型 高２，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ ２８００型　Ｈ２８００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905038036 コンクリート擁壁 大地震対応型（宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ３０００型 高３，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　大地震　１０ｋＮ ３０００型　Ｈ３０００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030174
コンクリート擁壁 中地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ３２５０型 高３，２５０ｍｍ×
長２，０００ｍｍ

中地震　ハイタッチウォール ３２５０型　Ｈ３２５０ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030176
コンクリート擁壁 中地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ３５００型 高３，５００ｍｍ×
長２，０００ｍｍ

中地震　ハイタッチウォール ３５００型　Ｈ３５００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030178
コンクリート擁壁 中地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ３７５０型 高３，７５０ｍｍ×
長２，０００ｍｍ

中地震　ハイタッチウォール ３７５０型　Ｈ３７５０ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030180
コンクリート擁壁 中地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ４０００型 高４，０００ｍｍ×
長２，０００ｍｍ

中地震　ハイタッチウォール ４０００型　Ｈ４０００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030182
コンクリート擁壁 中地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ４２５０型 高４，２５０ｍｍ×
長２，０００ｍｍ

中地震　ハイタッチウォール ４２５０型　Ｈ４２５０ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030184
コンクリート擁壁 中地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ４５００型 高４，５００ｍｍ×
長２，０００ｍｍ

中地震　ハイタッチウォール ４５００型　Ｈ４５００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030186
コンクリート擁壁 中地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ４７５０型 高４，７５０ｍｍ×
長２，０００ｍｍ

中地震　ハイタッチウォール ４７５０型　Ｈ４７５０ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030188
コンクリート擁壁 中地震対応型（ハイタッチウォール　宅認　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ５０００型 高５，０００ｍｍ×
長２，０００ｍｍ

中地震　ハイタッチウォール ５０００型　Ｈ５０００ｍｍ 個 360 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905030212 コンクリート擁壁 ＳＰブロックⅢ型 １－Ａ 高５分１．０　長２．０ｍ １，１８２ｋｇ／個 ＳＰブロック　３型　１－Ａ ５分　Ｈ１×Ｌ２ｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905030213 コンクリート擁壁 ＳＰブロックⅢ型 ２－Ａ 高４分１．０　長２．０ｍ １，１０７ｋｇ／個 ＳＰブロック　３型　２－Ａ ４分　Ｈ１×Ｌ２ｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905030214 コンクリート擁壁 ＳＰブロックⅢ型 ３－Ａ 高３分１．０　長２．０ｍ １，１０２ｋｇ／個 ＳＰブロック　３型　３－Ａ ３分　Ｈ１×Ｌ２ｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905030215 コンクリート擁壁 ＳＰグリーンⅢ型 Ａ 高５分１．０　長２．０ｍ １，３６３ｋｇ／個 ＳＰグリーン　３型　Ａ　５分 Ｈ１×Ｌ２ｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905021612 コンクリート擁壁 Ｉ・Ｃ土留 Ａ 高１，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×控長８９６ｍｍ １，１５０ｋｇ／個 Ｉ・Ｃ土留Ａ １０００×２０００×８９６ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材
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コンクリート擁壁 1905021614
コンクリート擁壁 Ｉ・Ｃ土留 Ａ（擬石） 高１，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×控長８９６ｍｍ １，１６９ｋｇ／
個

Ｉ・Ｃ土留Ａ　擬石 １０００×２０００×８９６ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905021620
コンクリート擁壁 ホライズン ７５型Ａ形 高１，０００ｍｍ×幅１，５００ｍｍ×控長７５０ｍｍ １，６４７ｋｇ／
個

ホライズン　７５型Ａ形 Ｈ１０００×Ｌ７５０ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905021622
コンクリート擁壁 ホライズン １００型Ａ形 高１，０００ｍｍ×幅１，５００ｍｍ×控長１，０００ｍｍ ２，０７９
ｋｇ／個

ホライズン　１００型Ａ形 Ｈ１０００×Ｌ１０００ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905021624
コンクリート擁壁 ホライズン １５０型Ａ形 高１，０００ｍｍ×幅１，５００ｍｍ×控長１，５００ｍｍ ２，６００
ｋｇ／個

ホライズン　１５０型Ａ形 Ｈ１０００×Ｌ１５００ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905021626
コンクリート擁壁 ホライズン ２００型Ａ形 高１，０００ｍｍ×幅１，５００ｍｍ×控長２，０００ｍｍ ３，５６３
ｋｇ／個

ホライズン　２００型Ａ形 Ｈ１０００×Ｌ２０００ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905021628
コンクリート擁壁 ホライズン ２５０型Ａ形 高１，０００ｍｍ×幅１，５００ｍｍ×控長２，５００ｍｍ ４，１７１
ｋｇ／個

ホライズン　２５０型Ａ形 Ｈ１０００×Ｌ２５００ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1903015510
コンクリート擁壁 箱型擁壁 Ｌタイプ　Ａ型 高１，０００ｍｍ×幅１，９９５ｍｍ×控長１，２５０ｍｍ １，３０４
ｋｇ／個

箱型擁壁Ｌタイプ　Ａ型 １０００×１９９５×１２５０ 個 361 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート擁壁 1903015520
コンクリート擁壁 箱型擁壁 Ｌタイプ　Ｂ型 高１，０００ｍｍ×幅１，４９５ｍｍ×控長１，２５０ｍｍ １，０２８
ｋｇ／個

箱型擁壁Ｌタイプ　Ｂ型 １０００×１４９５×１２５０ 個 361 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート擁壁 1903015530 コンクリート擁壁 箱型擁壁 Ｍタイプ　Ａ型 高５００ｍｍ×幅１，９９５ｍｍ×控長１，０００ｍｍ ５２２ｋｇ／個 箱型擁壁Ｍタイプ　Ａ型 ５００×１９９５×１０００ 個 361 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート擁壁 1903015540 コンクリート擁壁 箱型擁壁 Ｍタイプ　Ｂ型 高５００ｍｍ×幅１，４９５ｍｍ×控長１，０００ｍｍ ４００ｋｇ／個 箱型擁壁Ｍタイプ　Ｂ型 ５００×１４９５×１０００ 個 361 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート擁壁 1905022402 コンクリート擁壁 ゴールコン ５００Ａ（滑面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長５５０ｍｍ ２９４ｋｇ／個 ゴールコン５００Ａ　滑面 ５００×１２５０×５５０ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905022404
コンクリート擁壁 ゴールコン １０００Ａ（滑面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長１，０００ｍｍ ３８９ｋ
ｇ／個

ゴールコン１０００Ａ　滑面 ５００×１２５０×１０００ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905022406
コンクリート擁壁 ゴールコン １５００Ａ（滑面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長１，５００ｍｍ ５０１ｋ
ｇ／個

ゴールコン１５００Ａ　滑面 ５００×１２５０×１５００ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905022414
コンクリート擁壁 ゴールコン Ｎ１５００Ａ（滑面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長１，５００ｍｍ ５０８
ｋｇ／個

ゴールコンＮ１５００Ａ　滑面 ５００×１２５０×１５００ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905022416
コンクリート擁壁 ゴールコン Ｎ２０００Ａ（滑面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長２，０００ｍｍ ６１４
ｋｇ／個

ゴールコンＮ２０００Ａ　滑面 ５００×１２５０×２０００ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905022408 コンクリート擁壁 ゴールコン ５００Ａ（粗面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長５５０ｍｍ ３３４ｋｇ／個 ゴールコン５００Ａ　粗面 ５００×１２５０×５５０ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905022410
コンクリート擁壁 ゴールコン １０００Ａ（粗面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長１，０００ｍｍ ４２８ｋ
ｇ／個

ゴールコン１０００Ａ　粗面 ５００×１２５０×１０００ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905022412
コンクリート擁壁 ゴールコン １５００Ａ（粗面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長１，５００ｍｍ ５４１ｋ
ｇ／個

ゴールコン１５００Ａ　粗面 ５００×１２５０×１５００ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材
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コンクリート擁壁 1905022418
コンクリート擁壁 ゴールコン Ｎ１５００Ａ（粗面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長１，５００ｍｍ ５４７
ｋｇ／個

ゴールコンＮ１５００Ａ　粗面 ５００×１２５０×１５００ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905022420
コンクリート擁壁 ゴールコン Ｎ２０００Ａ（粗面） 高５００ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×控長２，０００ｍｍ ６５６
ｋｇ／個

ゴールコンＮ２０００Ａ　粗面 ５００×１２５０×２０００ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905022212 コンクリート擁壁 ティーロード ＲＭ－Ａ 高１，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×控長５１０ｍｍ ９８６ｋｇ／個 ティーロード　ＲＭ－Ａ １０００×２０００×５１０ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905022214
コンクリート擁壁 ティーロード ＲＢ－Ａ 高１，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×控長８５０ｍｍ １，３６６ｋｇ／
個

ティーロード　ＲＢ－Ａ １０００×２０００×８５０ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905022216
コンクリート擁壁 ティーロード ＲＫ－Ａ 高１，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×控長１，２５０ｍｍ １，９５０ｋ
ｇ／個

ティーロード　ＲＫ－Ａ １０００×２０００×１２５０ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905022218
コンクリート擁壁 Ｔ型ブロック （Ｗタイプ）Ｍ－ＡＩ 高１，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×控長５４０ｍｍ １，
１５０ｋｇ／個

Ｔ型ブロック　Ｍ－Ａ１ １０００×２０００×５４０ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905022220
コンクリート擁壁 Ｔ型ブロック （Ｗタイプ）Ｂ－ＡＩ 高１，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×控長８６０ｍｍ １，
５８８ｋｇ／個

Ｔ型ブロック　Ｂ－Ａ１ １０００×２０００×８６０ｍｍ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905022222
コンクリート擁壁 Ｔ型ブロック （Ｗタイプ）Ｋ－Ａ 高１，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×控長１，２００ｍｍ
１，９３０ｋｇ／個

Ｔ型ブロック　Ｋ－Ａ １０００×２０００×１２００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037202 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 滑面　Ｈ５００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037203 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 滑面　Ｈ８００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037204 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 滑面　Ｈ１０００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037206 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高１，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 滑面　Ｈ１２５０×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037208 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 滑面　Ｈ１５００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037210 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高１，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 滑面　Ｈ１７５０×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037212 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 滑面　Ｈ２０００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037214 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高２，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 滑面　Ｈ２２５０×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037216 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高２，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 滑面　Ｈ２５００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037218 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高２，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 滑面　Ｈ２７５０×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材
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コンクリート擁壁 1905037220 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高３，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 滑面　Ｈ３０００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037221 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高３，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 滑面　Ｈ３２５０×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037222 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高３，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 滑面　Ｈ３５００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037223 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高３，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 滑面　Ｈ３７５０×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037224 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（滑面） 高４，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 滑面　Ｈ４０００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037226 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 粗面　Ｈ５００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037227 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 粗面　Ｈ８００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037228 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 粗面　Ｈ１０００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037230 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高１，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 粗面　Ｈ１２５０×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037232 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 粗面　Ｈ１５００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037234 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高１，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 粗面　Ｈ１７５０×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037236 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 粗面　Ｈ２０００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037238 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高２，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 粗面　Ｈ２２５０×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037240 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高２，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 粗面　Ｈ２５００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037242 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高２，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 粗面　Ｈ２７５０×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037244 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高３，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 粗面　Ｈ３０００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037245 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高３，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 粗面　Ｈ３２５０×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037246 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高３，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 粗面　Ｈ３５００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材
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コンクリート擁壁 1905037247 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高３，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 粗面　Ｈ３７５０×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905037248 コンクリート擁壁 Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ（粗面） 高４，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｇｒ・Ｌ型擁壁　砂質土タイプ 粗面　Ｈ４０００×Ｌ２０００ 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038201 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１０００型　標準型 高１，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長８５０ｍｍ ＭＪＬ　標準型 Ｈ１０００型 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038202 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１２５０型　標準型 高１，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，０００ｍｍ ＭＪＬ　標準型 Ｈ１２５０型 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038203 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１５００型　標準型 高１，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，１５０ｍｍ ＭＪＬ　標準型 Ｈ１５００型 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038204 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１７５０型　標準型 高１，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，３００ｍｍ ＭＪＬ　標準型 Ｈ１７５０型 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038205 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２０００型　標準型 高２，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，４５０ｍｍ ＭＪＬ　標準型 Ｈ２０００型 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038206 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２２５０型　標準型 高２，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，６００ｍｍ ＭＪＬ　標準型 Ｈ２２５０型 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038207 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２５００型　標準型 高２，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，７５０ｍｍ ＭＪＬ　標準型 Ｈ２５００型 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038208 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２７５０型　標準型 高２，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，９００ｍｍ ＭＪＬ　標準型 Ｈ２７５０型 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038209 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３０００型　標準型 高３，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，０５０ｍｍ ＭＪＬ　標準型 Ｈ３０００型 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038210 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３２５０型　標準型 高３，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，３００ｍｍ ＭＪＬ　標準型 Ｈ３２５０型 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038211 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３５００型　標準型 高３，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，４００ｍｍ ＭＪＬ　標準型 Ｈ３５００型 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038212 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３７５０型　標準型 高３，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，６００ｍｍ ＭＪＬ　標準型 Ｈ３７５０型 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038213 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ４０００型　標準型 高４，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，７００ｍｍ ＭＪＬ　標準型 Ｈ４０００型 個 361 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905033605
コンクリート擁壁 Ｕ＆Ｌコン （落蓋式）　１０００ 高１，０００ｍｍ×幅４５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９００ｋ
ｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス

Ｕ＆Ｌコン　落蓋式　１０００ １０００×４５０×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905033625
コンクリート擁壁 Ｕ＆Ｌコン （落蓋式）　１２５０ 高１，２５０ｍｍ×幅５７０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，１７
０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス

Ｕ＆Ｌコン　落蓋式　１２５０ １２５０×５７０×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905033610
コンクリート擁壁 Ｕ＆Ｌコン （落蓋式）　１５００ 高１，５００ｍｍ×幅５７０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，２７
０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス

Ｕ＆Ｌコン　落蓋式　１５００ １５００×５７０×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材
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コンクリート擁壁―ブランド品― 1905033630
コンクリート擁壁 Ｕ＆Ｌコン （落蓋式）　１７５０ 高１，７５０ｍｍ×幅７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，７４
０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス

Ｕ＆Ｌコン　落蓋式　１７５０ １７５０×７００×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905033615
コンクリート擁壁 Ｕ＆Ｌコン （落蓋式）　２０００ 高２，０００ｍｍ×幅７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，８８
０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス

Ｕ＆Ｌコン　落蓋式　２０００ ２０００×７００×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905033635
コンクリート擁壁 Ｕ＆Ｌコン （落蓋式）　２２５０ 高２，２５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，
６９０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス

Ｕ＆Ｌコン　落蓋式　２２５０ ２２５０×１０００×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905033640
コンクリート擁壁 Ｕ＆Ｌコン （落蓋式）　２５００ 高２，５００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，
８３０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス

Ｕ＆Ｌコン　落蓋式　２５００ ２５００×１０００×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905033620
コンクリート擁壁 Ｕ＆Ｌコン （落蓋式）　３０００ 高３，０００ｍｍ×幅１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３，
７６０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス

Ｕ＆Ｌコン　落蓋式　３０００ ３０００×１２００×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905033645
コンクリート擁壁 Ｕ＆Ｌコン （Ｌシェルフ）　３５００ 高３，５００ｍｍ×幅１，８００ｍｍ×長１，０００ｍｍ
４，２１０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス

Ｕ＆Ｌコン　Ｌシェルフ３５００ ３５００×１８００×１０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905033650
コンクリート擁壁 Ｕ＆Ｌコン （Ｌシェルフ）　４０００ 高４，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ
４，４７０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス

Ｕ＆Ｌコン　Ｌシェルフ４０００ ４０００×２０００×１０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905033655
コンクリート擁壁 Ｕ＆Ｌコン （Ｌシェルフ）　５０００ 高５，０００ｍｍ×幅２，４００ｍｍ×長１，０００ｍｍ
５，９６０ｋｇ／個 岩手ハネダコンクリート，ベルテクス

Ｕ＆Ｌコン　Ｌシェルフ５０００ ５０００×２４００×１０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905030942
コンクリート擁壁 道路土工擁壁工指針準拠勾配自在擁壁 （フラット壁）　ＫＫＬ－１００ＷＦ 高１，０００ｍｍ×長
２，０００ｍｍ ８８４ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート

勾配自在擁壁ＫＫＬ－１００ＷＦ 道路土工擁壁工指針準拠 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905030944
コンクリート擁壁 道路土工擁壁工指針準拠勾配自在擁壁 （フラット壁）　ＫＫＬ－１５０ＷＦ 高１，５００ｍｍ×長
２，０００ｍｍ １，４１０ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート

勾配自在擁壁ＫＫＬ－１５０ＷＦ 道路土工擁壁工指針準拠 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905030946
コンクリート擁壁 道路土工擁壁工指針準拠勾配自在擁壁 （フラット壁）　ＫＫＬ－２００ＷＦ 高２，０００ｍｍ×長
２，０００ｍｍ ２，０２０ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート

勾配自在擁壁ＫＫＬ－２００ＷＦ 道路土工擁壁工指針準拠 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905030948
コンクリート擁壁 道路土工擁壁工指針準拠勾配自在擁壁 （フラット壁）　ＫＫＬ－２５０ＷＦ 高２，５００ｍｍ×長
２，０００ｍｍ ２，７７４ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート

勾配自在擁壁ＫＫＬ－２５０ＷＦ 道路土工擁壁工指針準拠 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905030950
コンクリート擁壁 道路土工擁壁工指針準拠勾配自在擁壁 （フラット壁）　ＫＫＬ－３００ＷＦ 高３，０００ｍｍ×長
２，０００ｍｍ ３，５２４ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート

勾配自在擁壁ＫＫＬ－３００ＷＦ 道路土工擁壁工指針準拠 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905030952
コンクリート擁壁 道路土工擁壁工指針準拠勾配自在擁壁 （フラット壁）　ＫＫＬ－３５０ＷＦ 高３，５００ｍｍ×長
２，０００ｍｍ ４，９９４ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート

勾配自在擁壁ＫＫＬ－３５０ＷＦ 道路土工擁壁工指針準拠 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905030954
コンクリート擁壁 勾配自在逆Ｌ型擁壁フラット壁 ｑ＝１０ＫＮ／ｍ２　ＫＧＬ－１５０ＷＦ１ 高１，５００ｍｍ×長
２，０００ｍｍ １，４９５ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート

勾配自在擁壁ｑ＝１０ＫＮ／ｍ２ ＫＧＬ－１５０ＷＦ１ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905030956
コンクリート擁壁 勾配自在逆Ｌ型擁壁フラット壁 ｑ＝１０ＫＮ／ｍ２　ＫＧＬ－２００ＷＦ１ 高２，０００ｍｍ×長
２，０００ｍｍ ２，３６７ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート

勾配自在擁壁ｑ＝１０ＫＮ／ｍ２ ＫＧＬ－２００ＷＦ１ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905030958
コンクリート擁壁 勾配自在逆Ｌ型擁壁フラット壁 ｑ＝１０ＫＮ／ｍ２　ＫＧＬ－２５０ＷＦ１ 高２，５００ｍｍ×長
２，０００ｍｍ ２，９６５ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート

勾配自在擁壁ｑ＝１０ＫＮ／ｍ２ ＫＧＬ－２５０ＷＦ１ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905030960
コンクリート擁壁 勾配自在逆Ｌ型擁壁フラット壁 ｑ＝１０ＫＮ／ｍ２　ＫＧＬ－３００ＷＦ１ 高３，０００ｍｍ×長
２，０００ｍｍ ３，４６７ｋｇ／個 カイエー共和コンクリート

勾配自在擁壁ｑ＝１０ＫＮ／ｍ２ ＫＧＬ－３００ＷＦ１ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材
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コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031020
コンクリート擁壁 スーパーウォール ３０００ 高３，０００ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，６１０
ｋｇ／個 技研

スーパーウォール３０００ ３０００×２０００ｍｍ　技研 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031025
コンクリート擁壁 スーパーウォール ４０００ 高４，０００ｍｍ×幅２，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４，２７５
ｋｇ／個 技研

スーパーウォール４０００ ４０００×２６００ｍｍ　技研 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031030
コンクリート擁壁 スーパーウォール ５０００ 高５，０００ｍｍ×幅３，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７，１１０
ｋｇ／個 技研

スーパーウォール５０００ ５０００×３２００ｍｍ　技研 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031035
コンクリート擁壁 スーパーウォール ６０００ 高６，０００ｍｍ×幅３，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９，０５５
ｋｇ／個 技研

スーパーウォール６０００ ６０００×３８００ｍｍ　技研 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031040
コンクリート擁壁 スーパーウォール ７０００ 高７，０００ｍｍ×幅４，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １０，７４
５ｋｇ／個 技研

スーパーウォール７０００ ７０００×４４００ｍｍ　技研 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031050
コンクリート擁壁 スーパーウォール ８０００ 高８，０００ｍｍ×幅５，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １２，１５
５ｋｇ／個 技研

スーパーウォール８０００ ８０００×５０００ｍｍ　技研 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035142
コンクリート擁壁 ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高１，０００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９２１
ｋｇ／個 千葉窯業

ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針 １０００×９００×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035144
コンクリート擁壁 ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高１，１００ｍｍ×幅９５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，０
６３ｋｇ／個 千葉窯業

ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針 １１００×９５０×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035146
コンクリート擁壁 ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高１，２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
１，１３９ｋｇ／個 千葉窯業

ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針 １２００×１０００×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035148
コンクリート擁壁 ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高１，３００ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ
１，２８１ｋｇ／個 千葉窯業

ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針 １３００×１０５０×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035150
コンクリート擁壁 ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高１，４００ｍｍ×幅１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
１，３５８ｋｇ／個 千葉窯業

ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針 １４００×１１００×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035152
コンクリート擁壁 ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高１，５００ｍｍ×幅１，１５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ
１，４３４ｋｇ／個 千葉窯業

ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針 １５００×１１５０×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035154
コンクリート擁壁 ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高１，８００ｍｍ×幅１，３５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ
１，８１３ｋｇ／個 千葉窯業

ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針 １８００×１３５０×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035156
コンクリート擁壁 ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高２，０００ｍｍ×幅１，４５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ
２，１２３ｋｇ／個 千葉窯業

ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針 ２０００×１４５０×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035158
コンクリート擁壁 ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高２，３００ｍｍ×幅１，６５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ
２，５８８ｋｇ／個 千葉窯業

ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針 ２３００×１６５０×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035160
コンクリート擁壁 ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高２，５００ｍｍ×幅１，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ
３，０１８ｋｇ／個 千葉窯業

ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針 ２５００×１７５０×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035162
コンクリート擁壁 ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高２，８００ｍｍ×幅１，９５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ
３，６１３ｋｇ／個 千葉窯業

ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針 ２８００×１９５０×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035164
コンクリート擁壁 ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高３，０００ｍｍ×幅２，０５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ
３，７６６ｋｇ／個 千葉窯業

ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針 ３０００×２０５０×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材
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コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035166
コンクリート擁壁 ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高３，５００ｍｍ×幅２，３５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ
５，５７９ｋｇ／個 千葉窯業

ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針 ３５００×２３５０×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035168
コンクリート擁壁 ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高４，０００ｍｍ×幅２，６５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ
８，０１８ｋｇ／個 千葉窯業

ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針 ４０００×２６５０×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035170
コンクリート擁壁 ＣＬＰ－Ⅲ 道路土工擁壁工指針準拠 高４，５００ｍｍ×幅２，９５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ
８，６３３ｋｇ／個 千葉窯業

ＣＬＰ－３　道路土工擁壁工指針 ４５００×２９５０×２０００ 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021277
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ７５ 高７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５８０ｋｇ
／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ７５ ７５０×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021278
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ１００ 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７４
０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１００ １０００×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021279
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ１２５ 高１，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９９
０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１２５ １２５０×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021280
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ１５０ 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，
２１０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１５０ １５００×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021281
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ１７５ 高１，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，
５６０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ１７５ １７５０×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021282
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ２００ 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，
８２０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２００ ２０００×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021283
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ２２５ 高２，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，
１９０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２２５ ２２５０×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021256
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ２５０ 高２，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，
５００ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２５０ ２５００×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021258
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ２７５ 高２，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３，
２７０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ２７５ ２７５０×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021260
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ３００ 高３，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３，
６６０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３００ ３０００×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021262
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ３２５ 高３，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４，
３１０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３２５ ３２５０×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021264
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ３５０ 高３，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ４，
６８０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３５０ ３５００×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021266
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ３７５ 高３，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５，
５００ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ３７５ ３７５０×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021268
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ４００ 高４，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５，
９８０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４００ ４０００×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021270
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ４２５ 高４，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６，
９３０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４２５ ４２５０×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材
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コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021272
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ４５０ 高４，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７，
５２０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４５０ ４５００×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021274
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ４７５ 高４，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ８，
５８０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ４７５ ４７５０×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905021276
コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２　ＦＬ－ＪＬ５００ 高５，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９，
３２０ｋｇ／個 藤林コンクリート工業

法止ブロック　ＦＬ－ＪＬ５００ ５０００×２０００ｍｍ　藤林 個 362 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905032270
コンクリート擁壁 ＭＬウォール ２種　１０００ 高１，０００ｍｍ×底版幅８５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６８０ｋ
ｇ／個 前田製管

ＭＬウォール２種　１０００ １０００×８５０ｍｍ　前田 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905032272
コンクリート擁壁 ＭＬウォール ２種　２０００ 高２，０００ｍｍ×底版幅１，４５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，
９１０ｋｇ／個 前田製管

ＭＬウォール２種　２０００ ２０００×１４５０ｍｍ　前田 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905032274
コンクリート擁壁 ＭＬウォール ２種　３０００ 高３，０００ｍｍ×底版幅２，０５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３，
７２０ｋｇ／個 前田製管

ＭＬウォール２種　３０００ ３０００×２０５０ｍｍ　前田 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905032276
コンクリート擁壁 ＭＬウォール ２種　４０００ 高４，０００ｍｍ×底版幅２，６５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５，
９５０ｋｇ／個 前田製管

ＭＬウォール２種　４０００ ４０００×２６５０ｍｍ　前田 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905032278
コンクリート擁壁 ＭＬウォール ２種　５０００ 高５，０００ｍｍ×底版幅３，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １
０，１２０ｋｇ／個 前田製管

ＭＬウォール２種　５０００ ５０００×３２５０ｍｍ　前田 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905032280
コンクリート擁壁 ＧＳウォール １０００ 高１，０００ｍｍ×底版幅１，１００ｍｍ×長１，９９５ｍｍ ９７０ｋｇ
／個 前田製管

ＧＳウォール　１０００ １０００×１１００ｍｍ　前田 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905032282
コンクリート擁壁 ＧＳウォール ２０００ 高２，０００ｍｍ×底版幅１，５５０ｍｍ×長１，９９５ｍｍ １，９４０
ｋｇ／個 前田製管

ＧＳウォール　２０００ ２０００×１５５０ｍｍ　前田 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905032284
コンクリート擁壁 ＧＳウォール ３０００ 高３，０００ｍｍ×底版幅２，１００ｍｍ×長１，９９５ｍｍ ３，６８０
ｋｇ／個 前田製管

ＧＳウォール　３０００ ３０００×２１００ｍｍ　前田 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031467
コンクリート擁壁 ＲＰＣＡ－ロードウォール ＬＲ－１　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
６９０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業

ＲＰＣＡロードウォールＬＲ－１ Ｈ１０００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031471
コンクリート擁壁 ＲＰＣＡ－ロードウォール ＬＲ－１　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ 高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
９００ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業

ＲＰＣＡロードウォールＬＲ－１ Ｈ１２００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031475
コンクリート擁壁 ＲＰＣＡ－ロードウォール ＬＲ－１　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
１，１９０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業

ＲＰＣＡロードウォールＬＲ－１ Ｈ１５００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031481
コンクリート擁壁 ＲＰＣＡ－ロードウォール ＬＲ－１　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ 高１，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
１，８９０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業

ＲＰＣＡロードウォールＬＲ－１ Ｈ１８００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031486
コンクリート擁壁 ＲＰＣＡ－ロードウォール ＬＲ－１　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
２，０７０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業

ＲＰＣＡロードウォールＬＲ－１ Ｈ２０００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031491
コンクリート擁壁 ＲＰＣＡ－ロードウォール ＬＲ－１　ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ 高２，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ
２，９１０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業

ＲＰＣＡロードウォールＬＲ－１ Ｈ２５００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031496
コンクリート擁壁 ＲＰＣＡ－セフティウォールＬＦⅡ ３．５ｋＮ／ｍ２ 高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，
０６０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業

ＲＰＣＡセフティウォールＬＦ２ Ｈ１２００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材
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コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031441
コンクリート擁壁 ＲＰＣＡ－セフティウォールＬＦⅡ ３．５ｋＮ／ｍ２ 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，
２９０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業

ＲＰＣＡセフティウォールＬＦ２ Ｈ１５００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031446
コンクリート擁壁 ＲＰＣＡ－セフティウォールＬＦⅡ ３．５ｋＮ／ｍ２ 高１，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，
８００ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業

ＲＰＣＡセフティウォールＬＦ２ Ｈ１８００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031451
コンクリート擁壁 ＲＰＣＡ－セフティウォールＬＦⅡ ３．５ｋＮ／ｍ２ 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，
９７０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業

ＲＰＣＡセフティウォールＬＦ２ Ｈ２０００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031456
コンクリート擁壁 ＲＰＣＡ－セフティウォールＬＦⅡ ３．５ｋＮ／ｍ２ 高２，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，
７５０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業

ＲＰＣＡセフティウォールＬＦ２ Ｈ２５００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905031461
コンクリート擁壁 ＲＰＣＡ－セフティウォールＬＦⅡ ３．５ｋＮ／ｍ２ 高３，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３，
７６０ｋｇ／個 丸栄コンクリート工業

ＲＰＣＡセフティウォールＬＦ２ Ｈ３０００×Ｌ２０００ｍｍ丸栄 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905036614
コンクリート擁壁 ＳＡ－１ 溶岩石（ビオボード） 高３００ｍｍ×厚３０ｍｍ×幅９００ｍｍ ２３．０ｋｇ／個 日本
ナチュロック

ＳＡ－１溶岩石（ビオボード） ３００×３０×９００ｍｍ ｍ２ 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905036604 コンクリート擁壁 ビオフィルム ＨＳ 高３００ｍｍ×厚１１ｍｍ×幅９００ｍｍ ３．２ｋｇ／個 日本ナチュロック ビオフィルム　ＨＳ ３００×１１×９００ｍｍ ｍ２ 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905036606 コンクリート擁壁 ビオフィルム ＨＫ 高３００ｍｍ×厚１５ｍｍ×幅９００ｍｍ ５．０ｋｇ／個 日本ナチュロック ビオフィルム　ＨＫ ３００×１５×９００ｍｍ ｍ２ 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905036608 コンクリート擁壁 ビオフィルム ＨＹ 高３００ｍｍ×厚６０ｍｍ×幅９００ｍｍ ８．０ｋｇ／個 日本ナチュロック ビオフィルム　ＨＹ ３００×６０×９００ｍｍ ｍ２ 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905036610 コンクリート擁壁 ビオフィルム ＦＳ 高５００ｍｍ×厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ３．５ｋｇ／個 日本ナチュロック ビオフィルム　ＦＳ ５００×３×１０００ｍｍ ｍ２ 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905036612
コンクリート擁壁 ビオフィルム ＦＫ 高５００ｍｍ×厚１３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ ５．４ｋｇ／個 日本ナチュロッ
ク

ビオフィルム　ＦＫ ５００×１３×１０００ｍｍ ｍ２ 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905037430
コンクリート擁壁 ガードクリフ （防護柵用Ｌ型擁壁，砂質土用） 高１，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，５７０
ｋｇ／個 高見澤

ガードクリフ　防護柵　Ｌ型擁壁 砂質土用１２５０×２０００ｍｍ 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905037435
コンクリート擁壁 ガードクリフ （防護柵用Ｌ型擁壁，砂質土用） 高１，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，０６５
ｋｇ／個 高見澤

ガードクリフ　防護柵　Ｌ型擁壁 砂質土用１７５０×２０００ｍｍ 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905037440
コンクリート擁壁 ガードクリフ （防護柵用Ｌ型擁壁，砂質土用） 高２，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，７６５
ｋｇ／個 高見澤

ガードクリフ　防護柵　Ｌ型擁壁 砂質土用２２５０×２０００ｍｍ 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905037445
コンクリート擁壁 ガードクリフ （防護柵用Ｌ型擁壁，砂質土用） 高２，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ ３，６３５
ｋｇ／個 高見澤

ガードクリフ　防護柵　Ｌ型擁壁 砂質土用２７５０×２０００ｍｍ 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905037450
コンクリート擁壁 ガードクリフ （防護柵用Ｌ型擁壁，砂質土用） 高３，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６，１１０
ｋｇ／個 高見澤

ガードクリフ　防護柵　Ｌ型擁壁 砂質土用３５００×２０００ｍｍ 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905034605 コンクリート擁壁 Ｌウォール （歩道用） 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６６７ｋｇ／個 ゴトウコンクリート Ｌウォール（歩道用） １０００×２０００ｍｍ　ゴトウ 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905034610
コンクリート擁壁 Ｌウォール （歩道用） 高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，１９３ｋｇ／個 ゴトウコンク
リート

Ｌウォール（歩道用） １４００×２０００ｍｍ　ゴトウ 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材
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コンクリート擁壁―ブランド品― 1905034615
コンクリート擁壁 Ｌウォール （歩道用） 高１，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，３１０ｋｇ／個 ゴトウコンク
リート

Ｌウォール（歩道用） １６００×２０００ｍｍ　ゴトウ 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035805 コンクリート擁壁 エコンウォール （砂質土用） 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６５０ｋｇ／個 カモコン エコンウォール（砂質土用） １０００×２０００ｍｍカモコン 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035810 コンクリート擁壁 エコンウォール （砂質土用） 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，０９０ｋｇ／個 カモコン エコンウォール（砂質土用） １５００×２０００ｍｍカモコン 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035815 コンクリート擁壁 エコンウォール （砂質土用） 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，７１０ｋｇ／個 カモコン エコンウォール（砂質土用） ２０００×２０００ｍｍカモコン 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905033205 コンクリート擁壁 ＣＰウォール （標準） 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６６１ｋｇ／個 セキサンピーシー Ｌ型擁壁　ＣＰウォール（標準） １０００×２０００ｍｍセキサン 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905033210
コンクリート擁壁 ＣＰウォール （標準） 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，１８８ｋｇ／個 セキサンピー
シー

Ｌ型擁壁　ＣＰウォール（標準） １５００×２０００ｍｍセキサン 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905030935
コンクリート擁壁 ＨＳウォール （ＳＳタイプ）　１０００ 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ６８５ｋｇ／個 ベ
ルテクス

ＨＳウォール　１０００ １０００×２０００ｍｍホクコン 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905030940
コンクリート擁壁 ＨＳウォール （ＳＳタイプ）　１５００ 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，２２０ｋｇ／
個 ベルテクス

ＨＳウォール　１５００ １５００×２０００ｍｍホクコン 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035605 コンクリート擁壁 ミルウォールⅡ （Ｓタイプ） 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ５６３ｋｇ／個 ミルコン ミルウォール２（Ｓタイプ） １０００×２０００ｍｍミルコン 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁―ブランド品― 1905035610 コンクリート擁壁 ミルウォールⅡ （Ｓタイプ） 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９７０ｋｇ／個 ミルコン ミルウォール２（Ｓタイプ） １５００×２０００ｍｍミルコン 個 363 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020812
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 コンクリートスキン（板厚１８ｃｍ） フルサイズ（スト
リップ４本） ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

テールアルメコンクリートスキン 板厚１８ｃｍ　フルサイズ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020814
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 コンクリートスキン（板厚１８ｃｍ） ハーフサイズ（スト
リップ２本） ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

テールアルメコンクリートスキン 板厚１８ｃｍ　ハーフサイズ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020801
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 目地用スキン（板厚１８ｃｍ） フルサイズ（ストリップ２
本） ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

テールアルメ　目地用スキン 板厚１８ｃｍ　フルサイズ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020803
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 目地用スキン（板厚１８ｃｍ） ハーフサイズ（ストリップ
１本） ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

テールアルメ　目地用スキン 板厚１８ｃｍ　ハーフサイズ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020826
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 固定コーナースキン（板厚１８ｃｍ） フルサイズ（スト
リップ２本） ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

テールアルメ　固定コーナー 板厚１８ｃｍ　フルサイズ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020828
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 固定コーナースキン（板厚１８ｃｍ） ハーフサイズ（スト
リップ１本） ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

テールアルメ　固定コーナー 板厚１８ｃｍ　ハーフサイズ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020864
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 リブストリップＳＳ４００ ５．０ｍｍ×６０ｍｍ（めっき
付き） ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

テールアルメ　リブストリップ ＳＳ４００　５×６０　めっき付 ｍ 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020830
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 ガセットプレート リブ ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補
強土

テールアルメ　ガセットプレート リブ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材
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補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020822
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 コルクプレート １００ｍｍ×２０ｍｍ×６００ｍｍ ＪＦ
Ｅ商事テールワン，ヒロセ補強土

テールアルメ　コルクプレート １００×２０×６００ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020852
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 ゴムプレート １００ｍｍ×２０ｍｍ×６００ｍｍ ＪＦＥ
商事テールワン，ヒロセ補強土

テールアルメ　ゴムプレート １００×２０×６００ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020824
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 透水防砂材 ４．０ｍｍ×４２０ｍｍ ＪＦＥ商事テールワ
ン，ヒロセ補強土

テールアルメ　透水防砂材 ４×４２０ ｍ 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020850
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 透水防砂材 ４．０ｍｍ×３００ｍｍ ＪＦＥ商事テールワ
ン，ヒロセ補強土

テールアルメ　透水防砂材 ４×３００ ｍ 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020854
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 コンクリートスキンエキストラ 場所打ちコンクリート笠石
用さし筋は、スキン１枚ごとに加算 ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

テールアルメ　加算額 コンクリートスキン　さし筋 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020856
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 コンクリートスキンエキストラ ストリップ１本を増減する
ごとに加算または減算する ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

テールアルメ　加減算額 コンクリートスキン　ストリップ 本 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020858
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 コンクリートスキンエキストラ 異形スキン　面積比率に応
じた価格に１枚ごとに加算 ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

テールアルメ　加算額 コンクリートスキン　異形スキン 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020860
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 デザインエキストラ コンクリートスキン１枚ごとに加算
（フル） ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

テールアルメ　加算額 デザイン　フル 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020862
補強土壁（コンクリート製） テールアルメ盛土工法用部材 デザインエキストラ コンクリートスキン１枚ごとに加算
（ハーフ） ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

テールアルメ　加算額 デザイン　ハーフ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905021806 補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 壁面標準パネル Ａタイプ ティーシートレーディング タス工法用部材 壁面標準パネル　Ａタイプ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905021808 補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 壁面標準パネル Ｂタイプ ティーシートレーディング タス工法用部材 壁面標準パネル　Ｂタイプ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905021810 補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 壁面ハーフパネル（上） Ａタイプ ティーシートレーディング タス工法用部材 壁面ハーフパネル（上）Ａタイプ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905021811 補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 壁面ハーフパネル（下） Ａタイプ ティーシートレーディング タス工法用部材 壁面ハーフパネル（下）Ａタイプ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905021812 補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 壁面ハーフパネル（下） Ｂタイプ ティーシートレーディング タス工法用部材 壁面ハーフパネル（下）Ｂタイプ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905021814
補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 支圧アンカー ｌ＝４ｍ　２０ｃｍ×２０ｃｍ ティーシートレーディン
グ

タス工法用部材 支圧アンカー　Ｌ＝４ｍ 組 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905021816
補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 支圧アンカー ｌ＝６ｍ　２０ｃｍ×２０ｃｍ ティーシートレーディン
グ

タス工法用部材 支圧アンカー　Ｌ＝６ｍ 組 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905021818
補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 鉄筋グリッドアンカー ｌ＝５．６ｍ　Ｄ１０ｍｍ ティーシートレー
ディング

タス工法用部材 鉄筋グリッドアンカー　５．６ｍ 組 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905021820
補強土壁（コンクリート製） タス工法用部材 鉄筋グリッドアンカー ｌ＝７．２ｍ　Ｄ１０ｍｍ ティーシートレー
ディング

タス工法用部材 鉄筋グリッドアンカー　７．２ｍ 組 364 ○ ○ 1905 擁壁材
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補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023602
補強土壁（コンクリート製） ジオパネル工法用部材 コンクリートパネル標準用Ｓ １，５００ｍｍ×１，２００ｍｍ×
１１０ｍｍ ジオシステム

ジオパネル工法用部材 コンクリートパネル標準用Ｓ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023608
補強土壁（コンクリート製） ジオパネル工法用部材 コンクリートパネルハーフ用Ｈ １，５００ｍｍ×６００ｍｍ×１
１０ｍｍ ジオシステム

ジオパネル工法用部材 コンクリートパネルハーフ用Ｈ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023606
補強土壁（コンクリート製） ジオパネル工法用部材 水平目地材 高密度コルク　６０ｍｍ×５００ｍｍ×２０ｍｍ ジ
オシステム

ジオパネル工法用部材 水平目地材　高密度コルク 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905022002
補強土壁（コンクリート製） チサンウォール工法用部材 コンクリートブロック壁面材 厚さ３５０ｍｍ　擬石模様 共
生

チサンウォール工法用部材 コンクリブロック壁面材Ｔ３５０ ｍ２ 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905022004
補強土壁（コンクリート製） チサンウォール工法用部材 コンクリートブロック壁面材 厚さ５００ｍｍ　擬石模様 共
生

チサンウォール工法用部材 コンクリブロック壁面材Ｔ５００ ｍ２ 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023218
補強土壁（コンクリート製） ＰＡＮＷＡＬＬ工法用部材 ＰＡＮＷＡＬＬ板　Ｓタイプ １，７９０ｍｍ×１，１９０ｍ
ｍ×１２０ｍｍ（１穴）擬石模様 テクノサポート

ＰＡＮＷＡＬＬ工法用部材　Ｓ １７９０×１２０　１穴 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023220
補強土壁（コンクリート製） ＰＡＮＷＡＬＬ工法用部材 ＰＡＮＷＡＬＬ板　Ｄタイプ １，７９０ｍｍ×１，１９０ｍ
ｍ×１２０ｍｍ（２穴）擬石模様 テクノサポート

ＰＡＮＷＡＬＬ工法用部材　Ｄ １７９０×１２０　２穴 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023222
補強土壁（コンクリート製） ＰＡＮＷＡＬＬ工法用部材 ＰＡＮＷＡＬＬ板　Ｈタイプ ８９０ｍｍ×１，１９０ｍｍ×
１２０ｍｍ（１穴）擬石模様 テクノサポート

ＰＡＮＷＡＬＬ工法用部材　Ｈ ８９０×１２０　１穴 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023224
補強土壁（コンクリート製） ＰＡＮＷＡＬＬ工法用部材 ＰＡＮＷＡＬＬ板　ＳＴタイプ １，７９０ｍｍ×１，１９０
ｍｍ×１２０ｍｍ（穴なし）擬石模様 テクノサポート

ＰＡＮＷＡＬＬ工法用部材　ＳＴ １７９０×１２０　穴なし 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023230
補強土壁（コンクリート製） ＰＡＮＷＡＬＬ工法用部材 ＰＡＮＷＡＬＬ板　ＳＴ－特タイプ １，７９０ｍｍ×５９５
ｍｍ×１２０ｍｍ（穴なし）擬石模様 テクノサポート

ＰＡＮＷＡＬＬ工法用部材ＳＴ特 １７９０×１２０　穴なし 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023226
補強土壁（コンクリート製） ＰＡＮＷＡＬＬ工法用部材 ＰＡＮＷＡＬＬ板　ＣＳタイプ　台形（カーブ用） ｔ＝１２
０ｍｍ（１穴）擬石模様 テクノサポート

ＰＡＮＷＡＬＬ工法用部材　ＣＳ 台形カーブ用　ｔ＝１２０　１穴 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023228
補強土壁（コンクリート製） ＰＡＮＷＡＬＬ工法用部材 ＰＡＮＷＡＬＬ板　ＣＤタイプ　台形（カーブ用） ｔ＝１２
０ｍｍ（２穴）擬石模様 テクノサポート

ＰＡＮＷＡＬＬ工法用部材　ＣＤ 台形カーブ用　ｔ＝１２０　２穴 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023802
補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル　Ｓ１ １，８００ｍｍ×１，２００ｍｍ×
１１０ｍｍ　擬石模様 矢作建設工業

ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル　Ｓ１ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023804
補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル　Ｓ２ １，８００ｍｍ×１，２００ｍｍ×
１３０ｍｍ　擬石模様 矢作建設工業

ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル　Ｓ２ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023806
補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル　Ｓ３ １，８００ｍｍ×１，２００ｍｍ×
１５０ｍｍ　擬石模様 矢作建設工業

ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル　Ｓ３ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023808
補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル　Ｈ１ １，８００ｍｍ×６００ｍｍ×１４
０ｍｍ　擬石模様 矢作建設工業

ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル　Ｈ１ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023810
補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル　ＣＬ ９００ｍｍ×１，２００ｍｍ×１５
０ｍｍ　擬石模様 矢作建設工業

ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル　ＣＬ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023812
補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル　ＣＲ ９００ｍｍ×１，２００ｍｍ×１５
０ｍｍ　擬石模様 矢作建設工業

ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 表面保護パネル　ＣＲ 枚 364 ○ ○ 1905 擁壁材
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補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023814
補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 タイバー　ＳＤ３９０ Ｄ１９　Ｌ＝４，０００ｍｍ　めっ
き 矢作建設工業

ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 タイバー　ＳＤ３９０　Ｄ１９ 本 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023816
補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 タイバー　ＳＤ３９０ Ｄ２２　Ｌ＝４，０００ｍｍ　めっ
き 矢作建設工業

ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 タイバー　ＳＤ３９０　Ｄ２２ 本 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905023818
補強土壁（コンクリート製） ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 タイバー　ＳＤ３９０ Ｄ２５　Ｌ＝４，０００ｍｍ　めっ
き 矢作建設工業

ＦＩＬＬＷＡＬＬ工法用部材 タイバー　ＳＤ３９０　Ｄ２５ 本 364 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905011245
補強土壁（鋼製） ワイヤーウォール６０工法用部材 ワイヤーマットＳ φ６×φ５－１．８ｍ×２．５ｍ　植生マット
付　めっき ジオシステム

ワイヤーマットＳ　植生マット 径６×５－１．８×２．５めっき 組 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905011272
補強土壁（鋼製） ワイヤーウォール６０工法用部材 ワイヤーマットＳ φ６×φ５－１．８ｍ×３．０ｍ　植生マット
付　めっき ジオシステム

ワイヤーマットＳ　植生マット 径６×５－１．８×３ｍ　めっき 組 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905011247
補強土壁（鋼製） ワイヤーウォール６０工法用部材 ワイヤーマットＳ φ６×φ５－１．８ｍ×４．０ｍ　植生マット
付　めっき ジオシステム

ワイヤーマットＳ　植生マット 径６×５－１．８×４ｍ　めっき 組 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905011274
補強土壁（鋼製） ワイヤーウォール６０工法用部材 ワイヤーマットＳ φ６×φ５－１．８ｍ×４．５ｍ　植生マット
付　めっき ジオシステム

ワイヤーマットＳ　植生マット 径６×５－１．８×４．５めっき 組 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905011249
補強土壁（鋼製） ワイヤーウォール６０工法用部材 ワイヤーマットＳ φ６×φ５－１．８ｍ×６．０ｍ　植生マット
付　めっき ジオシステム

ワイヤーマットＳ　植生マット 径６×５－１．８×６ｍ　めっき 組 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905011251
補強土壁（鋼製） ワイヤーウォール６０工法用部材 ワイヤーマットＳ φ７．５×φ６－１．８ｍ×４．０ｍ　植生
マット付　めっき ジオシステム

ワイヤーマットＳ　植生マット 径７．５×６－１．８×４めっき 組 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905011253
補強土壁（鋼製） ワイヤーウォール６０工法用部材 調整トップマットＳ φ６×φ５－１．８ｍ×４．０ｍ　植生マッ
ト付　めっき ジオシステム

調整トップマットＳ　植生マット 径６×５－１．８×４ｍ　めっき 組 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905011238 補強土壁（鋼製） ミニワイヤーウォール工法用部材 ワイヤーマット Ｌ１．５ｍ　めっき ジオシステム ミニワイヤーウォール工法用部材 ワイヤーマットＬ１．５ｍめっき 枚 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905011240 補強土壁（鋼製） ミニワイヤーウォール工法用部材 ワイヤーマット Ｌ２．０ｍ　めっき ジオシステム ミニワイヤーウォール工法用部材 ワイヤーマットＬ２ｍ　めっき 枚 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905011242 補強土壁（鋼製） ミニワイヤーウォール工法用部材 ワイヤーマット Ｌ２．５ｍ　めっき ジオシステム ミニワイヤーウォール工法用部材 ワイヤーマットＬ２．５ｍめっき 枚 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1907151405 補強土壁（鋼製） ステップウォール工法用部材 ステップマット Ｌ２．０ｍ　めっき ジオシステム ステップウォール工法用部材 ステップマット　Ｌ２ｍ　めっき 枚 365 ○ ○ 1907 のり面防護材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1907151410 補強土壁（鋼製） ステップウォール工法用部材 ステップマット Ｌ２．５ｍ　めっき ジオシステム ステップウォール工法用部材 ステップマットＬ２．５ｍめっき 枚 365 ○ ○ 1907 のり面防護材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1907151415 補強土壁（鋼製） ステップウォール工法用部材 ステップマット Ｌ４．０ｍ　めっき ジオシステム ステップウォール工法用部材 ステップマット　Ｌ４ｍ　めっき 枚 365 ○ ○ 1907 のり面防護材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010502
補強土壁（鋼製） テラトレール工法用部材 メッシュパネル フルサイズ　５００ｍｍ×３，０００ｍｍ　めっき仕上げ
ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

テラトレール工法用部材 メッシュパネル　フル　３０００ 枚 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010504
補強土壁（鋼製） テラトレール工法用部材 メッシュパネル ハーフサイズ　５００ｍｍ×１，５００ｍｍ　めっき仕上
げ ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

テラトレール工法用部材 メッシュパネルハーフ　１５００ 枚 365 ○ ○ 1905 擁壁材
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補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010508
補強土壁（鋼製） テラトレール工法用部材 コーナーフック φ１６　Ｗ２３０（ヒロセ補強土）　めっき仕上げ ＪＦ
Ｅ商事テールワン，ヒロセ補強土

テラトレール工法用部材 コーナーフック　Ｗ２３０ｍｍ 本 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010510
補強土壁（鋼製） テラトレール工法用部材 ダブルフック φ１６　Ｗ５３０（ヒロセ補強土）　めっき仕上げ ＪＦＥ
商事テールワン，ヒロセ補強土

テラトレール工法用部材 ダブルフック　Ｗ５３０ｍｍ 本 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010468
補強土壁（鋼製） 緑化テールアルメ工法用部材 メッシュパネル φ８　９００×３，０００ｍｍ　めっき仕上げ ＪＦ
Ｅ商事テールワン，ヒロセ補強土

緑化テールアルメ工法用部材 メッシュパネル　３０００ 枚 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010469
補強土壁（鋼製） 緑化テールアルメ工法用部材 メッシュパネル φ８　９００×１，５００ｍｍ　めっき仕上げ ＪＦ
Ｅ商事テールワン，ヒロセ補強土

緑化テールアルメ工法用部材 メッシュパネル　１５００ 枚 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010470
補強土壁（鋼製） 緑化テールアルメ工法用部材 上部連結フック Ｗ６２０ｍｍ　めっき仕上げ ＪＦＥ商事テールワ
ン，ヒロセ補強土

緑化テールアルメ工法用部材 上部連結フック　Ｗ６２０ｍｍ 本 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010472
補強土壁（鋼製） 緑化テールアルメ工法用部材 下部連結フック Ｗ６２０ｍｍ　めっき仕上げ ＪＦＥ商事テールワ
ン，ヒロセ補強土

緑化テールアルメ工法用部材 下部連結フック　Ｗ６２０ｍｍ 本 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010474
補強土壁（鋼製） 緑化テールアルメ工法用部材 中段連結フック Ｗ６２０ｍｍ（ヘアピンを含む）　めっき仕上げ Ｊ
ＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

緑化テールアルメ工法用部材 中段連結フック　Ｗ６２０ｍｍ 本 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010476
補強土壁（鋼製） 緑化テールアルメ工法用部材 ヘアピン １５０×４４×４．５ｍｍ（３２３×６５×３．２）　めっ
き仕上げ ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

緑化テールアルメ工法用部材 ヘアピン　１５０×４４×４．５ 本 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905011602 補強土壁（鋼製） テンロン工法用部材 テンロン標準型 ６分勾配　緑化シート（種子付き）・フック金具含 天龍建設 テンロン 標準型　６分勾配 ｍ２ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905011603 補強土壁（鋼製） テンロン工法用部材 テンロン標準型 ３分勾配　緑化シート（種子付き）・フック金具含 天龍建設 テンロン 標準型　３分勾配 ｍ２ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010864 補強土壁（鋼製） ＬＸウォール Ｈ１０００　めっき　植生マット付（基礎板含む） 共生 ＬＸウォール　Ｈ１０００めっき 植生マット（基礎板含む） ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010866 補強土壁（鋼製） ＬＸウォール Ｈ１５００　めっき　植生マット付（基礎板含む） 共生 ＬＸウォール　Ｈ１５００めっき 植生マット（基礎板含む） ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010868 補強土壁（鋼製） ＬＸウォール Ｈ２０００　めっき　植生マット付（基礎板含む） 共生 ＬＸウォール　Ｈ２０００めっき 植生マット（基礎板含む） ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010870 補強土壁（鋼製） ＬＸウォール Ｈ２５００　めっき　植生マット付（基礎板含む） 共生 ＬＸウォール　Ｈ２５００めっき 植生マット（基礎板含む） ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010872 補強土壁（鋼製） ＬＸウォール Ｈ３０００　めっき　植生マット付（基礎板含む） 共生 ＬＸウォール　Ｈ３０００めっき 植生マット（基礎板含む） ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010874 補強土壁（鋼製） ＬＸウォール Ｈ３５００　めっき　植生マット付（基礎板含む） 共生 ＬＸウォール　Ｈ３５００めっき 植生マット（基礎板含む） ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010842 補強土壁（鋼製） ＬＸウォール 側面板　めっき　植生マット付 共生 ＬＸウォール 側面板　めっき　植生マット 枚 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010844 補強土壁（鋼製） ＬＸウォール 天端保護材　めっき 共生 ＬＸウォール 天端保護材　めっき ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材
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補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010824 補強土壁（鋼製） テンサーダブルウォール めっき　植生マット付 共生 テンサーダブルウォール めっき　植生マット ｍ２ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010826 補強土壁（鋼製） テンサーダブルウォール 側面板　めっき　種子マット付 共生 テンサーダブルウォール 側面板　めっき　種子マット 枚 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010878 補強土壁（鋼製） テンサーダブルウォール 連結材　Ｌ１，０００×Ｂ４５×ｔ５（～ＲＥ１２５）ＨＤＰＥ 共生 テンサーダブルウォール 連結材　Ｂ４５　ＨＤＰＥ 本 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010880 補強土壁（鋼製） テンサーダブルウォール 連結材　Ｌ１，００５×Ｂ８５×ｔ１０（ＲＥ１６０）ＨＤＰＥ 共生 テンサーダブルウォール 連結材　Ｂ８５　ＨＤＰＥ 本 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010858 補強土壁（鋼製） ブロックノン（植生マット付き） 壁面材　めっき　Ｈ６００×Ｌ２０００ｍｍ 共生 ブロックノン　植生マット付 壁面材　めっき　Ｈ６００ｍｍ ｍ２ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010860 補強土壁（鋼製） ブロックノン（植生マット付き） 側面板　めっき　Ｈ６００ｍｍ 共生 ブロックノン　植生マット付 側面板　めっき　Ｈ６００ｍｍ 枚 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010876 補強土壁（鋼製） ブロックノン 連結材　めっき　φ９　φ５ 共生 ブロックノン 連結材　めっき　径９　径５ 組 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010862 補強土壁（鋼製） ブロックノン 補強材　めっき 共生 ブロックノン 補強材　めっき ｍ２ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905011420 補強土壁（鋼製） スリットウォール（植生マット付き） 壁高７．０ｍ　めっき スリットエンジ スリットウォール　植生マット 壁高７ｍ ｍ２ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905011425 補強土壁（鋼製） スリットウォール（植生マット付き） 壁高１０．０ｍ　めっき スリットエンジ スリットウォール　植生マット 壁高１０ｍ ｍ２ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905011435 補強土壁（鋼製） スリットウォール（植生マット付き） 壁高１５．０ｍ　めっき スリットエンジ スリットウォール　植生マット 壁高１５ｍ ｍ２ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010308 補強土壁（鋼製） λ型落石防止壁 λ２５－１　塗装 日鉄建材 λ型落石防止壁 λ２５－１　塗装 ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010310 補強土壁（鋼製） λ型落石防止壁 λ２５－１　めっき 日鉄建材 λ型落石防止壁 λ２５－１　めっき ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010312 補強土壁（鋼製） λ型落石防止壁 λ２５－２　塗装 日鉄建材 λ型落石防止壁 λ２５－２　塗装 ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010314 補強土壁（鋼製） λ型落石防止壁 λ２５－２　めっき 日鉄建材 λ型落石防止壁 λ２５－２　めっき ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010292 補強土壁（鋼製） 山腹λ型落石防止壁 山腹λ３５・４０・４５－１　塗装 日鉄建材 山腹λ型落石防止壁 ３５・４０・４５－１　塗装 ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010294 補強土壁（鋼製） 山腹λ型落石防止壁 山腹λ３５・４０・４５－１　めっき 日鉄建材 山腹λ型落石防止壁 ３５・４０・４５－１　めっき ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010296 補強土壁（鋼製） 山腹λ型落石防止壁 山腹λ３５・４０・４５－２　塗装 日鉄建材 山腹λ型落石防止壁 ３５・４０・４５－２　塗装 ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材
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補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010298 補強土壁（鋼製） 山腹λ型落石防止壁 山腹λ３５・４０・４５－２　めっき 日鉄建材 山腹λ型落石防止壁 ３５・４０・４５－２　めっき ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010300 補強土壁（鋼製） 山腹λ型落石防止壁 山腹λ３５・４０・４５－３　塗装 日鉄建材 山腹λ型落石防止壁 ３５・４０・４５－３　塗装 ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010302 補強土壁（鋼製） 山腹λ型落石防止壁 山腹λ３５・４０・４５－３　めっき 日鉄建材 山腹λ型落石防止壁 ３５・４０・４５－３　めっき ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010304 補強土壁（鋼製） λ型・山腹λ型用　間伐材架台 めっき 日鉄建材 λ型・山腹λ型用間伐材架台 めっき ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010322 補強土壁（鋼製） 直立型落石防止壁（間伐材仕様） ＧＩ－２５　１型　塗装 日鉄建材 直立型落石防止壁　間伐材仕様 ＧＩ－２５　１型　塗装 ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010324 補強土壁（鋼製） 直立型落石防止壁（間伐材仕様） ＧＩ－２５　１型　めっき 日鉄建材 直立型落石防止壁　間伐材仕様 ＧＩ－２５　１型　めっき ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010326 補強土壁（鋼製） 直立型落石防止壁（間伐材仕様） ＧＩ－２５　２型　塗装 日鉄建材 直立型落石防止壁　間伐材仕様 ＧＩ－２５　２型　塗装 ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010328 補強土壁（鋼製） 直立型落石防止壁（間伐材仕様） ＧＩ－２５　２型　めっき 日鉄建材 直立型落石防止壁　間伐材仕様 ＧＩ－２５　２型　めっき ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010330 補強土壁（鋼製） 直立型落石防止壁（間伐材仕様） ＧＩ－３０　１型　塗装 日鉄建材 直立型落石防止壁　間伐材仕様 ＧＩ－３０　１型　塗装 ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010332 補強土壁（鋼製） 直立型落石防止壁（間伐材仕様） ＧＩ－３０　１型　めっき 日鉄建材 直立型落石防止壁　間伐材仕様 ＧＩ－３０　１型　めっき ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010334 補強土壁（鋼製） 直立型落石防止壁（間伐材仕様） ＧＩ－３０　２型　塗装 日鉄建材 直立型落石防止壁　間伐材仕様 ＧＩ－３０　２型　塗装 ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010336 補強土壁（鋼製） 直立型落石防止壁（間伐材仕様） ＧＩ－３０　２型　めっき 日鉄建材 直立型落石防止壁　間伐材仕様 ＧＩ－３０　２型　めっき ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905010306 補強土壁（鋼製） 直立型用間伐材架台 めっき 日鉄建材 直立型用間伐材架台 めっき ｍ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905012008 補強土壁（鋼製） ＫＥウォール１型 側面板 鋼商 ＫＥウォール１型 側面板 枚 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905012007 補強土壁（鋼製） ＫＥウォール１型 底版長　Ｂ＝１９４０ 鋼商 ＫＥウォール１型 底版長　Ｂ＝１９４０ ｍ２ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905012006 補強土壁（鋼製） ＫＥウォール１型 底版長　Ｂ＝１６４０ 鋼商 ＫＥウォール１型 底版長　Ｂ＝１６４０ ｍ２ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905012002 補強土壁（鋼製） ＫＥウォール１型 底版長　Ｂ＝１３４０ 鋼商 ＫＥウォール１型 底版長　Ｂ＝１３４０ ｍ２ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905012004 補強土壁（鋼製） ＫＥウォール１型 底版長　Ｂ＝１０４０ 鋼商 ＫＥウォール１型 底版長　Ｂ＝１０４０ ｍ２ 365 ○ ○ 1905 擁壁材
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補強土壁（鋼製）―ブランド品― 1905012000 補強土壁（鋼製） ＫＥウォール１型 底版長　Ｂ＝７４０ 鋼商 ＫＥウォール１型 底版長　Ｂ＝７４０ ｍ２ 365 ○ ○ 1905 擁壁材

コンクリート積みブロック（滑面） 1903031020
コンクリート積みブロック（滑面） 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ３５．０ｋｇ以上／個 １０．０個／
ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　滑面 ２５０×４００×３５０ｍｍ 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（滑面） 1903031040
コンクリート積みブロック（滑面） 高２５０ｍｍ×幅５００ｍｍ×控３５０ｍｍ ４３．８ｋｇ以上／個 ８．０個／ｍ
２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　滑面 ２５０×５００×３５０ｍｍ 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（滑面） 1903031050
コンクリート積みブロック（滑面） 高２８０ｍｍ×幅４２０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４１．２ｋｇ以上／個 ８．５個／ｍ
２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　滑面 ２８０×４２０×３５０ｍｍ 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（滑面） 1903031060
コンクリート積みブロック（滑面） 高２８３ｍｍ×幅４２４ｍｍ×控３５０ｍｍ ４２．２ｋｇ以上／個 ８．３個／ｍ
２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　滑面 ２８３×４２４×３５０ｍｍ 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（滑面） 1903031080
コンクリート積みブロック（滑面） 高３００ｍｍ×幅３６０ｍｍ×控３５０ｍｍ ３７．７ｋｇ以上／個 ９．３個／ｍ
２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　滑面 ３００×３６０×３５０ｍｍ 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（滑面） 1903031090
コンクリート積みブロック（滑面） 高３００ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ４２．２ｋｇ以上／個 ８．３個／ｍ
２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　滑面 ３００×４００×３５０ｍｍ 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（滑面） 1903031100
コンクリート積みブロック（滑面） 高３００ｍｍ×幅４５０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４７．３ｋｇ以上／個 ７．４個／ｍ
２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　滑面 ３００×４５０×３５０ｍｍ 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（滑面） 1903031130
コンクリート積みブロック（滑面） 高３００ｍｍ×幅３００ｍｍ×控３５０ｍｍ ３１．５ｋｇ以上／個 １１．１個／
ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　滑面 ３００×３００×３５０ｍｍ 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（滑面） 1903031150
コンクリート積みブロック（滑面） 高３５０ｍｍ×幅３５０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４２．７ｋｇ以上／個 ８．２個／ｍ
２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　滑面 ３５０×３５０×３５０ｍｍ 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（滑面） 1903031180
コンクリート積みブロック（滑面） 高２００ｍｍ（一辺の長さ）×控３５０ｍｍ ３６．５ｋｇ以上／個 ９．６個／ｍ
２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　滑面 一辺２００×３５０　９．６個 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（滑面） 1903031190
コンクリート積みブロック（滑面） 高２００ｍｍ（一辺の長さ）×控３５０ｍｍ ３６．４ｋｇ以上／個 ９．６２個／
ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　滑面 一辺２００×３５０　９．６２個 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（粗面） 1903033010
コンクリート積みブロック（粗面） 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ３５．０ｋｇ以上／個 １０．０個／
ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　粗面 ２５０×４００×３５０ｍｍ 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（粗面） 1903033030
コンクリート積みブロック（粗面） 高２８０ｍｍ×幅４２０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４１．２ｋｇ以上／個 ８．５個／ｍ
２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　粗面 ２８０×４２０×３５０ｍｍ 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（粗面） 1903033150
コンクリート積みブロック（粗面） 高２８３ｍｍ×幅４２４ｍｍ×控３５０ｍｍ ４２．２ｋｇ以上／個 ８．３個／ｍ
２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　粗面 ２８３×４２４×３５０ｍｍ 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（粗面） 1903033040
コンクリート積みブロック（粗面） 高３００ｍｍ×幅３６０ｍｍ×控３５０ｍｍ ３７．７ｋｇ以上／個 ９．３個／ｍ
２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　粗面 ３００×３６０×３５０ｍｍ 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（粗面） 1903033110
コンクリート積みブロック（粗面） 高３００ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ４２．２ｋｇ以上／個 ８．３個／ｍ
２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　粗面 ３００×４００×３５０ｍｍ 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（粗面） 1903033050
コンクリート積みブロック（粗面） 高３００ｍｍ×幅４５０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４７．３ｋｇ以上／個 ７．４個／ｍ
２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　粗面 ３００×４５０×３５０ｍｍ 個 366 ○ ○ 1903 組積材
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コンクリート積みブロック（粗面） 1903033070
コンクリート積みブロック（粗面） 高１９０ｍｍ（一辺の長さ）×控３５０ｍｍ ３２．８ｋｇ以上／個 １０．７個／
ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　粗面 一辺１９０×３５０ 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（粗面） 1903033130
コンクリート積みブロック（粗面） 高２００ｍｍ（一辺の長さ）×控３５０ｍｍ ３６．５ｋｇ以上／個 ９．６個／ｍ
２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　粗面 一辺２００×３５０　９．６個 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック（粗面） 1903033140
コンクリート積みブロック（粗面） 高２００ｍｍ（一辺の長さ）×控３５０ｍｍ ３６．４ｋｇ以上／個 ９．６２個／
ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　５３７１

コンクリート積みブロック　粗面 一辺２００×３５０　９．６２個 個 366 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903043405
コンクリート積みブロック ナチュロック羽根鶴石 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ３８ｋｇ／個 １０個
／ｍ２ 前橋 坂東コンクリート工業

ナチュロック羽根鶴石 ２５０×４００×３５０　前橋 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903043410
コンクリート積みブロック ナチュロック浅間溶岩石 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ３８ｋｇ／個 １０
個／ｍ２ 前橋 坂東コンクリート工業

ナチュロック浅間溶岩石 ２５０×４００×３５０　前橋 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903042420
コンクリート積みブロック ニューストン　間知石型 高２８０ｍｍ×幅４２０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４１．２ｋｇ／個
８．５個／ｍ２ 東京・横浜 南和産業

ニューストン　間知石型 ２８０×４２０×３５０　東京 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903042425
コンクリート積みブロック ニューストン　ポーラス型 高２８０ｍｍ×幅４２０ｍｍ×控３５０ｍｍ ３３ｋｇ／個
８．５個／ｍ２ 東京・横浜 南和産業

ニューストン　ポーラス型 ２８０×４２０×３５０　東京 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903042215
コンクリート積みブロック ナチュロック甲斐の石 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ３８ｋｇ／個 １０個
／ｍ２ 東京・横浜・千葉・静岡 日本ナチュロック

ナチュロック　甲斐の石 ２５０×４００×３５０　東京 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903042235
コンクリート積みブロック ナチュロック多孔質環境 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ３７ｋｇ／個 １０
個／ｍ２ 東京・横浜・千葉・静岡 日本ナチュロック

ナチュロック　多孔質環境 ２５０×４００×３５０　東京 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903042205
コンクリート積みブロック ナチュロック・甲州・雑割・富士 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ４１ｋｇ／
個 １０個／ｍ２ 甲府 日本ナチュロック

ナチュロック　甲州・雑割・富士 ２５０×４００×３５０　甲府 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903042230
コンクリート積みブロック ナチュロック溶岩 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ３８ｋｇ／個 １０個／ｍ
２ 甲府 日本ナチュロック

ナチュロック　溶岩 ２５０×４００×３５０　甲府 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903040102
コンクリート積みブロック ポーラススプリットン 高４００ｍｍ×幅２５０ｍｍ×控３５０ｍｍ ３７．５ｋｇ／個 １
０個／ｍ２ 静岡・沼津 立岩石材興業

ポーラススプリットン ４００×２５０×３５０　静岡 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903040104
コンクリート積みブロック アニーヴンスプリットン 高４００ｍｍ×幅２５０ｍｍ×控３５０ｍｍ ３７ｋｇ／個 １０
個／ｍ２ 静岡・沼津 立岩石材興業

アニーヴンスプリットン ４００×２５０×３５０　静岡 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903045420
コンクリート積みブロック アニーヴン 高２８０ｍｍ×幅４２０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４１．２ｋｇ／個 ８．５個／ｍ
２ 名古屋・岐阜 アイケイコンクリート

アニーヴン ２８０×４２０×３５０　名古屋 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903045410
コンクリート積みブロック スプリットン間知グレー 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ３５ｋｇ／個 １０
個／ｍ２ 名古屋・岐阜・大津 アイケイコンクリート

スプリットン間知グレー ２５０×４００×３５０　名古屋 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903042440
コンクリート積みブロック ニューストン　ポーラス型 高２８０ｍｍ×幅４２０ｍｍ×控３５０ｍｍ ３３ｋｇ／個
８．５個／ｍ２ 名古屋・岐阜 南和産業

ニューストン　ポーラス型 ２８０×４２０×３５０　名古屋 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903048404
コンクリート積みブロック ポラロックⅡ型 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ３５ｋｇ／個 １０個／ｍ２
津 幸栄産業

ポラロック２型 ２５０×４００×３５０　津 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903044605
コンクリート積みブロック スプリットン御影 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ３７．１ｋｇ／個 １０個
／ｍ２ 津 センシン

スプリットン御影 ２５０×４００×３５０　津 個 367 ○ ○ 1903 組積材
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コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903045405
コンクリート積みブロック ナチュロック三河・木曽 高２８０ｍｍ×幅４２０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４１．２ｋｇ／個
８．５個／ｍ２ 大阪 アイケイコンクリート

ナチュロック三河・木曽 ２８０×４２０×３５０　大阪 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903042455
コンクリート積みブロック ニューストン　ポーラス型 高２８０ｍｍ×幅４２０ｍｍ×控３５０ｍｍ ３３ｋｇ／個
８．５個／ｍ２ 大阪・京都・神戸・奈良・大津・和歌山 南和産業

ニューストン　ポーラス型 ２８０×４２０×３５０　大阪 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903044215
コンクリート積みブロック ポーラススプリット 高４００ｍｍ×幅２５０ｍｍ×控３５０ｍｍ ３５ｋｇ／個 １０個／
ｍ２ 神戸 平野ブロック

ポーラススプリット ４００×２５０×３５０　神戸 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903048802
コンクリート積みブロック チャコケン 高２８０ｍｍ×幅４２０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４２．５ｋｇ／個 ８．５個／ｍ
２ 徳島 カシハラ

チャコケン ２８０×４２０×３５０　徳島 個 367 ○ ○ 1903 組積材

コンクリート積みブロック―ブランド品― 1903048602
コンクリート積みブロック チャコケン 高３００ｍｍ×幅４００ｍｍ×控３５０ｍｍ ４２ｋｇ／個 ８．３個／ｍ２ 福
岡 麻生商事

チャコケン ３００×４００×３５０　福岡 個 367 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1905021606 大型積みブロック サンエスⅠ型 ５００ｍｍ×９９８ｍｍ×３５０ｍｍ １７８ｋｇ／個 ２個／ｍ２ サンエス１型 ５００×９９８×３５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1905021607 大型積みブロック サンエスⅠ型 （擬石） ５００ｍｍ×９９８ｍｍ×３５０ｍｍ ２０１ｋｇ／個 ２個／ｍ２ サンエス１型　擬石 ５００×９９８×３５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1905021602 大型積みブロック ナウロック ５０型 １，０００ｍｍ×９９８ｍｍ×５００ｍｍ ６６２ｋｇ／個 １個／ｍ２ ナウロック５０型 １０００×９９８×５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1905021616 大型積みブロック ナウロック ７０型 １，０００ｍｍ×９９８ｍｍ×７００ｍｍ １０８８ｋｇ／個 １個／ｍ２ ナウロック７０型 １０００×９９８×７００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1905021604 大型積みブロック ナウロック １００型 １，０００ｍｍ×９９８ｍｍ×１，０００ｍｍ １３２６ｋｇ／個 １個／ｍ２ ナウロック１００型 １０００×９９８×１０００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1905021618 大型積みブロック ナウロック １５０型 １，０００ｍｍ×９９８ｍｍ×１，５００ｍｍ １６８９ｋｇ／個 １個／ｍ２ ナウロック１５０型 １０００×９９８×１５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1905021631
大型積みブロック ナウロック（擬石型） ５０型 １，０００ｍｍ×９９８ｍｍ×５００ｍｍ ７４１ｋｇ／個 １個／ｍ
２

ナウロック　擬石型　５０型 １０００×９９８×５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1905021633
大型積みブロック ナウロック（擬石型） ７０型 １，０００ｍｍ×９９８ｍｍ×７００ｍｍ １１６７ｋｇ／個 １個／
ｍ２

ナウロック　擬石型　７０型 １０００×９９８×７００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1905021635
大型積みブロック ナウロック（擬石型） １００型 １，０００ｍｍ×９９８ｍｍ×１，０００ｍｍ １４０５ｋｇ／個
１個／ｍ２

ナウロック　擬石型　１００型 １０００×９９８×１０００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1905021637
大型積みブロック ナウロック（擬石型） １５０型 １，０００ｍｍ×９９８ｍｍ×１，５００ｍｍ １７６８ｋｇ／個
１個／ｍ２

ナウロック　擬石型　１５０型 １０００×９９８×１５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1905021638
大型積みブロック ナウロック（擬石型　鉄平石タイプ） ５０型 １，０００ｍｍ×９９８ｍｍ×５００ｍｍ ７４１ｋ
ｇ／個 １個／ｍ２

ナウロック擬石型　鉄平石５０型 １０００×９９８×５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1905021640
大型積みブロック ナウロック（擬石型　鉄平石タイプ） ７０型 １，０００ｍｍ×９９８ｍｍ×７００ｍｍ １１６７
ｋｇ／個 １個／ｍ２

ナウロック擬石型　鉄平石７０型 １０００×９９８×７００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1905021642
大型積みブロック ナウロック（擬石型　鉄平石タイプ） １００型 １，０００ｍｍ×９９８ｍｍ×１，０００ｍｍ １
４０５ｋｇ／個 １個／ｍ２

ナウロック擬石型鉄平石１００型 １０００×９９８×１０００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材
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大型積みブロック 1905021644
大型積みブロック ナウロック（擬石型　鉄平石タイプ） １５０型 １，０００ｍｍ×９９８ｍｍ×１，５００ｍｍ １
７６８ｋｇ／個 １個／ｍ２

ナウロック擬石型鉄平石１５０型 １０００×９９８×１５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1905020402 大型積みブロック ヘイベック （粗面）Ａ３５ ６６６ｍｍ×１，５００ｍｍ×３５０ｍｍ ７４１ｋｇ／個 １個／ｍ２ ヘイベック　粗面　Ａ３５ ６６６×１５００×３５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1905020404
大型積みブロック ヘイベック （粗面）Ａ５０ ６６６ｍｍ×１，５００ｍｍ×５００ｍｍ １０８３ｋｇ／個 １個／ｍ
２

ヘイベック　粗面　Ａ５０ ６６６×１５００×５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1905020408 大型積みブロック ヘイベック （滑面）Ａ３５ ６６６ｍｍ×１，５００ｍｍ×３５０ｍｍ ７４１ｋｇ／個 １個／ｍ２ ヘイベック　滑面　Ａ３５ ６６６×１５００×３５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1905020410
大型積みブロック ヘイベック （滑面）Ａ５０ ６６６ｍｍ×１，５００ｍｍ×５００ｍｍ １０８３ｋｇ／個 １個／ｍ
２

ヘイベック　滑面　Ａ５０ ６６６×１５００×５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック 1903048002 大型積みブロック ヘイベック （擬石）Ａ３５ ６６６ｍｍ×１，５００ｍｍ×３５０ｍｍ ７７５ｋｇ／個 １個／ｍ２ ヘイベック　擬石　Ａ３５ ６６６×１５００×３５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903048004
大型積みブロック ヘイベック （擬石）Ａ５０ ６６６ｍｍ×１，５００ｍｍ×５００ｍｍ １１１８ｋｇ／個 １個／ｍ
２

ヘイベック　擬石　Ａ５０ ６６６×１５００×５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903040625 大型積みブロック オリロックスーパー ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×３５０ｍｍ ７３９ｋｇ／個 １個／ｍ２ オリロックスーパー ８００×１２５０×３５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903040630 大型積みブロック オリロックスーパー ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×５００ｍｍ １０７９ｋｇ／個 １個／ｍ２ オリロックスーパー ８００×１２５０×５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903046202
大型積みブロック エコボックス １０００型 １，５００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ １２３０ｋｇ／個
０．６７個／ｍ２

エコボックス１０００型 １５００×１０００×１０００ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903046204
大型積みブロック エコボックス １４００型 １，５００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，４００ｍｍ １３４５ｋｇ／個
０．６７個／ｍ２

エコボックス１４００型 １５００×１０００×１４００ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903046402
大型積みブロック ＫＢウォール Ｂ１００ １，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ １２９０ｋｇ／個 ０．
５個／ｍ２

ＫＢウォール　Ｂ１００ １０００×２０００×１０００ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903046404
大型積みブロック ＫＢウォール Ｂ１５０ １，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×１，５００ｍｍ １７７０ｋｇ／個 ０．
５個／ｍ２

ＫＢウォール　Ｂ１５０ １０００×２０００×１５００ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903046406
大型積みブロック ＫＢウォール Ｂ２００ １，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ ２１７０ｋｇ／個 ０．
５個／ｍ２

ＫＢウォール　Ｂ２００ １０００×２０００×２０００ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903046408
大型積みブロック ＫＢウォール Ｂ２５０ １，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×２，５００ｍｍ ２５７０ｋｇ／個 ０．
５個／ｍ２

ＫＢウォール　Ｂ２５０ １０００×２０００×２５００ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903046410
大型積みブロック ＫＢウォール Ｂ３００ １，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×３，０００ｍｍ ２９７０ｋｇ／個 ０．
５個／ｍ２

ＫＢウォール　Ｂ３００ １０００×２０００×３０００ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903046412
大型積みブロック ＫＢウォール Ｂ３５０ １，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×３，５００ｍｍ ３３７０ｋｇ／個 ０．
５個／ｍ２

ＫＢウォール　Ｂ３５０ １０００×２０００×３５００ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903046414
大型積みブロック ＫＢウォール 天端ブロックＢ８０Ｌ １，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×８００ｍｍ ９４０ｋｇ／
個 ０．５個／ｍ２

ＫＢウォール　天端　Ｂ８０Ｌ １０００×２０００×８００ 個 368 ○ ○ 1903 組積材
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大型積みブロック 1903044410
大型積みブロック イーグルボックス ５００タイプ １，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×５００ｍｍ １１１０ｋｇ／個
０．５個／ｍ２ 名古屋

イーグルボックス　５００タイプ １０００×２０００×５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903044415
大型積みブロック イーグルボックス ７５０タイプ １，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×７５０ｍｍ １２１０ｋｇ／個
０．５個／ｍ２ 名古屋

イーグルボックス　７５０タイプ １０００×２０００×７５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903044420
大型積みブロック イーグルボックス １０００タイプ １，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ １５２０ｋ
ｇ／個 ０．５個／ｍ２ 名古屋

イーグルボックス１０００タイプ １０００×２０００×１０００ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903043105 大型積みブロック アントラー １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×３５０ｍｍ ４１０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 津 アントラー １２５０×８００×３５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903047802 大型積みブロック π型ブロック ６００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×３５０ｍｍ ２８５ｋｇ／個 １．３３個／ｍ２ 岡山 π型ブロック ６００×１２５０×３５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903044005
大型積みブロック 大型ブロック 高知県型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×３５０ｍｍ ４１０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 高
知

大型ブロック高知県型 ８００×１２５０×３５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903044010 大型積みブロック Ⅰ型ブロック 滑面型 控長１，０００ｍｍ 高知 Ｉ型ブロック滑面型 控長１０００ｍｍ ｍ２ 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック 1903044015 大型積みブロック 中型ブロック ５００ｍｍ×１，０００ｍｍ×３５０ｍｍ １７５ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 熊本 中型ブロック ５００×１０００×３５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903044818
大型積みブロック リバティロック ３５０ １３００・７００ｍｍ×５００ｍｍ×３５０ｍｍ ５９０ｋｇ／ｍ２ ２個／
ｍ２ 全国 日建産業

リバティロック３５０ １３００・７００×３５０ ｍ２ 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903044815
大型積みブロック リバティロック ５００ １３００・７００ｍｍ×５００ｍｍ×５００ｍｍ ６５０ｋｇ／ｍ２ ２個／
ｍ２ 全国 日建産業

リバティロック５００ １３００・７００×５００ ｍ２ 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903044820
大型積みブロック リバティロック ７５０ １３００・７００ｍｍ×７５０ｍｍ×７５０ｍｍ ８７０ｋｇ／ｍ２ １．３
３個／ｍ２ 全国 日建産業

リバティロック７５０ １３００・７００×７５０ ｍ２ 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903044822
大型積みブロック リバティロック １０００ １３００・７００ｍｍ×７５０ｍｍ×１，０００ｍｍ ９５０ｋｇ／ｍ２
１．３３個／ｍ２ 全国 日建産業

リバティロック１０００ １３００・７００×１０００ ｍ２ 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903044830 大型積みブロック ウォールロック （小口止）３００ ３００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ 全国 日建産業 ウォールロック（小口止）３００ ３００×１０００×１０００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903044835 大型積みブロック ウォールロック 止部・下部用３００ 勾配３分４分５分 全国 日建産業 ウォールロック止部下部用３００ 勾配３分・４分・５分 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049402
大型積みブロック パラレルフォーム ５０型　Ａ型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×５００ｍｍ ７３８ｋｇ／個 ０．８
９４個／ｍ２ 盛岡・仙台 共和コンクリート工業

パラレルフォーム　５０型　Ａ型 ８００×１２５０×５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049404
大型積みブロック パラレルフォーム ７５型　Ａ型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×７５０ｍｍ ８５２ｋｇ／個 ０．８
９４個／ｍ２ 盛岡・仙台 共和コンクリート工業

パラレルフォーム　７５型　Ａ型 ８００×１２５０×７５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049406
大型積みブロック パラレルフォーム １００型　Ａ型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×１，０００ｍｍ ９４３ｋｇ／個
０．８９４個／ｍ２ 盛岡・仙台 共和コンクリート工業

パラレルフォーム１００型　Ａ型 ８００×１２５０×１０００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049408
大型積みブロック パラレルフォーム １５０型　Ａ型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×１，５００ｍｍ １，２１１ｋｇ
／個 ０．８９４個／ｍ２ 盛岡・仙台 共和コンクリート工業

パラレルフォーム１５０型　Ａ型 ８００×１２５０×１５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材
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大型積みブロック―ブランド品― 1903049410
大型積みブロック パラレルフォーム ２００型　Ａ型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ １，５０７ｋｇ
／個 ０．８９４個／ｍ２ 盛岡・仙台 共和コンクリート工業

パラレルフォーム２００型　Ａ型 ８００×１２５０×２０００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903045205
大型積みブロック ビッグロック Ａ型 １，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×９００ｍｍ １，２２０ｋｇ／個 ０．５個／
ｍ２ 山形 工藤コンクリート

ビッグロック　Ａ型 １０００×２０００×９００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903045210
大型積みブロック ビッグロック Ｂ型 １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×９００ｍｍ ６３５ｋｇ／個 １個／ｍ２ 山
形 工藤コンクリート

ビッグロック　Ｂ型 １０００×１０００×９００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903045215
大型積みブロック ビッグロック Ｃ型 ５００ｍｍ×２，０００ｍｍ×９００ｍｍ ８０５ｋｇ／個 １個／ｍ２ 山形 工
藤コンクリート

ビッグロック　Ｃ型 ５００×２０００×９００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903045225
大型積みブロック ビッグロック Ｄ型 ５００ｍｍ×１，０００ｍｍ×９００ｍｍ ４１０ｋｇ／個 山形 工藤コンク
リート

ビッグロック　Ｄ型 ５００×１０００×９００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903044842
大型積みブロック Ｖロック ３５０型 ５５６ｍｍ×９９８ｍｍ×３５０ｍｍ ２２７ｋｇ／個 １．６１個／ｍ２ 千葉
トッコン

Ｖロック３５０型 ５５６×９９８×３５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903044844
大型積みブロック Ｖロック ５００型 ５５６ｍｍ×９９８ｍｍ×５００ｍｍ ２５３ｋｇ／個 １．６１個／ｍ２ 千葉
トッコン

Ｖロック５００型 ５５６×９９８×５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903047402
大型積みブロック ＮＳ大型積みブロック 控３５ １，０００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×３５０ｍｍ ６６５ｋｇ／個 ０．
８個／ｍ２ 新潟 荒川企業

ＮＳ大型積みブロック　控３５ １０００×１２５０×３５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903045425
大型積みブロック ジャストウォール ７５０型 １，５００ｍｍ×１，１１８ｍｍ×７５０ｍｍ １，０２５ｋｇ／個
１．６７個／ｍ２ 名古屋 アイケイコンクリート

ジャストウォール　７５０型 １５００×１１１８×７５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903047004
大型積みブロック ＭＱＳ ５００ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×５００ｍｍ ４４６ｋｇ／個 １個／ｍ２ 近畿 ミルコ
ン

ＭＱＳ　５００ １２５０×８００×５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903047016
大型積みブロック ＭＱＳ ７５０ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×７５０ｍｍ ６３４ｋｇ／個 １個／ｍ２ 近畿 ミルコ
ン

ＭＱＳ　７５０ １２５０×８００×７５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903047006
大型積みブロック ＭＱＳ １０００ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×１，０００ｍｍ ７０３ｋｇ／個 １個／ｍ２ 近畿
ミルコン

ＭＱＳ　１０００ １２５０×８００×１０００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903047018
大型積みブロック ＭＱＳ １２５０ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ ８５１ｋｇ／個 １個／ｍ２ 近畿
ミルコン

ＭＱＳ　１２５０ １２５０×８００×１２５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903048202
大型積みブロック Ｅｃｏ－ＢＩＧ環境保全型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×３５０ｍｍ ７８１ｋｇ／個 １個／ｍ２
福井 セキサンピーシー

Ｅｃｏ－ＢＩＧ環境保全型 ８００×１２５０×３５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903048206
大型積みブロック Ｅｃｏ－ＢＩＧ環境保全型 ８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×５００ｍｍ １，１００ｋｇ／個 １個／
ｍ２ 福井 セキサンピーシー

Ｅｃｏ－ＢＩＧ環境保全型 ８００×１２５０×５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903048208
大型積みブロック Ｃｈｏｉ－Ｎｏｓｅ Ａ－３５０ ７５０ｍｍ×１，２５０ｍｍ×３５０ｍｍ ４００ｋｇ／個 福井
セキサンピーシー

Ｃｈｏｉ－Ｎｏｓｅ　Ａ－３５０ ７５０×１２５０×３５０ｍｍ ｍ２ 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903048210
大型積みブロック Ｃｈｏｉ－Ｎｏｓｅ Ａ－５００ ７５０ｍｍ×１，２５０ｍｍ×５００ｍｍ ４３９ｋｇ／個 福井
セキサンピーシー

Ｃｈｏｉ－Ｎｏｓｅ　Ａ－５００ ７５０×１２５０×５００ｍｍ ｍ２ 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903048212
大型積みブロック Ｃｈｏｉ－Ｎｏｓｅ Ａ－１０００ ７５０ｍｍ×１，２５０ｍｍ×１，０００ｍｍ ５６８ｋｇ／個
福井 セキサンピーシー

Ｃｈｏｉ－Ｎｏｓｅ　Ａ１０００ ７５０×１２５０×１０００ｍｍ ｍ２ 368 ○ ○ 1903 組積材
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大型積みブロック―ブランド品― 1903044002 大型積みブロック 山河 ４００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×３５０ｍｍ １９０ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 四国 総合開発 山河 ４００×１２５０×３５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903045805
大型積みブロック（擬石面） ウォールストーン ＷＳ－（Ｌ）－５０型 １，１１８ｍｍ×２，０００ｍｍ×５００ｍｍ
１，８２３ｋｇ／個 ０．４４７個／ｍ２ 九州 菱和コンクリート

ウォールストーンＷＳ（Ｌ）５０ １１１８×２０００×５００ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903045810
大型積みブロック（擬石面） ウォールストーン ＷＳ－（Ｌ）－７５型 １，１１８ｍｍ×２，０００ｍｍ×７５０ｍｍ
２，０９５ｋｇ／個 ０．４４７個／ｍ２ 九州 菱和コンクリート

ウォールストーンＷＳ（Ｌ）７５ １１１８×２０００×７５０ｍｍ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903045815
大型積みブロック（擬石面） ウォールストーン ＷＳ－（Ｌ）－１００型 １，１１８ｍｍ×２，０００ｍｍ×１，００
０ｍｍ ２，３２５ｋｇ／個 ０．４４７個／ｍ２ 九州 菱和コンクリート

ウォールストーンＷＳ（Ｌ１００ １１１８×２０００×１０００ 個 368 ○ ○ 1903 組積材

張りブロック 1907017412 張りブロック 厚　１０ｃｍ ２４０ｋｇ以上／ｍ２ 張りブロック Ｔ１０ｃｍ　２４０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907017602 張りブロック 厚　１１ｃｍ ２１０ｋｇ以上／ｍ２ 張りブロック Ｔ１１ｃｍ　２１０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907017404 張りブロック 厚　１０ｃｍ １８０ｋｇ以上／ｍ２ 張りブロック Ｔ１０ｃｍ　１８０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907017804 張りブロック 厚　１２ｃｍ １７５ｋｇ以上／ｍ２ 張りブロック Ｔ１２ｃｍ　１７５ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907017807 張りブロック 厚　１２ｃｍ ２１０ｋｇ以上／ｍ２ 張りブロック Ｔ１２ｃｍ　２１０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907017810 張りブロック 厚　１２ｃｍ ２２０ｋｇ以上／ｍ２ 張りブロック Ｔ１２ｃｍ　２２０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907018402 張りブロック 厚　１５ｃｍ ２２０ｋｇ以上／ｍ２ 張りブロック Ｔ１５ｃｍ　２２０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907018406 張りブロック 厚　１５ｃｍ ２９０ｋｇ以上／ｍ２ 張りブロック Ｔ１５ｃｍ　２９０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907019002 張りブロック 厚　１８ｃｍ ２６０ｋｇ以上／ｍ２ 張りブロック Ｔ１８ｃｍ　２６０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907017402 張りブロック 厚　１０ｃｍ １６０ｋｇ以上／ｍ２ 張りブロック Ｔ１０ｃｍ　１６０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907017406 張りブロック 厚　１０ｃｍ ２００ｋｇ以上／ｍ２ 張りブロック Ｔ１０ｃｍ　２００ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907017410 張りブロック 厚　１０ｃｍ ２３０ｋｇ以上／ｍ２ 張りブロック Ｔ１０ｃｍ　２３０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907017806 張りブロック 厚　１２ｃｍ １９５ｋｇ以上／ｍ２ 張りブロック Ｔ１２ｃｍ　１９５ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907017814 張りブロック 厚　１２ｃｍ ２３０ｋｇ以上／ｍ２ 張りブロック Ｔ１２ｃｍ　２３０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 369 ○ ○ 1907 のり面防護材
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張りブロック―ブランド品― 1907011045
張りブロック ストーンサークル３００型 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１２ｃｍ ２８３ｋｇ／個 １個／ｍ２ 札幌・函館 共
和コンクリート工業

ストーンサークル３００型 ９５×９５×１２札幌 個 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック―ブランド品― 1907011050
張りブロック ストーンサークル３００型　擬石風 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１２ｃｍ ２７７ｋｇ／個 １個／ｍ２ 札幌・
函館 共和コンクリート工業

ストーンサークル３００型擬石風 ９５×９５×１２札幌 個 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック―ブランド品― 1907011235
張りブロック ストーンサークル３００型　擬石風 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１２ｃｍ ２７７ｋｇ／個 １個／ｍ２ 青森
共和コンクリート工業

ストーンサークル３００型擬石風 ９５×９５×１２青森 個 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック―ブランド品― 1907012230
張りブロック ストーンサークル３００型　擬石風 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１２ｃｍ ２７７ｋｇ／個 １個／ｍ２ 福島
共和コンクリート工業

ストーンサークル３００型擬石風 ９５×９５×１２福島 個 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック―ブランド品― 1907012455
張りブロック ストーンサークル３００型　擬石風 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１２ｃｍ ２７７ｋｇ／個 １個／ｍ２ 東京・
横浜 共和コンクリート工業

ストーンサークル３００型擬石風 ９５×９５×１２ｃｍ東京・横浜 個 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック―ブランド品― 1907012615
張りブロック ＮＳ大型平張ブロック連節型 １００ｃｍ×１２５ｃｍ×２２ｃｍ ５００ｋｇ／個 ０．８個／ｍ２ 新潟
荒川企業

ＮＳ大型平張ブロック　連節型 １００×１２５×２２ｃｍ　新潟 個 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック―ブランド品― 1907011626
張りブロック ストーンサークル３００型　擬石風 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１２ｃｍ ２７７ｋｇ／個 １個／ｍ２ 静岡
共和コンクリート工業

ストーンサークル３００型擬石風 ９５×９５×１２静岡 個 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック―ブランド品― 1907013500
張りブロック 張ブロックＪ型　標準 ５０ｃｍ×５０ｃｍ×１２ｃｍ ５６ｋｇ／個 ４個／ｍ２ 名古屋 アイケイコン
クリート

張ブロックＪ型　標準 ５０×５０×１２ｃｍ　名古屋 個 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック―ブランド品― 1907013505
張りブロック 張ブロックＪ型　防災 ５０ｃｍ×５０ｃｍ×２２ｃｍ ６６ｋｇ／個 ４個／ｍ２ 名古屋 アイケイコン
クリート

張ブロックＪ型　防災 ５０×５０×２２ｃｍ　名古屋 個 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック―ブランド品― 1907013510
張りブロック 張ブロックＪ型　階段 ５０ｃｍ×５０ｃｍ×２０．９ｃｍ ６７ｋｇ／個 ４個／ｍ２ 名古屋 アイケイ
コンクリート

張ブロックＪ型　階段 ５０×５０×２０．９ｃｍ名古屋 個 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック―ブランド品― 1907013490
張りブロック ストーンサークル３００型 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１２ｃｍ ２８３ｋｇ／個 １個／ｍ２ 名古屋 共和コ
ンクリート工業

ストーンサークル３００型 ９５×９５×１２ｃｍ　名古屋 個 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック―ブランド品― 1907013495
張りブロック ストーンサークル擬石風 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１２ｃｍ ２７７ｋｇ／個 １個／ｍ２ 名古屋 共和コン
クリート工業

ストーンサークル３００型擬石風 ９５×９５×１２ｃｍ　名古屋 個 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック―ブランド品― 1907014265
張りブロック ストーンサークル３００型 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１２ｃｍ ２８３ｋｇ／個 １個／ｍ２ 大阪 共和コン
クリート工業

ストーンサークル３００型 ９５×９５×１２ｃｍ　大阪 個 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック―ブランド品― 1907014615
張りブロック 草竹式張ブロック ５０ｃｍ×５０ｃｍ×１５ｃｍ ５６ｋｇ／個 ４個／ｍ２ 奈良 草竹コンクリート工
業

張りブロック　草竹式 ５０×５０×１５ｃｍ　奈良 個 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック―ブランド品― 1907015440
張りブロック ＳＴ型張ブロック（擬石風） １００ｃｍ×５０ｃｍ×１０ｃｍ １２７ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 山口 シマ
ダ

張りブロック　ＳＴ型擬石風 １００×５０×１０ｃｍ　山口 個 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

張りブロック―ブランド品― 1907015445
張りブロック 法面止張ブロック（擬石風） ４９．８ｃｍ×９９．８ｃｍ×９ｃｍ ８３ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 山口 シ
マダ

張りブロック　法面止擬石風 ４９．８×９９．８×９ｃｍ山口 個 369 ○ ○ 1907 のり面防護材

連節ブロック 1001010002 連節ブロック 厚　１８ｃｍ ２４０ｋｇ／ｍ２以上 連節ブロック Ｔ１８ｃｍ　２４０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック 1001010004 連節ブロック 厚　２０ｃｍ ２５０ｋｇ／ｍ２以上 連節ブロック Ｔ２０ｃｍ　２５０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック
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連節ブロック 1001010006 連節ブロック 厚　２１ｃｍ ２６０ｋｇ／ｍ２以上 連節ブロック Ｔ２１ｃｍ　２６０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック 1001010008 連節ブロック 厚　２２ｃｍ ２５０ｋｇ／ｍ２以上 連節ブロック Ｔ２２ｃｍ　２５０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック 1001010010 連節ブロック 厚　２２ｃｍ ３００ｋｇ／ｍ２以上 連節ブロック Ｔ２２ｃｍ　３００ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック 1001010018 連節ブロック 厚　２２ｃｍ ３４０ｋｇ／ｍ２以上 連節ブロック Ｔ２２ｃｍ　３４０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック 1001010012 連節ブロック 厚　２５ｃｍ ３４０ｋｇ／ｍ２以上 連節ブロック Ｔ２５ｃｍ　３４０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック 1001010014 連節ブロック 厚　２５ｃｍ ３５０ｋｇ／ｍ２以上 連節ブロック Ｔ２５ｃｍ　３５０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック 1001010016 連節ブロック 厚　２６ｃｍ ３３０ｋｇ／ｍ２以上 連節ブロック Ｔ２６ｃｍ　３３０ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001011050
連節ブロック グラスティ３４０型Ａ ９９ｃｍ×９９．７ｃｍ×３１ｃｍ ３４０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 札幌・函館 共
和コンクリート工業

連節ブロック　札幌・函館 グラスティ３４０型Ａ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001011622 連節ブロック トリオン １００ｃｍ×１２１ｃｍ×３５ｃｍ ３２６ｋｇ／個 １．０９個／ｍ２ 仙台 不動テトラ 連節ブロック　仙台 トリオン　１００×１２１×３５ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012412
連節ブロック ダイヤカットⅡ型Ａ １２０ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ ２１７ｋｇ／個 １．６７個／ｍ２ 東京・横浜
共和コンクリート工業

連節ブロック　東京・横浜 ダイヤカット２型Ａ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012418
連節ブロック Ｉレンロック２１型（色付） １００ｃｍ×１２０ｃｍ×２１ｃｍ ３１０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 東京・横
浜 日建工学

連節ブロック　東京・横浜 Ｉレンロック２１型 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012420
連節ブロック Ｉレンロック２５型（色付） １００ｃｍ×１２０ｃｍ×２５ｃｍ ３７０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 東京・横
浜 日建工学

連節ブロック　東京・横浜 Ｉレンロック２５型 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012422
連節ブロック 多孔質環境大型連節（ＯＴ－４） ９９．８ｃｍ×９９．８ｃｍ×１７ｃｍ ３５０ｋｇ／個 １個／ｍ２
東京・横浜 日本ナチュロック

連節ブロック　東京・横浜 多孔質環境大型連節 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012424
連節ブロック 大型連節張りブロック玉石（ＯＴ－１） ９９．８ｃｍ×９９．８ｃｍ×１７ｃｍ ３５０ｋｇ／個 １個
／ｍ２ 東京・横浜 日本ナチュロック

連節ブロック　東京・横浜 大型連節張りブロック玉石 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012426
連節ブロック 大型連節張りブロック砕石（ＯＴ－２） ９９．８ｃｍ×９９．８ｃｍ×１７ｃｍ ３５０ｋｇ／個 １個
／ｍ２ 東京・横浜 日本ナチュロック

連節ブロック　東京・横浜 大型連節張りブロック砕石 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012428
連節ブロック 大型連節張りブロック雑割溶岩（ＯＴ－３） ９９．８ｃｍ×９９．８ｃｍ×１７ｃｍ ３５０ｋｇ／個
１個／ｍ２ 東京・横浜 日本ナチュロック

連節ブロック　東京・横浜 大型連節張りブロック雑割溶岩 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012430
連節ブロック トリオン １００ｃｍ×１２１ｃｍ×３５ｃｍ ３２６ｋｇ／個 １．０９個／ｍ２ 東京・横浜 不動テト
ラ

連節ブロック　東京・横浜 トリオン　１００×１２１×３５ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012406
連節ブロック 大型連節２５０型 １００ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ １７７ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 東京・横浜 菱和コン
クリート

連節ブロック　東京・横浜 大型連節２５０型 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック
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連節ブロック―ブランド品― 1001012416
連節ブロック 覆土ブロック３５０型 １２４．８ｃｍ×７９．８ｃｍ×２５ｃｍ ３６０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 東京・横
浜 菱和コンクリート

連節ブロック　東京・横浜 覆土ブロック３５０型 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012502
連節ブロック ダイヤカットⅡ型Ａ １２０ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ ２１７ｋｇ／個 １．６７個／ｍ２ 新潟 アド
ヴァンス

連節ブロック　新潟 ダイヤカット２型Ａ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012506
連節ブロック ダイヤカットⅢ型Ａ １２０ｃｍ×９９．６ｃｍ×２０ｃｍ ３６０．４ｋｇ／個 １個／ｍ２ 新潟 アド
ヴァンス

連節ブロック　新潟 ダイヤカット３型Ａ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012504 連節ブロック すいせい控２５ １００ｃｍ×１２５ｃｍ×２５ｃｍ ５３２ｋｇ／個 ０．８個／ｍ２ 新潟 荒川企業 連節ブロック　新潟 すいせい　控２５ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012614
連節ブロック ＧＲＥＥＮ－ＷＥＬＬ　Ａ３０ ９９．５ｃｍ×９９．５ｃｍ×３０ｃｍ ３４６ｋｇ／個 １個／ｍ２ 金
沢 セキサンピーシー

連節ブロック　金沢 ＧＲＥＥＮ－ＷＥＬＬ　Ａ３０ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012850
連節ブロック ジャンボブロックマット ６０ｃｍ×（３００～１，２００ｃｍ）×２０ｃｍ ３５０ｋｇ／ｍ２ 名古
屋・岐阜・大津 アイケイコンクリート

連節ブロック名古屋・岐阜・大津 ジャンボブロックマット ｍ２ 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012806
連節ブロック ダイヤカットⅡ型Ａ １２０ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ ２１７ｋｇ／個 １．６７個／ｍ２ 名古屋 共和
コンクリート工業

連節ブロック　名古屋 ダイヤカット２型Ａ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012835
連節ブロック ターフロックⅡ３６０型 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×２５ｃｍ ３６７ｋｇ／個 １個／ｍ２ 名古屋 共和コン
クリート工業

連節ブロック　名古屋 ターフロック２　３６０型 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001012838
連節ブロック グラックス３１０ １００ｃｍ×１００ｃｍ×３１ｃｍ ３７１ｋｇ／個 １個／ｍ２ 名古屋 共和コンク
リート工業

連節ブロック　名古屋 グラックス３１０ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001013610
連節ブロック ダイヤカットⅡ型Ａ １２０ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ ２１７ｋｇ／個 １．６７個／ｍ２ 大阪 共和コ
ンクリート工業

連節ブロック　大阪 ダイヤカット２型Ａ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001013618
連節ブロック 大型連節２５０型 １００ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ １７７ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 大阪 菱和コンクリー
ト

連節ブロック　大阪 大型連節２５０型 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001013814
連節ブロック ダイヤカットⅡ型Ａ １２０ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ ２１７ｋｇ／個 １．６７個／ｍ２ 神戸 共和コ
ンクリート工業

連節ブロック　神戸 ダイヤカット２型Ａ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001013816
連節ブロック 大型連節２５０型 １００ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ １７７ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 神戸 菱和コンクリー
ト

連節ブロック　神戸 大型連節２５０型 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001013906 連節ブロック ビオロック１９０Ａ １００ｃｍ×１００ｃｍ×１５ｃｍ １９０ｋｇ／個 １個／ｍ２ 奈良 センシン 連節ブロック　奈良 ビオロック１９０Ａ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001013622
連節ブロック ビオロック３６０Ａ（ポーラスタイプ） １００ｃｍ×１００ｃｍ×２６ｃｍ ３６０ｋｇ／個 １個／ｍ
２ 奈良 センシン

連節ブロック　奈良 ビオロック３６０Ａ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001014610
連節ブロック ハーモニー３５０Ａ－１ １２０ｃｍ×５０ｃｍ×２３．５ｃｍ ２１０ｋｇ／個 １．６７個／ｍ２ 松
江・出雲 イズコン

連節ブロック　松江・出雲 ハーモニー　３５０Ａ－１ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001014208
連節ブロック ダイヤカットⅡ型Ａ １２０ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ ２１７ｋｇ／個 １．６７個／ｍ２ 広島 山陽ブ
ロック工業

連節ブロック　広島 ダイヤカット２型Ａ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001014404 連節ブロック Ｔ字滑面型 ４７ｃｍ×３９．５ｃｍ×２１ｃｍ ３９．５ｋｇ／個 ７．８個／ｍ２ 山口 シマダ 連節ブロック　山口 Ｔ字滑面型 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック
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連節ブロック―ブランド品― 1001014110 連節ブロック カメレオン Ｔ－２５型 ２００ｋｇ／ｍ２ 九州 水工技研 連節ブロック　九州 カメレオン　Ｔ－２５型 ｍ２ 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001014104 連節ブロック カメレオン Ｔ－３５型 ３５０ｋｇ／ｍ２ 九州 水工技研 連節ブロック　九州 カメレオン　Ｔ－３５型 ｍ２ 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001014106 連節ブロック カメレオン Ｔ－５０型 ６００ｋｇ／ｍ２ 九州 水工技研 連節ブロック　九州 カメレオン　Ｔ－５０型 ｍ２ 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001014116 連節ブロック カメレオン（シート付） Ｔ－２５型　重量型 ２５０ｋｇ／ｍ２ 九州 水工技研 連節ブロック　九州 カメレオンシート付　Ｔ－２５型 ｍ２ 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001014108 連節ブロック カメレオン（シート付） Ｔ－３５型 ３５０ｋｇ／ｍ２ 九州 水工技研 連節ブロック　九州 カメレオンシート付　Ｔ－３５型 ｍ２ 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001014102 連節ブロック カメレオン（シート付） Ｔ－５０型 ６００ｋｇ／ｍ２ 九州 水工技研 連節ブロック　九州 カメレオンシート付　Ｔ－５０型 ｍ２ 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001017004 連節ブロック トリオン １００ｃｍ×１２１ｃｍ×３５ｃｍ ３２６ｋｇ／個 １．０９個／ｍ２ 九州 不動テトラ 連節ブロック　九州 トリオン　１００×１２１×３５ 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

連節ブロック―ブランド品― 1001017002
連節ブロック 大型連節２５０型 １００ｃｍ×５０ｃｍ×２５ｃｍ １７７ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 九州 菱和コンクリー
ト

連節ブロック　九州 大型連節２５０型 個 370 ○ ○ 1001 河川用ブロック

のり枠ブロック 1907039002 のり枠ブロック 枠断面　１５ｃｍ×１５ｃｍ コンクリート製のり枠ブロック 枠断面Ｗ１５×Ｔ１５ｃｍ ｍ２ 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック 1907039008 のり枠ブロック 枠断面　１５ｃｍ×１８ｃｍ コンクリート製のり枠ブロック 枠断面Ｗ１５×Ｔ１８ｃｍ ｍ２ 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック 1907039004 のり枠ブロック 枠断面　１５ｃｍ×２０ｃｍ コンクリート製のり枠ブロック 枠断面Ｗ１５×Ｔ２０ｃｍ ｍ２ 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907031090
のり枠ブロック 十字のり枠１００型３５０Ａ ９９．６ｃｍ×９９．６ｃｍ×３５ｃｍ ２９２ｋｇ／個 １個／ｍ２ 札
幌・函館 共和コンクリート工業

コンクリート製のり枠ブロック 十字１００型３５０Ａ　札幌 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907031605
のり枠ブロック 円弧型１８ ７９．２ｃｍ×３８．２ｃｍ×１８ｃｍ ６９ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 仙台 菱和コンクリー
ト

コンクリート製のり枠ブロック 円弧型１８　仙台 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907032005
のり枠ブロック 円弧型１８ ７９．２ｃｍ×３８．２ｃｍ×１８ｃｍ ６９ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 福島 菱和コンクリー
ト

コンクリート製のり枠ブロック 円弧型１８　福島 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907032015 のり枠ブロック のり枠内張 ４０ｃｍ×４０ｃｍ×９ｃｍ ２３ｋｇ／個 ４個／ｍ２ 福島 菱和コンクリート コンクリート製のり枠ブロック のり枠内張　福島 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907032310
のり枠ブロック 十字のり枠３００型Ａ １４１ｃｍ×１４１ｃｍ×２２ｃｍ ３１０ｋｇ／個 －個／ｍ２ 東京・横浜
共和コンクリート工業

コンクリート製のり枠ブロック 十字３００型Ａ　東京 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907032210
のり枠ブロック 格子枠ブロックＣ型 １００ｃｍ×１０ｃｍ×１６ｃｍ ２９ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 東京・横浜 ライト
工業

コンクリート製のり枠ブロック 格子枠ブロックＣ型　東京 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907032205
のり枠ブロック 円弧型１８ ７９．２ｃｍ×３８．２ｃｍ×１８ｃｍ ６９ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 東京・横浜 菱和コン
クリート

コンクリート製のり枠ブロック 円弧型１８　東京 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材
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のり枠ブロック―ブランド品― 1907032405
のり枠ブロック フレームブロックＦＦ１２０ １００ｃｍ×１００ｃｍ×１２ｃｍ ２０４ｋｇ／個 －個／ｍ２ 新潟
藤林コンクリート工業

コンクリート製のり枠ブロック フレームブロックＦＦ１２０新潟 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907032410
のり枠ブロック 緑化ブロックＦＧ－Ｂ １００ｃｍ×１００ｃｍ×１５ｃｍ １１５ｋｇ／個 －個／ｍ２ 新潟 藤林コ
ンクリート工業

コンクリート製のり枠ブロック 緑化ブロックＦＧ－Ｂ　新潟 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907032865
のり枠ブロック 十字のり枠３００型Ａ １４１ｃｍ×１４１ｃｍ×２２ｃｍ ３１０ｋｇ／個 －個／ｍ２ 名古屋・津・
岐阜 共和コンクリート工業

コンクリート製のり枠ブロック 十字３００型Ａ　名古屋 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907032878
のり枠ブロック 格子枠ブロックＣ型 １００ｃｍ×１０ｃｍ×１６ｃｍ ２９ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 名古屋・津・岐阜
ライト工業

コンクリート製のり枠ブロック 格子枠ブロックＣ型　名古屋 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907032840
のり枠ブロック 円弧型１８ ７９．２ｃｍ×３８．２ｃｍ×１８ｃｍ ６９ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 名古屋・津・岐阜 菱
和コンクリート

コンクリート製のり枠ブロック 円弧型１８　名古屋 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907034810
のり枠ブロック Ｓ　のり枠ブロックⅡ型 １５ｃｍ×１０ｃｍ×９０ｃｍ ３０ｋｇ／個 ２．２個／ｍ２ 松江・出雲
昭和セメント工業

コンクリート製のり枠ブロック マルエス２型　松江・出雲 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907035235 のり枠ブロック 亀甲Ⅰ型 ７５ｃｍ×１２ｃｍ×１５ｃｍ ２３ｋｇ／個 ２．１個／ｍ２ 福岡 不二コンクリート工業 コンクリート製のり枠ブロック 亀甲１型　福岡 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907035205
のり枠ブロック 円弧型１８ ７９．２ｃｍ×３８．２ｃｍ×１８ｃｍ ６９ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 福岡 菱和コンクリー
ト

コンクリート製のり枠ブロック 円弧型１８　福岡 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907035210
のり枠ブロック 円弧型１５ ７９．２ｃｍ×３８．２ｃｍ×１５ｃｍ ５８ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 福岡 菱和コンクリー
ト

コンクリート製のり枠ブロック 円弧型１５　福岡 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907035215
のり枠ブロック 円弧型１２ ７９．２ｃｍ×３８．２ｃｍ×１２ｃｍ ４６ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 福岡 菱和コンクリー
ト

コンクリート製のり枠ブロック 円弧型１２　福岡 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907035405 のり枠ブロック 亀甲Ⅰ型 ７５ｃｍ×１２ｃｍ×１５ｃｍ ２３ｋｇ／個 ２．１個／ｍ２ 佐賀 不二コンクリート工業 コンクリート製のり枠ブロック 亀甲１型　佐賀 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907035410
のり枠ブロック 格子型Ⅰ型 ９３．５ｃｍ×１２ｃｍ×１５ｃｍ ２９ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 佐賀 不二コンクリート工
業

コンクリート製のり枠ブロック 格子型１型　佐賀 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり枠ブロック―ブランド品― 1907036405 のり枠ブロック ヤマウ式のり枠１型 １２ｃｍ×１２ｃｍ×９４ｃｍ ３０ｋｇ／個 ２．２５個／ｍ２ 宮崎 ヤマウ コンクリート製のり枠ブロック ヤマウ式１型　宮崎 個 371 ○ ○ 1907 のり面防護材

緑化用擁壁ブロック―ブランド品― 1903012015 緑化用擁壁ブロック グリーンウォール ８０型　Ａ ２６７ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 東京 共和コンクリート工業 グリーンウォール ８０型　Ａ 個 372 ○ ○ 1903 組積材

緑化用擁壁ブロック―ブランド品― 1903011705
緑化用擁壁ブロック みどりくん Ｍ－１０　１，０００×５００×７５０ｍｍ ２７４ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 東京 第一
ブロック

みどりくん　Ｍ－１０ １０００×５００×７５０ｍｍ 個 372 ○ ○ 1903 組積材

緑化用擁壁ブロック―ブランド品― 1903011010 緑化用擁壁ブロック 緑化ウォールブロック Ｇ１００×５０Ｐ型 ２６７ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 東京 日建工学 緑化ウォールブロック Ｇ１００×５０Ｐ型 個 372 ○ ○ 1903 組積材

緑化用擁壁ブロック―ブランド品― 1903011020 緑化用擁壁ブロック 緑化ウォールブロック Ｇ１００×５０Ｓ型 １８４ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 東京 日建工学 緑化ウォールブロック Ｇ１００×５０Ｓ型 個 372 ○ ○ 1903 組積材

緑化用擁壁ブロック―ブランド品― 1903011040 緑化用擁壁ブロック 緑化ウォールブロック Ｇ１２５×８０Ｌ型 ７２５ｋｇ／個 １個／ｍ２ 東京 日建工学 緑化ウォールブロック Ｇ１２５×８０Ｌ型 個 372 ○ ○ 1903 組積材
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緑化用擁壁ブロック―ブランド品― 1903013015
緑化用擁壁ブロック 緑生ブロック Ⅰ型　１，２４６×１，０５０×６００ｍｍ ４４８ｋｇ／個 １．３３個／ｍ２ 東
京 日本緑生

緑生ブロック １型１２４６×１０５０×６００ 個 372 ○ ○ 1903 組積材

緑化用擁壁ブロック―ブランド品― 1903013020
緑化用擁壁ブロック 緑生ブロック Ⅱ型　１，２４６×７５０×６００ｍｍ ３３１ｋｇ／個 １．３３個／ｍ２ 東京
日本緑生

緑生ブロック ２型　１２４６×７５０×６００ 個 372 ○ ○ 1903 組積材

緑化用擁壁ブロック―ブランド品― 1903013025
緑化用擁壁ブロック 緑生ブロック Ⅲ型　１，２４６×６００×６００ｍｍ ２６６ｋｇ／個 １．３３個／ｍ２ 東京
日本緑生

緑生ブロック ３型　１２４６×６００×６００ 個 372 ○ ○ 1903 組積材

緑化用擁壁ブロック―ブランド品― 1903018510
緑化用擁壁ブロック サングリーンビオウォール ５００×９９８×５５０／５００ｍｍ ２３５ｋｇ／個 ２個／ｍ２ 新
潟 藤村クレスト

サングリーンビオウォール ５００×９９８×５５０／５００ 個 372 ○ ○ 1903 組積材

緑化用擁壁ブロック―ブランド品― 1903012705 緑化用擁壁ブロック エバグリーンシステム Ｂタイプ ２，３６１ｋｇ／個 名古屋 ゴトウコンクリート エバグリーンシステム Ｂタイプ 個 372 ○ ○ 1903 組積材

緑化用擁壁ブロック―ブランド品― 1903017505
緑化用擁壁ブロック 大型ブロック積み擁壁 β０．５　Ｈ＝５００　Ｌ＝１，６００ｍｍ ７００ｋｇ／個 １．１２個
／ｍ２ 大阪 タジマ工業

大型ブロック積み擁壁 β０．５　５００×１６００ 個 372 ○ ○ 1903 組積材

井桁ブロック―ブランド品― 1907031450
井桁ブロック 井桁フォーム前桁Ｆ２ ２０ｃｍ×２０ｃｍ×１９９．５ｃｍ ２００ｋｇ／個 青森・盛岡・仙台・秋田
岩手ハネダコンクリート

コンクリート製のり枠ブロック 井桁フォーム前桁Ｆ２　盛岡 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材

井桁ブロック―ブランド品― 1907031455
井桁ブロック 井桁フォーム後桁Ｂ２ ２０ｃｍ×１５ｃｍ×１９９．５ｃｍ １５６ｋｇ／個 青森・盛岡・仙台・秋田
岩手ハネダコンクリート

コンクリート製のり枠ブロック 井桁フォーム後桁Ｂ２　盛岡 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材

井桁ブロック―ブランド品― 1907031905 井桁ブロック 井桁フォーム前桁Ｆ－１ ２０ｃｍ×３５ｃｍ×１４９．５ｃｍ １７０ｋｇ／個 山形 ベルテクス コンクリート製のり枠ブロック 井桁フォーム前桁Ｆ－１　山形 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材

井桁ブロック―ブランド品― 1907031910 井桁ブロック 井桁フォーム後桁Ｂ－１ ２０ｃｍ×２０ｃｍ×１４９．５ｃｍ １２９ｋｇ／個 山形 ベルテクス コンクリート製のり枠ブロック 井桁フォーム後桁Ｂ－１　山形 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材

井桁ブロック―ブランド品― 1907031921
井桁ブロック イゲタフレームⅡ　ＡＦ－１型　横材（正面材基本） ２４９．５ｃｍ×３５ｃｍ×１３ｃｍ １８７．５
ｋｇ／個 山形 共和コンクリート工業

コンクリート製のり枠ブロック イゲタフレーム２ＡＦ－１型山形 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材

井桁ブロック―ブランド品― 1907031922
井桁ブロック イゲタフレームⅡ　ＡＲ－１型　横材（背面基本） ２４９．５ｃｍ×２７ｃｍ×１３ｃｍ １４２．４ｋ
ｇ／個 山形 共和コンクリート工業

コンクリート製のり枠ブロック イゲタフレーム２ＡＲ－１型山形 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材

井桁ブロック―ブランド品― 1907031923
井桁ブロック イゲタフレームⅡ　Ｂ－１型　控材（基本） １２９ｃｍ×４０ｃｍ×１７ｃｍ １５０．１ｋｇ／個 山
形 共和コンクリート工業

コンクリート製のり枠ブロック イゲタフレーム２　Ｂ－１型山形 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材

井桁ブロック―ブランド品― 1907031924
井桁ブロック イゲタフレームⅡ　Ｃ－１型　控材（上端・下端） １２９ｃｍ×２５ｃｍ×１７ｃｍ ９９．８ｋｇ／個
山形 共和コンクリート工業

コンクリート製のり枠ブロック イゲタフレーム２　Ｃ－１型山形 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材

井桁ブロック―ブランド品― 1907032296
井桁ブロック イゲタフレームⅡ　ＡＦ－１型　横材（正面材基本） ２４９．５ｃｍ×３５ｃｍ×１３ｃｍ １８７．５
ｋｇ／個 東京・横浜 共和コンクリート工業

コンクリート製のり枠ブロック イゲタフレーム２ＡＦ－１型東横 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材

井桁ブロック―ブランド品― 1907032297
井桁ブロック イゲタフレームⅡ　ＡＲ－１型　横材（背面基本） ２４９．５ｃｍ×２７ｃｍ×１３ｃｍ １４２．４ｋ
ｇ／個 東京・横浜 共和コンクリート工業

コンクリート製のり枠ブロック イゲタフレーム２ＡＲ－１型東横 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材

井桁ブロック―ブランド品― 1907032298
井桁ブロック イゲタフレームⅡ　Ｂ－１型　控材（基本） １２９ｃｍ×４０ｃｍ×１７ｃｍ １５０．１ｋｇ／個 東
京・横浜 共和コンクリート工業

コンクリート製のり枠ブロック イゲタフレーム２　Ｂ－１型東横 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材

井桁ブロック―ブランド品― 1907032299
井桁ブロック イゲタフレームⅡ　Ｃ－１型　控材（上端・下端） １２９ｃｍ×２５ｃｍ×１７ｃｍ ９９．８ｋｇ／個
東京・横浜 共和コンクリート工業

コンクリート製のり枠ブロック イゲタフレーム２　Ｃ－１型東横 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材
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井桁ブロック―ブランド品― 1907032440
井桁ブロック あぜくら式方格ブロック Ａ－１　２０ｃｍ×２９ｃｍ×１９６ｃｍ １７３ｋｇ／個 新潟 永井コンク
リート工業

コンクリート製のり枠ブロック 校倉式方格　Ａ－１　新潟 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材

井桁ブロック―ブランド品― 1907032450
井桁ブロック あぜくら式方格ブロック Ⅱ型（面桁）１５ｃｍ×２９ｃｍ×１７９ｃｍ １２０ｋｇ／個 新潟 永井コン
クリート工業

コンクリート製のり枠ブロック 校倉式方格　２型　新潟 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材

井桁ブロック―ブランド品― 1907032402 井桁ブロック 井桁フレーム擁壁１－Ａ ２００ｃｍ×４９．５ｃｍ×１００ｃｍ ６３８ｋｇ／個 新潟 藤村クレスト コンクリート製のり枠ブロック 井桁フレーム擁壁１－Ａ　新潟 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材

井桁ブロック―ブランド品― 1907032403 井桁ブロック 井桁フレーム擁壁１－Ｂ ２２５ｃｍ×４９．５ｃｍ×１００ｃｍ ７７４ｋｇ／個 新潟 藤村クレスト コンクリート製のり枠ブロック 井桁フレーム擁壁１－Ｂ　新潟 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材

井桁ブロック―ブランド品― 1907032404 井桁ブロック 井桁フレーム擁壁１－Ｃ １２５ｃｍ×４９．５ｃｍ×１００ｃｍ ４５４ｋｇ／個 新潟 藤村クレスト コンクリート製のり枠ブロック 井桁フレーム擁壁１－Ｃ　新潟 個 372 ○ ○ 1907 のり面防護材

階段式ブロック―ブランド品― 1001030066
階段式ブロック みずべＴ　Ｓ（石張） 勾配２．０Ａ型　２００ｍｍ×４００ｍｍ×１，９９８ｍｍ ３３２ｋｇ／個
０．８９個／ｍ２ 仙台 東王技研

階段ブロック みずべＴＳ　勾配２．０Ａ型 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

階段式ブロック―ブランド品― 1001030068
階段式ブロック みずべＧＷＴ（擬木） 勾配２．０Ａ型　２２５ｍｍ×４８０ｍｍ×１，９９８ｍｍ ４２２ｋｇ／個
１．００個／ｍ２ 仙台 東王技研

階段ブロック みずべＧＷＴ　勾配２．０Ａ型 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

階段式ブロック―ブランド品― 1001030070
階段式ブロック みずべＷ（木材貼付） 勾配２．０Ａ型　２５０ｍｍ×５００ｍｍ×１，８００ｍｍ ３８６ｋｇ／個
１．００個／ｍ２ 仙台 東王技研

階段ブロック みずべＷ　勾配２．０Ａ型 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

階段式ブロック―ブランド品― 1001030002
階段式ブロック ステップブロック 連結タイプ　２．０型Ａ １８６ｋｇ／個 ２．０８個／ｍ２ 東京 共和コンクリー
ト工業

階段ブロック ステップブロック　連結タイプ 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

階段式ブロック―ブランド品― 1001030004 階段式ブロック ステップブロック 水密タイプ　２．０型Ａ ３１３ｋｇ／個 １個／ｍ２ 東京 共和コンクリート工業 階段ブロック ステップブロック　水密タイプ 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

階段式ブロック―ブランド品― 1001030006 階段式ブロック ステアー Ｖ４５０型 １９３ｋｇ／個 １．８５個／ｍ２ 東京 日建工学 階段ブロック ステアー　Ｖ４５０型 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

階段式ブロック―ブランド品― 1001030008 階段式ブロック ステアー Ｖ６００型 ２３５ｋｇ／個 １．４９個／ｍ２ 東京 日建工学 階段ブロック ステアー　Ｖ６００型 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

階段式ブロック―ブランド品― 1001030038 階段式ブロック ステアー Ｔ３００型 １９３ｋｇ／個 １．８５個／ｍ２ 東京 日建工学 階段ブロック ステアー　Ｔ３００型 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

階段式ブロック―ブランド品― 1001030040 階段式ブロック ステアー Ｔ４００型 ２５３ｋｇ／個 １．４９個／ｍ２ 東京 日建工学 階段ブロック ステアー　Ｔ４００型 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

階段式ブロック―ブランド品― 1001030029 階段式ブロック ステアー Ｖ４５０穴あき型 １７０ｋｇ／個 １．８５個／ｍ２ 東京 日建工学 階段ブロック ステアー　Ｖ４５０穴あき型 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

階段式ブロック―ブランド品― 1001030072
階段式ブロック 階段ブロック ３０型　１，０００ｍｍ×２６６ｍｍ×６３０ｍｍ ２７３ｋｇ／個 １．５８個／ｍ２
東京 菱和コンクリート

階段ブロック ３０型　２６６×６３０ｍｍ 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

階段式ブロック―ブランド品― 1001030042
階段式ブロック サン・ステップ ２．０型Ａ　４４７ｍｍ×２７９ｍｍ×２，０００ｍｍ ３３５ｋｇ／個 １．１２個
／ｍ２ 岐阜・名古屋・津 アイテクノス

階段ブロック サン・ステップ　２．０型Ａ 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

階段式ブロック―ブランド品― 1001030046
階段式ブロック ステップ親水Ｓ－２０ 勾配２．０　１９８ｍｍ×３９８ｍｍ×１，９９８ｍｍ ３２２ｋｇ／個 １．
１１個／ｍ２ 大阪 タジマ工業

階段ブロック ステップ親水　Ｓ－２０ 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック
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階段式ブロック―ブランド品― 1001030056
階段式ブロック 擬石階段プロムナード 勾配２．０　１，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１２０ｍｍ ４３０ｋｇ／個
１個／ｍ２ 岡山 ランデス

階段ブロック 擬石階段プロムナード　勾配２ 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

階段式ブロック―ブランド品― 1001030058
階段式ブロック 擬石階段プロムナード 勾配３．０　１，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１２０ｍｍ ４５０ｋｇ／個
１個／ｍ２ 岡山 ランデス

階段ブロック 擬石階段プロムナード　勾配３ 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

階段式ブロック―ブランド品― 1001030018
階段式ブロック 階段ブロック １５型　１，０００ｍｍ×２３７ｍｍ×３６３ｍｍ １６３ｋｇ／個 ２．５個／ｍ２ 福
岡 菱和コンクリート

階段ブロック １５型　２３７×３６３ｍｍ 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

階段式ブロック―ブランド品― 1001030020
階段式ブロック 階段ブロック ２０型　１，０００ｍｍ×２２７ｍｍ×３８８ｍｍ １５６ｋｇ／個 ２．５個／ｍ２ 福
岡 菱和コンクリート

階段ブロック ２０型　２２７×３８８ｍｍ 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

階段式ブロック―ブランド品― 1001030022
階段式ブロック 階段ブロック ２５型　１，０００ｍｍ×２５７ｍｍ×５３０ｍｍ ２３０ｋｇ／個 １．８５個／ｍ２
福岡 菱和コンクリート

階段ブロック ２５型　２５７×５３０ｍｍ 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

魚巣ブロック―ブランド品― 1001020510 魚巣ブロック 銀鱗　Ⅱ型 Ａ型 ４１１ｋｇ／個 ２．０個／ｍ２ 東京 共和コンクリート工業 魚巣ブロック 銀鱗２型　Ａ型　２個／ｍ２ 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

魚巣ブロック―ブランド品― 1001028002
魚巣ブロック ビオトーンⅠ型（標準） ２，０００ｍｍ×５００ｍｍ×５００ｍｍ ５００ｋｇ／個 １．０個／ｍ２ 岡
山 ランデス

魚巣ブロック ビオトーン１型　標準 個 372 ○ ○ 1001 河川用ブロック

護床・根固めブロック―ブランド品― 1001052006
護床・根固めブロック ＴＧ式沈床工ＳＳ－２　５層建て（５階） １，９００ｍｍ×１，９００ｍｍ×（５５０＋６０
０ｍｍ） 仙台 東王技研

河床ブロック ＴＧ式沈床工ＳＳ－２　５層建て 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

護床・根固めブロック―ブランド品― 1001052002
護床・根固めブロック テクノロックＣ－８００－２．０ １，５００ｍｍ×８００ｍｍ ２，０１０ｋｇ／個 山形 工藤
コンクリート

河床ブロック　テクノロック Ｃ－８００－２ 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

護床・根固めブロック―ブランド品― 1001052004
護床・根固めブロック テクノロックＣ－８００－３．０ １，８００ｍｍ×８００ｍｍ ３，０３０ｋｇ／個 山形 工藤
コンクリート

河床ブロック　テクノロック Ｃ－８００－３ 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

護床・根固めブロック―ブランド品― 1001053002
護床・根固めブロック 床張２号 ４００ｍｍ×４００ｍｍ×３００ｍｍ ６４ｋｇ／個 ６．２５個／ｍ２ さいたま・東
京 菱和コンクリート

河床ブロック　床張２号 ４００×４００×３００埼玉東京 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

護床・根固めブロック―ブランド品― 1001042002
護床・根固めブロック 矢板用笠コンクリートブロック ５００ｍｍ×４００ｍｍ×２，３９０ｍｍ ５１０ｋｇ／個 富
山・金沢 ケンチ

矢板用笠コンクリートブロック ５００×４００×２３９０ 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

護床・根固めブロック―ブランド品― 1001042004
護床・根固めブロック 矢板用笠コンクリートブロック ６００ｍｍ×４００ｍｍ×２，３９０ｍｍ ５７０ｋｇ／個 富
山・金沢 ケンチ

矢板用笠コンクリートブロック ６００×４００×２３９０ 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

護床・根固めブロック―ブランド品― 1001042006
護床・根固めブロック 矢板用笠コンクリートブロック ６００ｍｍ×５００ｍｍ×２，３９０ｍｍ ６７０ｋｇ／個 富
山・金沢 ケンチ

矢板用笠コンクリートブロック ６００×５００×２３９０ 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

護床・根固めブロック―ブランド品― 1001042008
護床・根固めブロック 矢板用笠コンクリートブロック ７００ｍｍ×５００ｍｍ×２，３９０ｍｍ ７１０ｋｇ／個 富
山・金沢 ケンチ

矢板用笠コンクリートブロック ７００×５００×２３９０ 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

護床・根固めブロック―ブランド品― 1001054002
護床・根固めブロック 床張２号 ４００ｍｍ×４００ｍｍ×３００ｍｍ ６４ｋｇ／個 ６．２５個／ｍ２ 名古屋 菱和
コンクリート

河床ブロック　床張２号 ４００×４００×３００　名古屋 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

護床・根固めブロック―ブランド品― 1001054004
護床・根固めブロック リーフロックⅠ型２．０ｔ １，４５０ｍｍ×１，４５０ｍｍ×７２５ｍｍ ２，０５３ｋｇ／個
大阪 共和コンクリート工業

リーフロック１型２．０ｔ １４５０×１４５０×７２５ 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

護床・根固めブロック―ブランド品― 1001054006
護床・根固めブロック リーフロックⅠ型３．０ｔ １，６５０ｍｍ×１，６５０ｍｍ×８２５ｍｍ ３，０２４ｋｇ／個
大阪 共和コンクリート工業

リーフロック１型３．０ｔ １６５０×１６５０×８２５ 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック
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護床・根固めブロック―ブランド品― 1001055002
護床・根固めブロック はやせＡ～Ｆ型 １，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ×４５０ｍｍ ２，３８０ｋｇ／個 岡山 ラン
デス

河床ブロック　はやせＡ～Ｆ型 １５００×１５００×４５０ 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

護床・根固めブロック―ブランド品― 1001055004
護床・根固めブロック スクエア２Ｔ型 ２，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×７００ｍｍ ２，０１０ｋｇ／個 岡山 ラン
デス

河床ブロック　スクエア２Ｔ型 ２０００×２０００×７００ 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

護床・根固めブロック―ブランド品― 1001055202
護床・根固めブロック 床張２号 ４００ｍｍ×４００ｍｍ×３００ｍｍ ６４ｋｇ／個 ６．２５個／ｍ２ 広島 菱和コ
ンクリート

河床ブロック　床張２号 ４００×４００×３００　広島 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

護床・根固めブロック―ブランド品― 1001056006
護床・根固めブロック 床張２号 ４００ｍｍ×４００ｍｍ×３００ｍｍ ６４ｋｇ／個 ６．２５個／ｍ２ 福岡 菱和コ
ンクリート

河床ブロック　床張２号 ４００×４００×３００　福岡 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

特殊ブロック 1903021002 特殊ブロック ブロックマット ｔ１００ ブロックマット ｔ１００ ｍ２ 373 ○ ○ 1903 組積材

特殊ブロック 1903021004 特殊ブロック ブロックマット用アンカーピン Ｄ１６　６００×２００×６００ ブロックマット用アンカーピン Ｄ１６　６００×２００×６００ 本 373 ○ ○ 1903 組積材

特殊ブロック―ブランド品― 1905061002
特殊ブロック ＮＳ基礎ブロック（Ａ，Ｂ共通） ３５０型　４７５／８３５ｍｍ×９００ｍｍ×２，０００ｍｍ ８８０
ｋｇ／個 全国 日建産業

ＮＳ基礎ブロック（Ａ・Ｂ） ３５０型 個 373 ○ ○ 1905 擁壁材

特殊ブロック―ブランド品― 1905061004
特殊ブロック ＮＳ基礎ブロック（Ａ，Ｂ共通） ５００型　６００／９６０ｍｍ×９００ｍｍ×２，０００ｍｍ ９２０
ｋｇ／個 全国 日建産業

ＮＳ基礎ブロック（Ａ・Ｂ） ５００型 個 373 ○ ○ 1905 擁壁材

特殊ブロック―ブランド品― 1001020520
特殊ブロック ネオホタル ５００ｍｍ×９９８ｍｍ×６４０ｍｍ ２６０ｋｇ／個 使用量２個／ｍ２ 東京 共和コンク
リート工業

魚巣ブロック ネオホタル 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

特殊ブロック―ブランド品― 1001041002
特殊ブロック フリーロック ３００型　Ｂタイプ ３０６ｋｇ／個 使用量１．０個／ｍ２ 東京 プラフォームサンブレ
ス

護岸ブロック フリーロック　３００型 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

特殊ブロック―ブランド品― 1001041004
特殊ブロック フリーロック ３６０型　Ｂタイプ ３６１ｋｇ／個 使用量１．０個／ｍ２ 東京 プラフォームサンブレ
ス

護岸ブロック フリーロック　３６０型 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

特殊ブロック―ブランド品― 1905061408
特殊ブロック ＩＫベース ３５０型　２６０×４６０×２，０００ｍｍ ２２０ｋｇ／個 名古屋・岐阜 アイケイコンク
リート

ＩＫベース　３５０型 ２６０×４６０×２０００ｍｍ 個 373 ○ ○ 1905 擁壁材

特殊ブロック―ブランド品― 1905061410
特殊ブロック ＩＫベース ５００型　３５０×５４７×２，０００ｍｍ ３１８ｋｇ／個 名古屋・岐阜 アイケイコンク
リート

ＩＫベース　５００型 ３５０×５４７×２０００ｍｍ 個 373 ○ ○ 1905 擁壁材

特殊ブロック―ブランド品― 1903012205
特殊ブロック グリーンストーンブロック ５００×２００×３５０ｍｍ ４４．２ｋｇ／個 使用量１０個／ｍ２ 名古
屋・岐阜・大津 アイケイコンクリート

グリーンストーンブロック ５００×２００×３５０ｍｍ 個 373 ○ ○ 1903 組積材

特殊ブロック―ブランド品― 1905061402
特殊ブロック 建工型基礎ブロック Ｈ－１０００型　１，０００ｍｍ×８００ｍｍ×１，９９８ｍｍ １３５０ｋｇ／個
名古屋 建設工学

建工型基礎ブロック Ｈ－１０００型 個 373 ○ ○ 1905 擁壁材

特殊ブロック―ブランド品― 1001041504
特殊ブロック ベースブロック １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×５，０００ｍｍ ２６７０ｋｇ／個 名古屋 丸栄コン
クリート工業

護岸ブロック　ベースブロック １０００×１０００×５０００ 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

特殊ブロック―ブランド品― 1905061406
特殊ブロック 建工型基礎ブロック Ｈ－７００Ｋ－１５　７００ｍｍ×３００ｍｍ×１，９９８ｍｍ ６６０ｋｇ／個
大阪 建設工学

建工型基礎ブロック Ｈ－７００Ｋ－１５ 個 373 ○ ○ 1905 擁壁材

特殊ブロック―ブランド品― 1905060802 特殊ブロック 基礎ブロック Ｎ－５００　２５０ｍｍ×４３０ｍｍ×２，０００ｍｍ ２００ｋｇ／個 大阪 南和産業 基礎ブロック　Ｎ－５００ ２５０×４３０×２０００ｍｍ 個 373 ○ ○ 1905 擁壁材
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特殊ブロック―ブランド品― 1001045002
特殊ブロック カゴボックス（多段積み） 標準品　２，０００ｍｍ×５００ｍｍ×１，０００ｍｍ ５３５ｋｇ／個 使
用量１．０個／ｍ２ 岡山 ランデス

カゴボックス（多段積み） 標準品 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

特殊ブロック―ブランド品― 1001045004
特殊ブロック カゴボックス（平張り） 標準型　Ｈ５００用　１，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×５００ｍｍ ２３０ｋ
ｇ／個 使用量１．０個／ｍ２ 岡山 ランデス

カゴボックス（平張り） 標準型　Ｈ５００用 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

特殊ブロック―ブランド品― 1001020705
特殊ブロック 共和式ニューホタル Ａ形　４５０ｍｍ×３００ｍｍ×３５０ｍｍ ５４ｋｇ／個 使用量７．４個／ｍ２
山口 シマダ

魚巣ブロック 共和式ニューホタル　Ａ形 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

特殊ブロック―ブランド品― 1001043002
特殊ブロック 彩陣（環境保全型） ５０型　８００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×５００ｍｍ ６７５ｋｇ／個 使用量１．０
個／ｍ２ 山口 日本マテリアル工学

護岸ブロック 彩陣（環境保全型）５０型 個 373 ○ ○ 1001 河川用ブロック

特殊ブロック―ブランド品― 1903051005
特殊ブロック なべた間知石 （自然石）３００ｍｍ×４００ｍｍ×３５０ｍｍ ４０ｋｇ／個 使用量１０．３個／ｍ２
熊本 肥後ＨＫコンクリート工業

なべた間知石（自然石） ３００×４００×３５０ｍｍ 個 373 ○ ○ 1903 組積材

石灰 0209020010 生石灰 土質安定処理 バラ 生石灰　土質安定処理用 バラ ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

石灰 0209020020 生石灰 土質安定処理 フレコン 生石灰　土質安定処理用 フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

石灰 0209030010 消石灰 土質安定処理 バラ 消石灰　土質安定処理用 バラ ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

石灰 0209030020 消石灰 土質安定処理 フレコン 消石灰　土質安定処理用 フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

石灰 0209040010 湿潤消石灰 土質安定処理 バラ 湿潤消石灰　土質安定処理用 バラ ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

石灰 0209040020 湿潤消石灰 土質安定処理 フレコン 湿潤消石灰　土質安定処理用 フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

セメント系固化材（一般品） 0209010010 セメント系固化材（一般品） 一般軟弱土用 フレコン（１トンパック） セメント系 一般軟弱土用　フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

セメント系固化材（一般品） 0209010005 セメント系固化材（一般品） 一般軟弱土用 バラ セメント系 一般軟弱土用　バラ ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

セメント系固化材（一般品） 0209010017 セメント系固化材（一般品） 一般軟弱土用 袋（２５ｋｇ入り） セメント系 一般軟弱土用　２５ｋｇ入り 袋 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

セメント系固化材（一般品） 0209010040 セメント系固化材（一般品） 特殊土用 フレコン（１トンパック） セメント系 特殊土用　フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

セメント系固化材（一般品） 0209010045 セメント系固化材（一般品） 特殊土用 バラ セメント系 特殊土用　バラ ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

セメント系固化材（一般品） 0209010025 セメント系固化材（一般品） 高有機質土用 フレコン（１トンパック） セメント系 高有機質土用　フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

セメント系固化材（一般品） 0209010020 セメント系固化材（一般品） 高有機質土用 バラ セメント系 高有機質土用　バラ ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材
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固化材（特殊品）―ブランド品― 0209012025 固化材（特殊品） セメント系 スーパーソリッドエース＃１００ テフロン処理防塵固化材 フレコン 麻生セメント スーパーソリッドエース＃１００ テフロン処理防塵固化材フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209012026 固化材（特殊品） セメント系 スーパーソリッドエース＃４００ テフロン処理防塵固化材 フレコン 麻生セメント スーパーソリッドエース＃４００ テフロン処理防塵固化材フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209011435 固化材（特殊品） セメント系 ユースタビラー３０ 早強高強度用 バラ 宇部三菱セメント ユースタビラー３０ 早強高強度用　バラ ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209016713 固化材（特殊品） セメント系 ユースタビラー３０　割増額 早強高強度用 フレコン 宇部三菱セメント ユースタビラー３０ 早強高強土用　フレコン　割増額 ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209010488 固化材（特殊品） セメント系 ユースタビラー４０ 超高有機質土用（泥炭ピート） バラ 宇部三菱セメント ユースタビラー４０ 超高有機質土用　バラ ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209016701
固化材（特殊品） セメント系 ユースタビラー４０　割増額 超高有機質土用（泥炭ピート） フレコン 宇部三菱セメン
ト

ユースタビラー４０ 超高有機質土用　フレコン割増額 ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209010492 固化材（特殊品） セメント系 ユースタビラースーパーＳ１ 発塵抑制型 フレコン 宇部三菱セメント ユースタビラースーパーＳ１ 発塵抑制型　フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209010810 固化材（特殊品） セメント系 オートセット＃３１００ 無公害処理用 フレコン オートセット オートセット　＃３１００ 無公害処理用　フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209010815 固化材（特殊品） セメント系 オートセット＃４０００ 瞬結固化処理用 フレコン オートセット オートセット　＃４０００ 瞬結固化処理用フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209011010 固化材（特殊品） セメント系 小野田ケミコＣ－２０１ 超軟弱地盤改良材 バラ 小野田ケミコ 小野田ケミコＣ－２０１ 超軟弱地盤改良材　バラ ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209011042 固化材（特殊品） セメント系 ケミコＣ２０１Ｓ 環境対応型・超軟弱～高有機質土用 バラ 小野田ケミコ ケミコＣ２０１Ｓ　環境対応型 超軟弱～高有機質土用　バラ ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209012468 固化材（特殊品） セメント系 タフロック２０００型 特殊粘性土用・高有機質土用 バラ 住友大阪セメント タフロック２０００型 特殊粘性土用　バラ ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209016775
固化材（特殊品） セメント系 タフロック２０００型　割増額 特殊粘性土用・高有機質土用 フレコン 住友大阪セメン
ト

タフロック２０００型 特殊粘性土用　フレコン　割増額 ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209012472 固化材（特殊品） セメント系 タフロックエース 発塵抑制型 フレコン 住友大阪セメント タフロックエース 発塵抑制型　フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209012454 固化材（特殊品） セメント系 タフロック１４型 超軟弱地盤用 バラ 住友大阪セメント タフロック１４型 超軟弱地盤用　バラ ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209012660 固化材（特殊品） セメント系 ジオセット２６３ 特殊土用テフロン処理防塵固化材 フレコン 太平洋セメント ジオセット２６３ 特殊土用テフロン処理　フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209013030 固化材（特殊品） セメント系 ネオセラメントＳＤ 高含水比有機質ヘドロ用 バラ デイ・シイ ネオセラメントＳＤ 高含水比有機質ヘドロ用　バラ ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209013706 固化材（特殊品） セメント系 ハードキープＰ－７３０ 高有機質土・火山灰質粘性土用 バラ トクヤマ ハードキープＰ－７３０ 高有機質土　バラ ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材
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固化材（特殊品）―ブランド品― 0209013708 固化材（特殊品） セメント系 ハードキープＰ－７３０　割増額 高有機質土・火山灰質粘性土用 フレコン トクヤマ ハードキープＰ－７３０ 高有機質土　フレコン　割増額 ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209013704 固化材（特殊品） セメント系 ハードキープＬＤ 特殊土用発塵抑制型 フレコン トクヤマ ハードキープＬＤ 特殊土用発塵抑制型　フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209012852 固化材（特殊品） セメント系 日鐵アースタイト２０１ 高含水泥炭用固化材 バラ 日鉄セメント 日鐵アースタイト２０１ 高含水泥炭用固化材　バラ ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209016733 固化材（特殊品） セメント系 日鐵アースタイト２０１　割増額 高含水泥炭用固化材 フレコン 日鉄セメント 日鐵アースタイト２０１ 高含水泥炭固化材フレコン割増額 ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209012862 固化材（特殊品） セメント系 日鐵アースタイト３０４プラス テフロン処理防塵固化材 フレコン 日鉄セメント 日鐵アースタイト３０４プラス テフロン処理防塵固化材フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209019204 固化材（特殊品） セメント系 テフィックスＳ 特殊土用テフロン処理　防塵固化材 フレコン ＮＩＰＰＯ テフィックスＳ 特殊土用　防塵固化材　フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209016005 固化材（特殊品） セメント系 ハイハード３００ 特殊有機質土用 バラ 日立セメント ハイハード３００ 特殊有機質土用　バラ ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209016007 固化材（特殊品） セメント系 ハイハード３００　割増額 特殊有機質土用 フレコン 日立セメント セメント系　ハイハード３００ 特殊有機質土用　フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018612 固化材（特殊品） セメント系 ランドクリーンＣ２０００ 特殊土用テフロン処理　防塵固化材 フレコン 村樫石灰工業 ランドクリーンＣ２０００ 特殊土用　防塵固化材　フレコン ｔ 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018616
固化材（特殊品） セメント系 ランドクリーンＣ２０００ 特殊土用テフロン処理　防塵固化材 ２５ｋｇ袋 村樫石灰工
業

ランドクリーンＣ２０００ 特殊土用　防塵固化材２５ｋｇ袋 袋 374 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018304 固化材（特殊品） 石灰系 ハーデンＳ 高含水・有機質土用 フレコン アグロジャパン ハーデンＳ 高含水・有機質土用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209014305 固化材（特殊品） 石灰系 アートライムＡＬ－１００ 一般軟弱土用 フレコン 足立石灰工業 アートライム　ＡＬ－１００ 一般軟弱土用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209011830 固化材（特殊品） 石灰系 スーパーグリーンライム テフロン処理防塵固化材 フレコン 宇部マテリアルズ スーパーグリーンライム テフロン処理防塵材　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209011835 固化材（特殊品） 石灰系 グリーンライムＬＳ ヘドロ有機質土固化用（セメント不含有） フレコン 宇部マテリアルズ グリーンライムＬＳ ヘドロ有機質土固化用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209011825 固化材（特殊品） 石灰系 グリーンライムＬＧ 防塵改良材 フレコン 宇部マテリアルズ グリーンライムＬＧ 防塵改良材　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018902 固化材（特殊品） 石灰系 Ｆｅ石灰 土壌改良用 フレコン エフイ石灰工業所 Ｆｅ石灰 土壌改良用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209017013 固化材（特殊品） 石灰系 マスターズＲＤ 生石灰系発塵抑制型改良材 フレコン 奥多摩工業 マスターズＲＤ 生石灰発塵抑制型改良材フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209017015 固化材（特殊品） 石灰系 マスターズＣＤ 消石灰系発塵抑制型改良材 フレコン 奥多摩工業 マスターズＣＤ 消石灰発塵抑制型改良材フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材
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固化材（特殊品）―ブランド品― 0209017022 固化材（特殊品） 石灰系 マスターズＮＥＯ 粘性土・有機質土用 フレコン 奥多摩工業 マスターズＮＥＯ 粘性土・有機質土用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209017705 固化材（特殊品） 石灰系 ＳＥリバース－Ｌ 粘性土・有機質土用（セメント不含有品） フレコン 河合石灰工業 ＳＥリバース－Ｌ 粘性土・有機質土用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209017710 固化材（特殊品） 石灰系 ＳＥリバース－ＬＸ 粘性土・有機質土用（発塵抑制型） フレコン 河合石灰工業 ＳＥリバース－ＬＸ 粘性土・有機質土用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209010520 固化材（特殊品） 石灰系 アースライムＢ－Ｇ 一般軟弱土用 フレコン 古手川産業 アースライムＢ－Ｇ 一般軟弱土用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209010525 固化材（特殊品） 石灰系 アースライムＢ－Ｋ 有機質土用 フレコン 古手川産業 アースライムＢ－Ｋ 有機質土用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209010515 固化材（特殊品） 石灰系 スーパーアースライムＱ テフロン処理防塵固化材 フレコン 古手川産業 スーパーアースライムＱ テフロン処理防塵材　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209010535 固化材（特殊品） 石灰系 スーパーアースライムＢ テフロン処理防塵固化材・特殊土用 フレコン 古手川産業 スーパーアースライムＢ テフロン処理防塵材　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209015416 固化材（特殊品） 石灰系 ロックマイティアルファ 一般軟弱土用 フレコン 秩父石灰工業 ロックマイティアルファ 一般軟弱土用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209015414 固化材（特殊品） 石灰系 ロックマイティＷ 発塵抑制型改良材 フレコン 秩父石灰工業 ロックマイティＷ 発塵抑制型改良材　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209015418 固化材（特殊品） 石灰系 ロックマイティセブン 発塵抑制型生石灰系 フレコン 秩父石灰工業 ロックマイティセブン 発塵抑制型生石灰系　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209013010 固化材（特殊品） 石灰系 ネオライム２１ 超軟弱土用 バラ デイ・シイ ネオライム２１ 超軟弱土用　バラ ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209016749 固化材（特殊品） 石灰系 ネオライム２１　割増額 超軟弱土用 フレコン デイ・シイ ネオライム２１ 超軟弱土用　フレコン　割増額 ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209013617 固化材（特殊品） 石灰系 ハードキープＬ－２ 土質改良・固化用 フレコン トクヤマ通商 ハードキープＬ－２ 土地改良・固化用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209019802 固化材（特殊品） 石灰系 ベストキーパーＰ３０ 地盤改良用 フレコン 北海道石灰化工 ベストキーパーＰ３０ 地盤改良用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209019804 固化材（特殊品） 石灰系 ベストキーパーＰ３０－ＤＰ テフロン処理防塵固化材 フレコン 北海道石灰化工 ベストキーパーＰ３０－ＤＰ テフロン処理防塵材　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018102 固化材（特殊品） 石灰系 ネオソイル－ＬＳ 急速高強度用 フレコン マルアイ石灰工業 ネオソイル－ＬＳ 急速高強度用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018104 固化材（特殊品） 石灰系 ネオソイル－ＡＱ 消石灰系防発塵用 フレコン マルアイ石灰工業 ネオソイル－ＡＱ 消石灰系防発塵用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018106 固化材（特殊品） 石灰系 ネオソイル－ＬＧ 急速施工用 フレコン マルアイ石灰工業 ネオソイル－ＬＧ 急速施工用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材
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固化材（特殊品）―ブランド品― 0209019102 固化材（特殊品） 石灰系 固太郎Ｇ 一般軟弱土用（セメント不含有品） フレコン 宮城石灰工業 固太郎Ｇ 一般軟弱土用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018606 固化材（特殊品） 石灰系 ランドクリーンＱ 生石灰系テフロン処理防塵固化材 フレコン 村樫石灰工業 ランドクリーンＱ 生石灰系テフロン処理　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018630 固化材（特殊品） 石灰系 ランドクリーンＱＳ 生石灰複合系テフロン処理防塵固化材 フレコン 村樫石灰工業 ランドクリーンＱＳ 生石灰複合系テフロン　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018634 固化材（特殊品） 石灰系 ランドクリーンＥＳ 生石灰複合系テフロン処理防塵固化材 フレコン 村樫石灰工業 ランドクリーンＥＳ 生石灰複合系テフロン　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018632 固化材（特殊品） 石灰系 ランドライムＱＳ 生石灰複合系（セメント不含有品） フレコン 村樫石灰工業 ランドライムＱＳ 生石灰複合系　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018628 固化材（特殊品） 石灰系 ランドライムＥＳ 生石灰複合系（セメント不含有品） フレコン 村樫石灰工業 ランドライムＥＳ 生石灰複合系　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018704 固化材（特殊品） 石灰系 スレドライムＱ 生石灰テフロン処理防塵固化材 フレコン 矢橋工業 スレドライムＱ　フレコン 生石灰テフロン処理防塵固化材 ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018706 固化材（特殊品） 石灰系 スレドライムＭ 生石灰複合系テフロン処理防塵固化材 フレコン 矢橋工業 スレドライムＭ　フレコン 生石灰複合系テフロン処理防塵 ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209017835 固化材（特殊品） 石灰系 エムジーライム 粘性土・有機質土用（マグネシウム含有品） フレコン 吉澤石灰工業 エムジーライム 粘性土・有機質土用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209017840 固化材（特殊品） 石灰系 ドライム３００Ｌ 残土処理高含水シルト・粘土用 フレコン 吉澤石灰工業 ドライム３００Ｌ 残土処理用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209017845 固化材（特殊品） 石灰系 ドライム５００Ｌ 残土処理高含水砂質土用 フレコン 吉澤石灰工業 ドライム５００Ｌ 残土処理用　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209017831 固化材（特殊品） 石灰系 ドライムソフトＬＳ 生石灰系発塵抑制型 フレコン 吉澤石灰工業 ドライムソフトＬＳ 生石灰系発塵抑制型　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209017234 固化材（特殊品） 石灰系 リョウコウライムＴＦ－２ 生石灰複合系テフロン処理防塵固化材 フレコン 菱光石灰工業 リョウコウライムＴＦ－２ 生石灰複合系テフロン　フレコン ｔ 375 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209010840 固化材（特殊品） セメント石灰複合系 グリーンライムＬＣ－Ｅ ヘドロ有機質土固化用 フレコン 宇部マテリアルズ グリーンライムＬＣ－Ｅ ヘドロ有機質土用　フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209017024 固化材（特殊品） セメント石灰複合系 マスターズクリア ローム・高含水土用 フレコン 奥多摩工業 マスターズクリア ローム・高含水土用　フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209012452 固化材（特殊品） セメント石灰複合系 タフロックスーパーＴＬ－Ｓ 高含水土用 フレコン 住友大阪セメント タフロックスーパー　ＴＬ－Ｓ 高含水土用　フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209010250 固化材（特殊品） セメント石灰複合系 ジオセット２７５ ローム・発生土用 フレコン 太平洋セメント ジオセット２７５ ローム・発生土用　フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209015412 固化材（特殊品） セメント石灰複合系 ロックマイティＳ 一般地盤改良用 フレコン 秩父石灰工業 ロックマイティＳ 一般地盤改良用　フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材
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固化材（特殊品）―ブランド品― 0209015413 固化材（特殊品） セメント石灰複合系 ロックマイティＬ 一般地盤改良用 フレコン 秩父石灰工業 ロックマイティＬ 一般地盤改良用　フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209013616 固化材（特殊品） セメント石灰複合系 ハードキープＬ－１ 土質改良・固化用 フレコン トクヤマ通商 ハードキープＬ－１ 土地改良・固化用　フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209019104 固化材（特殊品） セメント石灰複合系 固太郎５０ 一般軟弱土用 フレコン 宮城石灰工業 固太郎５０ 一般軟弱土用　フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209019106 固化材（特殊品） セメント石灰複合系 固太郎７０ 高含水土用 フレコン 宮城石灰工業 固太郎７０ 高含水土用　フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018610 固化材（特殊品） セメント石灰複合系 ランドクリーンＥ テフロン処理防塵固化材 フレコン 村樫石灰工業 ランドクリーンＥ テフロン処理防塵固化材フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209017220 固化材（特殊品） セメント石灰複合系 リョウコウライムＳ 建設残土処理用 フレコン 菱光石灰工業 リョウコウライムＳ 建設残土処理用　フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209016205 固化材（特殊品） その他固化材 ＲＣ－１ 建設発生土及び浚渫土改質剤 ２０ｋｇ袋 テルナイト ＲＣ－１ 建設発生土浚渫土改質剤２０ｋｇ ｋｇ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209016202 固化材（特殊品） その他固化材 ソイルコート 建設発生土及び浚渫土改質剤 ２０ｋｇ袋 テルナイト ソイルコート 建設発生土浚渫土改質剤２０ｋｇ ｋｇ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209017607 固化材（特殊品） その他固化材 ＭＴ－１ 高含水泥土改良剤　通常泥土対応型 １５ｋｇ袋 森環境技術研究所 ＭＴ－１ 高含水泥土　通常泥土 ｋｇ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209017609
固化材（特殊品） その他固化材 ＭＴ－２ 高含水泥土改良剤　通常泥土・セメント泥土対応型 １５ｋｇ袋 森環境技術
研究所

ＭＴ－２ 高含水泥土　通常・セメント泥土 ｋｇ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209017611 固化材（特殊品） その他固化材 ＭＴ－３ 高含水泥土改良剤　海水泥土対応型 １８ｋｇ袋 森環境技術研究所 ＭＴ－３ 高含水泥土　海水泥土 ｋｇ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018302 固化材（特殊品） その他固化材 ハーデンＭ 一般軟弱土用 フレコン アグロジャパン ハーデンＭ 一般軟弱土用　フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018306 固化材（特殊品） その他固化材 ハーデンＡｃｅ＋ 高有機質・有機質浚渫土用 フレコン アグロジャパン ハーデンＡｃｅ＋ 高有機質・有機質浚渫土フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209019902 固化材（特殊品） その他固化材 パルコート 木質パルプスラッヂ灰系 フレコン シエエス化学工業 パルコート 木質パルプスラッヂ灰系フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018354 固化材（特殊品） その他固化材 ワトル 吸水性泥土改質材 フレコン ジャイワット ワトル 吸水性泥土改質材　フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209019310 固化材（特殊品） その他固化材 エコハードＡⅡ 中性固化材 フレコン チヨダウーテ エコハードＡ２ 中性固化材　フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209016550 固化材（特殊品） その他固化材 ＴＯＳＵ剤（石膏系） 高含水・高有機質ヘドロ用 フレコン テノックス九州 ＴＯＳＵ剤（石膏系） 高含水・高有機質　フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209019705 固化材（特殊品） その他固化材 カタツムリ 土壌改良材 フレコン バイオワース カタツムリ 土壌改良材　フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材
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固化材（特殊品）―ブランド品― 0209011705 固化材（特殊品） その他固化材 グリーンドロコン－０ フレコン 美建マテリアル グリーンドロコン－０ フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209011710 固化材（特殊品） その他固化材 グリーンドロコン－２１ フレコン 美建マテリアル グリーンドロコン－２１ フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

固化材（特殊品）―ブランド品― 0209018352 固化材（特殊品） その他固化材 ＦＴマッドキラー 無機吸水系土質改良材 フレコン フジタ ＦＴマッドキラー 無機吸水系土質改良材　フレコン ｔ 376 ○ ○ 0209 土質安定処理材

ベントナイト―ブランド品― 0207012252 ベントナイト クニゲルＶ１ メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入 クニミネ工業 ベントナイト　クニゲルＶ１ メッシュ２５０　２５ｋｇ袋入 ｔ 377 ○ ○ 0207 泥水処理材

ベントナイト―ブランド品― 0207012253 ベントナイト クニゲルＶ２ メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入 クニミネ工業 ベントナイト　クニゲルＶ２ メッシュ２５０　２５ｋｇ袋入 ｔ 377 ○ ○ 0207 泥水処理材

ベントナイト―ブランド品― 0207012256 ベントナイト クニゲルＧＳ メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入 クニミネ工業 ベントナイト　クニゲルＧＳ メッシュ２５０　２５ｋｇ袋入 ｔ 377 ○ ○ 0207 泥水処理材

ベントナイト―ブランド品― 0207012258 ベントナイト クニゲルＵ メッシュ２５０ １ｔ袋入 クニミネ工業 ベントナイト　クニゲルＵ メッシュ２５０　１ｔ袋入 ｔ 377 ○ ○ 0207 泥水処理材

ベントナイト―ブランド品― 0207017304 ベントナイト 筑前５号 メッシュ３００ ２５ｋｇ袋入 品川窯材 ベントナイト　筑前５号 メッシュ３００　２５ｋｇ袋入 ｔ 377 ○ ○ 0207 泥水処理材

ベントナイト―ブランド品― 0207017302 ベントナイト 筑前８号 メッシュ３００ ２５ｋｇ袋入 品川窯材 ベントナイト　筑前８号 メッシュ３００　２５ｋｇ袋入 ｔ 377 ○ ○ 0207 泥水処理材

ベントナイト―ブランド品― 0207015254 ベントナイト ＫＧ－２ メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入 日本ベントナイト工業 ベントナイト　ＫＧ－２ メッシュ２５０　２５ｋｇ袋入 ｔ 377 ○ ○ 0207 泥水処理材

ベントナイト―ブランド品― 0207015322 ベントナイト Ｍ－１ メッシュ３００ ２５ｋｇ袋入 日本ベントナイト工業 ベントナイト　Ｍ－１ メッシュ３００　２５ｋｇ袋入 ｔ 377 ○ ○ 0207 泥水処理材

ベントナイト―ブランド品― 0207015324 ベントナイト 阿蘇 メッシュ３００ ２５ｋｇ袋入 日本ベントナイト工業 ベントナイト　阿蘇 メッシュ３００　２５ｋｇ袋入 ｔ 377 ○ ○ 0207 泥水処理材

ベントナイト―ブランド品― 0207015326 ベントナイト ＫＡ－１ メッシュ３００ ２５ｋｇ袋入 日本ベントナイト工業 ベントナイト　ＫＡ－１ メッシュ３００　２５ｋｇ袋入 ｔ 377 ○ ○ 0207 泥水処理材

ベントナイト―ブランド品― 0207011202 ベントナイト 榛名 メッシュ２００ ２５ｋｇ袋入 ホージュン ベントナイト　榛名 メッシュ２００　２５ｋｇ袋入 ｔ 377 ○ ○ 0207 泥水処理材

ベントナイト―ブランド品― 0207011252 ベントナイト 赤城 メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入 ホージュン ベントナイト　赤城 メッシュ２５０　２５ｋｇ袋入 ｔ 377 ○ ○ 0207 泥水処理材

ベントナイト―ブランド品― 0207011256 ベントナイト ネオクレイ メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入 ホージュン ベントナイト　ネオクレイ メッシュ２５０　２５ｋｇ袋入 ｔ 377 ○ ○ 0207 泥水処理材

ベントナイト―ブランド品― 0207011254 ベントナイト スーパークレイ メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入 ホージュン ベントナイト　スーパークレイ メッシュ２５０　２５ｋｇ袋入 ｔ 377 ○ ○ 0207 泥水処理材

ベントナイト―ブランド品― 0207011258 ベントナイト ネオマッド メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入 ホージュン ベントナイト　ネオマッド メッシュ２５０　２５ｋｇ袋入 ｔ 377 ○ ○ 0207 泥水処理材
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ベントナイト―ブランド品― 0207018202 ベントナイト プレミアムゲル メッシュ２００ ２２．６８ｋｇ袋入 ボルクレイ・ジャパン ベントナイト　プレミアムゲル メッシュ２００　２２．６８ｋｇ ｔ 377 ○ ○ 0207 泥水処理材

止水剤（材） 1915019505 止水剤（材） コンクリート用 セメント系 止水セメント 止水剤（材） 止水セメント ｋｇ 377 ○ ○ 1915 止水材

止水剤（材）―ブランド品― 1915015660 止水剤（材） コンクリート用 ウレタン系 ポリグラウトＭ－２ ウレタン系止水剤 第一工業製薬 止水剤（材） ポリグラウトＭ－２ ｋｇ 377 ○ ○ 1915 止水材

止水剤（材）―ブランド品― 1915015670 止水剤（材） コンクリート用 ウレタン系 ポリグラウトＯ－１０ ウレタン系止水剤 第一工業製薬 止水剤（材） ポリグラウトＯ－１０ ｋｇ 377 ○ ○ 1915 止水材

止水剤（材）―ブランド品― 1915015440 止水剤（材） コンクリート用 ウレタン系 ハイセルＯＨ－１ＡＸ ウレタン系止水剤 東邦化学工業 止水剤（材） ハイセルＯＨ－１ＡＸ ｋｇ 377 ○ ○ 1915 止水材

止水剤（材）―ブランド品― 1915015451 止水剤（材） コンクリート用 ウレタン系 ハイセルＯＨ－９Ｘ ウレタン系止水剤 東邦化学工業 止水剤（材） ハイセルＯＨ－９Ｘ ｋｇ 377 ○ ○ 1915 止水材

止水剤（材）―ブランド品― 1915010630 止水剤（材） コンクリート用 ウレタン系 Ｔｏ－Ｒｅｓｉｎ　ＵＧ ウレタン系止水剤 東和産業 止水剤（材） Ｔｏ－Ｒｅｓｉｎ　ＵＧ ｋｇ 377 ○ ○ 1915 止水材

止水剤（材）―ブランド品― 1915018202 止水剤（材） コンクリート用 ウレタン系 ＳＦ－Ａ 水硬性硬質発泡ウレタン 日清紡ケミカル 止水剤（材） ＳＦ－Ａ ｋｇ 377 ○ ○ 1915 止水材

止水剤（材）―ブランド品― 1915018410
止水剤（材） コンクリート用 アスファルトエマルジョン系 ナルストップ コンクリート打継止水　３３０ｃｃ 成瀬化
学

止水剤（材） ナルストップ 本 377 ○ ○ 1915 止水材

止水剤（材）―ブランド品― 1915015240 止水剤（材） 修景池用 バリアー２５００ スメクタイト系（ベントナイト系） 立花マテリアル 止水剤（材） バリアー２５００ ｋｇ 377 ○ ○ 1915 止水材

止水剤（材）―ブランド品― 1915017804 止水剤（材） 鋼矢板用 アデカウルトラロックＡ－５０Ｎ 鋼矢板用膨潤止水 ＡＤＥＫＡ 止水剤（材） アデカウルトラロックＡ－５０Ｎ ｋｇ 377 ○ ○ 1915 止水材

止水剤（材）―ブランド品― 1915013440 止水剤（材） 鋼矢板用 パイルロック　速乾型 鋼矢板用膨潤止水 日本化学塗料 止水剤（材） パイルロック　速乾型 ｋｇ 377 ○ ○ 1915 止水材

止水剤（材）―ブランド品― 1915013450 止水剤（材） 鋼矢板用 パイルロック　シンナー 鋼矢板用膨潤止水用 日本化学塗料 止水剤（材） パイルロック　シンナー リットル 377 ○ ○ 1915 止水材

止水剤（材）―ブランド品― 1915013430 止水剤（材） 鋼矢板用 パイルロック　ＮＳ－ｖ 無溶剤型鋼矢板用膨潤止水 日本化学塗料 止水剤（材） パイルロック　ＮＳ－ｖ ｋｇ 377 ○ ○ 1915 止水材

止水剤（材）―ブランド品― 1915015820 止水剤（材） 下水道管路修繕用 アロンメンダーⅡ エアーパッカー工法用 東亞合成 止水剤（材） アロンメンダー２ リットル 377 ○ ○ 1915 止水材

止水剤（材）―ブランド品― 1915011230 止水剤（材） 下水道管路修繕用 ＭＳ－６型 非ウレタン系溶液タイプ 三井化学産資 止水剤（材） ＭＳ－６型 リットル 377 ○ ○ 1915 止水材

土質安定注入薬剤 0209050110 土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ 土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ リットル 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

土質安定注入薬剤 0209050120 土質安定注入薬剤 溶液型無機中結タイプ 土質安定注入薬剤 溶液型無機中結タイプ リットル 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材
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土質安定注入薬剤 0209050140 土質安定注入薬剤 溶液型有機瞬結タイプ 土質安定注入薬剤 溶液型有機瞬結タイプ リットル 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

土質安定注入薬剤 0209050150 土質安定注入薬剤 溶液型有機中結タイプ 土質安定注入薬剤 溶液型有機中結タイプ リットル 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

土質安定注入薬剤 0209050160 土質安定注入薬剤 溶液型有機長結タイプ 土質安定注入薬剤 溶液型有機長結タイプ リットル 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

土質安定注入薬剤 0209050170 土質安定注入薬剤 懸濁型無機瞬結タイプ 土質安定注入薬剤 懸濁型無機瞬結タイプ リットル 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

土質安定注入薬剤 0209050180 土質安定注入薬剤 懸濁型無機中結タイプ 土質安定注入薬剤 懸濁型無機中結タイプ リットル 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

土質安定注入薬剤―ブランド品― 0209051570 土質安定注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ ＯＣパーム　Ｓ 小野田ケミコ 土質安定注入薬剤 ＯＣパームＳ リットル 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

土質安定注入薬剤―ブランド品― 0209053070 土質安定注入薬剤 懸濁型無機中結タイプ 岩水３号（１０％液） 岩水商事 土質安定注入薬剤 岩水３号　１０％液 リットル 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

土質安定注入薬剤―ブランド品― 0209053090 土質安定注入薬剤 懸濁型無機中結タイプ サンコーポールＬ 三興コロイド化学 土質安定注入薬剤 サンコーポールＬ リットル 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

土質安定注入薬剤―ブランド品― 0209058505 土質安定注入薬剤 セメント系 ジェルフォーＡ 岡部 土質安定注入薬剤 ジェルフォーＡ ｋｇ 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

土質安定注入薬剤―ブランド品― 0209058510 土質安定注入薬剤 セメント系 ジェルフォーＢ 岡部 土質安定注入薬剤 ジェルフォーＢ ｋｇ 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

土質安定注入薬剤―ブランド品― 0209054035 土質安定注入薬剤 セメント系 サンコーハードＡＱ－２ 三興コロイド化学 土質安定注入薬剤 サンコーハードＡＱ－２ リットル 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

土質安定注入薬剤―ブランド品― 0209054040 土質安定注入薬剤 セメント系 サンコーハードＡＱ 三興コロイド化学 土質安定注入薬剤 サンコーハードＡＱ リットル 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

土質安定注入薬剤―ブランド品― 0209054042 土質安定注入薬剤 セメント系 サンコーハードＡＱ－ＰＺＮ 三興コロイド化学 土質安定注入薬剤 サンコーハードＡＱ－ＰＺＮ リットル 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

土質安定注入薬剤―ブランド品― 0209054030 土質安定注入薬剤 セメント系 デンカＥＳ（ロッド注入配合） デンカ 土質安定注入薬剤 デンカＥＳ　ロッド注入配合 リットル 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

土質安定注入薬剤―ブランド品― 0209054032 土質安定注入薬剤 セメント系 デンカＥＳ（トンネル先受け配合） デンカ 土質安定注入薬剤 デンカＥＳ　トンネル先受け配合 リットル 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

土質安定注入薬剤―ブランド品― 0209054010 土質安定注入薬剤 セメント系 ＣＣＰ硬化剤５号 三菱ケミカルインフラテック 土質安定注入薬剤 ＣＣＰ硬化剤５号 リットル 378 ○ ○ 0209 土質安定処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207033410 泥水調整剤 スムーサ　ＫＭ－５ 掘削添加材 小松製作所 泥水調整剤 スムーサＫＭ－５ ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207034805 泥水調整剤 グラベルコート 特殊掘削添加材 小松製作所 泥水調整剤 グラベルコート ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材
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泥水調整剤―ブランド品― 0207034810 泥水調整剤 海塩耐 耐塩性添加材 小松製作所 泥水調整剤 海塩耐 ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207034010 泥水調整剤 とめ吉 逸泥防止剤 ジオックス 泥水調整剤 とめ吉 ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207034020 泥水調整剤 ホレール 泥水用増粘剤 ジオックス 泥水調整剤 ホレール ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207034012 泥水調整剤 こんにゃくマッド土圧Ｔ 掘削添加剤 ジオックス 泥水調整剤 こんにゃくマッド土圧Ｔ ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207031090 泥水調整剤 ＤＫＳポリマー　２８０ 泥水用ポリマー 第一工業製薬 泥水調整剤 ＤＫＳポリマー２８０ ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207030440 泥水調整剤 セルベースマッド ＲＢ－３５泥水用ポリマー ダイセルミライズ 泥水調整剤 セルベースマッド ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207034230 泥水調整剤 アトムブロックＷ 逸泥防止剤 立花マテリアル 泥水調整剤 アトムブロック ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207033002 泥水調整剤 ＴＡＣスルー 加泥用添加剤 タック 泥水調整剤 ＴＡＣスルー ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207033004 泥水調整剤 ＴＡＣキャリー 加泥用添加剤 タック 泥水調整剤 ＴＡＣキャリー ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207030620 泥水調整剤 テルセローズＴＥ－Ｖ 泥水用ＣＭＣ テルナイト 泥水調整剤 テルセローズＴＥ－Ｖ ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207030640 泥水調整剤 テルフローＥ 泥水用分散剤 テルナイト 泥水調整剤 テルフローＥ ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207030690 泥水調整剤 テルフローＭＸ 分散剤 テルナイト 泥水調整剤 テルフローＭＸ ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207030605 泥水調整剤 パワーフロー 安定液用多機能分散剤 テルナイト 泥水調整剤 パワーフロー ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207032802 泥水調整剤 スラムエース 泥水剤 とがわ商事 泥水調整剤 スラムエース ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207032804 泥水調整剤 グラトーンＨＧ 泥濃・土圧系・加泥剤 とがわ商事 泥水調整剤 グラトーンＨＧ ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207033610 泥水調整剤 ホリダス－Ａ ポリマー系加泥材 松村石油 泥水調整剤 ホリダス－Ａ ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207033640 泥水調整剤 ホリダス－Ｖ１０ 高濃度泥水調整剤 松村石油 泥水調整剤 ホリダス－Ｖ１０ ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207034420 泥水調整剤 シーガムＡ－１ ＣＭＣ泥水調整剤 薬材開発センター 泥水調整剤 シーガムＡ－１ ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材
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泥水調整剤―ブランド品― 0207034430 泥水調整剤 ビーズクレイ－２ 一液粒状型 薬材開発センター 泥水調整剤 ビーズクレイ－２ リットル 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

泥水調整剤―ブランド品― 0207034450 泥水調整剤 スーパー泥水 一液添加材型 薬材開発センター 泥水調整剤 スーパー泥水 リットル 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207041810 減摩剤 パイプコート 推進工法用滑材 小松製作所 減摩剤 パイプコート リットル 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207041820 減摩剤 グラベルパイプコート 砂礫用滑材 小松製作所 減摩剤 グラベルパイプコート リットル 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207041825 減摩剤 コボルパイプコート 巨礫用滑材 小松製作所 減摩剤 コボルパイプコート リットル 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207041830 減摩剤 耐塩パイプコート 耐塩性滑材 小松製作所 減摩剤 耐塩パイプコート リットル 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207041815 減摩剤 ノンスティックＫＤ－３ 粘着土付着防止剤 小松製作所 減摩剤 ノンスティックＫＤ－３ ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207042502 減摩剤 こんにゃく充填剤７００ 推進工法用滑剤 ジオックス 減摩剤 こんにゃく充填剤７００ リットル 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207042504 減摩剤 コンクリート管マニキュア剤Ⅱ 推進工法塗布型滑剤 ジオックス 減摩剤 コンクリート管マニキュア剤２ ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207040210 減摩剤 クリーンＦＤⅡ型 固結型減摩剤 立花マテリアル 減摩剤 クリーンＦＤ２型 リットル 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207040220 減摩剤 スベール 一液性摩擦減少剤 立花マテリアル 減摩剤 スベール リットル 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207040230 減摩剤 スムースエース 一体型滑材 立花マテリアル 減摩剤 スムースエース リットル 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207040410 減摩剤 ハイゲル 推進工事用 テルナイト 減摩剤 ハイゲル ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207040610 減摩剤 ＩＭＧ滑材 推進工法用一液性滑材 とがわ商事 減摩剤 ＩＭＧ滑材　推進工法用一液性 リットル 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207042410 減摩剤 ラブケミカ 潤滑材・負の摩擦低減材 日本化学塗料 減摩剤 ラブケミカ ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207042420 減摩剤 ラブケミカシンナー ラブケミカ用シンナー 日本化学塗料 減摩剤 ラブケミカシンナー リットル 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207041025 減摩剤 ネオロックガンマ 粘着土付着防止剤 松村石油 減摩剤 ネオロックガンマ ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207041240 減摩剤 カントールＦ 泥土用添加剤，泥付着防止剤 薬材開発センター 減摩剤 カントールＦ ｋｇ 378 ○ ○ 0207 泥水処理材
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減摩剤―ブランド品― 0207041250 減摩剤 カントールＳＳ 二液固結型摩擦減少剤 薬材開発センター 減摩剤 カントールＳＳ リットル 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

減摩剤―ブランド品― 0207041260 減摩剤 ビーズクレイ－３ 粒状型 薬材開発センター 減摩剤 ビーズクレイ－３ リットル 378 ○ ○ 0207 泥水処理材

コンクリート養生剤―ブランド品― 0313023045 コンクリート養生剤 ハードコートＡＡ 合成樹脂皮膜養生剤 アオイ化学工業 コンクリート養生剤 ハードコートＡＡ ｋｇ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生剤―ブランド品― 0313023050 コンクリート養生剤 ハードコートＳＦＰ 浸透型（塩基性シリカ化合物） アオイ化学工業 コンクリート養生剤 ハードコートＳＦＰ ｋｇ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生剤―ブランド品― 0313023015 コンクリート養生剤 ハードコートＣＬ－Ｅ１（クリア） 合成樹脂皮膜養生剤 アオイ化学工業 コンクリート養生剤 ハードコートＣＬ－Ｅ１　クリア ｋｇ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生剤―ブランド品― 0313023020 コンクリート養生剤 ハードコートＣＬ－Ｅ２（白色） 合成樹脂皮膜養生剤 アオイ化学工業 コンクリート養生剤 ハードコートＣＬ－Ｅ２　白色 ｋｇ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生剤―ブランド品― 0313023040 コンクリート養生剤 ハードコートクイック 表面速硬化型養生剤 アオイ化学工業 コンクリート養生剤 ハードコートクイック ｋｇ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生剤―ブランド品― 0313022502 コンクリート養生剤 ポールケアＳ 表面改質形養生剤 竹本油脂 コンクリート養生剤 ポールケアＳ ｋｇ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生剤―ブランド品― 0313022504 コンクリート養生剤 ポールケアＷ 表面改質形養生剤 竹本油脂 コンクリート養生剤 ポールケアＷ ｋｇ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生剤―ブランド品― 0313026015 コンクリート養生剤 エムキュアリング 皮膜型 ノックス コンクリート養生剤 エムキュアリング ｋｇ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生剤―ブランド品― 0313026017 コンクリート養生剤 コンクリックエース 浸透型 ノックス コンクリート養生剤 コンクリックエース ｋｇ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生剤―ブランド品― 0313026010 コンクリート養生剤 ノンクラック 浸透型 ノックス コンクリート養生剤 ノンクラック ｋｇ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生剤―ブランド品― 0313026012 コンクリート養生剤 バーティキュア ノックス コンクリート養生剤 バーティキュア ｋｇ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生剤―ブランド品― 0313026020 コンクリート養生剤 プロキュア コテ仕上げ補助剤兼養生剤 ノックス コンクリート養生剤 プロキュア ｋｇ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313011005 コンクリート養生マット コンマット１号 幅１．２ｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ アオイ化学工業 コンクリート養生マット コンマット１号　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313011007 コンクリート養生マット コンマット１号－Ａ 幅１．２ｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ アオイ化学工業 コンクリート養生マット コンマット１号－Ａ　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313011010 コンクリート養生マット コンマット２号 幅１．０ｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ アオイ化学工業 コンクリート養生マット コンマット２号　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313014605 コンクリート養生マット エービーイーマット１号 幅１．０（２．０）ｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ 阿部キルト工業 コンクリート養生マット エービーイーマット１号　Ｔ１０ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤
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コンクリート養生マット―ブランド品― 0313014610 コンクリート養生マット エービーイーマット３号 幅１．０（２．０）ｍ×長３０ｍ×厚５ｍｍ 阿部キルト工業 コンクリート養生マット エービーイーマット３号　Ｔ５ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313013210 コンクリート養生マット サカイマット 幅１．０ｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ 堺商事 コンクリート養生マット サカイマット　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313011515
コンクリート養生マット ダイトーコンクリート養生マットＤＴ－１ 幅１．０（２．０）ｍ×長３０ｍ×厚５ｍｍ ダイ
トー物産

ダイトーコンクリート養生マット ＤＴ－１　Ｔ５ｍｍ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313011520 コンクリート養生マット ダイトーコンクリート養生マットＤＴ－３ 幅１．０ｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ ダイトー物産 ダイトーコンクリート養生マット ＤＴ－３　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313014205 コンクリート養生マット ファンデン養生シートＭ－３ 幅１．０ｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ 田中 コンクリート養生マットＭ－３ ファンデン養生シートＴ１０ｍｍ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313014210 コンクリート養生マット ファンデン養生シートＮｏ．５ 幅１．０ｍ×長５０ｍ×厚４ｍｍ 田中 コンクリート養生マットＮＯ．５ ファンデン養生シート　Ｔ４ｍｍ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313014005 コンクリート養生マット トスコ養生マット 幅１．０ｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ トスコ コンクリート養生マット トスコマット　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313012005 コンクリート養生マット トヨマット＃３ 幅１．２ｍ×長５０ｍ×厚３ｍｍ 豊田 コンクリート養生マット トヨマット　＃３　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313012015 コンクリート養生マット トヨマット＃１０ 幅１．０ｍ×長３０ｍ×厚１０ｍｍ 豊田 コンクリート養生マット トヨマット　＃１０　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313014805 コンクリート養生マット アクアマットＲタイプ 幅１．０ｍ×長２０ｍ×厚１．８ｍｍ 早川ゴム コンクリート養生マット アクアマットＲタイプ　Ｔ１．８ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313014810 コンクリート養生マット アクアマットＳタイプ 幅１．０ｍ×長２０ｍ×厚１．３ｍｍ 早川ゴム コンクリート養生マット アクアマットＳタイプ　Ｔ１．３ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313014815 コンクリート養生マット うるおんマットＲタイプ 幅１．０ｍ×長２０ｍ×厚１１ｍｍ 早川ゴム コンクリート養生マット うるおんマットＲタイプ　Ｔ１１ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313014820 コンクリート養生マット うるおんマットＳタイプ 幅１．０ｍ×長２０ｍ×厚１１ｍｍ 早川ゴム コンクリート養生マット うるおんマットＳタイプ　Ｔ１１ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

コンクリート養生マット―ブランド品― 0313013805 コンクリート養生マット フジマット 幅１．０ｍ×長５０ｍ×厚５ｍｍ 藤本産業 コンクリート養生マット フジマット　Ｔ５ｍｍ ｍ２ 379 ○ ○ 0313 養生材・剤

軽量盛土材 1921010005 軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック Ｄ－２０（型内発泡　密度２０）難燃性 発泡スチロールブロック 密度２０　型内発泡　難燃性 ｍ３ 379 ○ ○ 1921 軽量盛土材

軽量盛土材 1921010010 軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック ＤＸ－２９（押出発泡　密度２９）難燃性 発泡スチロールブロック 密度２９　押出発泡　難燃性 ｍ３ 379 ○ ○ 1921 軽量盛土材

軽量盛土材 1921010110 軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 緊結金具 １５０×１５０ 緊結金具 １５０×１５０ 個 379 ○ ○ 1921 軽量盛土材

軽量盛土材―ブランド品― 1921014005 軽量盛土材 ＥＰＳ工法ブロック Ｑ＆Ｚブロック Ｄ－２０（型内発泡　密度２０） Ｑ＆Ｚ 軽量盛土材 Ｑ＆Ｚブロック　密度２０ ｍ３ 379 ○ ○ 1921 軽量盛土材
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軽量盛土材―ブランド品― 1921014010 軽量盛土材 ＥＰＳ工法ブロック 緊結金具 Ｕ金具 Ｑ＆Ｚ 軽量盛土材 緊結金具　Ｕ金具 個 379 ○ ○ 1921 軽量盛土材

軽量盛土材―ブランド品― 1921014015 軽量盛土材 ＥＰＳ工法ブロック Ｑ＆Ｚドレン Ｑ＆Ｚ 軽量盛土材 Ｑ＆Ｚドレン ｍ３ 379 ○ ○ 1921 軽量盛土材

軽量盛土材―ブランド品― 1921011012 軽量盛土材 ＥＰＳ軽量盛土用ブロック ＥＰＳジオブロック Ｄ－２０ 浜島化成 軽量盛土材 ＥＰＳジオブロック　Ｄ－２０ ｍ３ 379 ○ ○ 1921 軽量盛土材

軽量盛土材―ブランド品― 1921011014 軽量盛土材 ＥＰＳ軽量盛土用ブロック ＥＰＳジオブロック Ｄ－２５ 浜島化成 軽量盛土材 ＥＰＳジオブロック　Ｄ－２５ ｍ３ 379 ○ ○ 1921 軽量盛土材

軽量盛土材―ブランド品― 1921011017 軽量盛土材 ＥＰＳ軽量盛土用ブロック ＥＰＳジオブロック Ｐ１００ 浜島化成 軽量盛土材 ＥＰＳジオブロック　Ｐ１００ ｍ３ 379 ○ ○ 1921 軽量盛土材

軽量盛土材―ブランド品― 1921011019 軽量盛土材 ＥＰＳ軽量盛土用ブロック ＥＰＳジオブロック Ｐ１４０ 浜島化成 軽量盛土材 ＥＰＳジオブロック　Ｐ１４０ ｍ３ 379 ○ ○ 1921 軽量盛土材

軽量盛土材―ブランド品― 1921011020 軽量盛土材 ＥＰＳ軽量盛土用ブロック 緊結金具 ＳＧＬＣ４００－ＡＺ１５０ 浜島化成 軽量盛土材　緊結金具 ＳＧＬＣ４００－ＡＺ１５０ 個 379 ○ ○ 1921 軽量盛土材

軽量盛土材―ブランド品― 1921011010 軽量盛土材 現場発泡硬質ウレタンフォーム フォームライトＷ ＨＭ－６３００Ｗ（ノンフロン） イノアック住環境 軽量盛土材 フォムライトＷ　ＨＭ６３００Ｗ ｍ３ 379 ○ ○ 1921 軽量盛土材

軽量盛土材―ブランド品― 1921012005 軽量盛土材 現場発泡硬質ウレタンフォーム ウレタンＬＨ エアロン－Ｒ（ノンフロン） アキレス 軽量盛土材 ウレタンＬＨ　エアロン－Ｒ ｍ３ 379 ○ ○ 1921 軽量盛土材

のり面防護材―ブランド品― 1907122405
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ＧＴフレーム工法 ＧＴフォームⅠ　ＧＴＦ１　幅０．５ｍ イビデングリーン
テック

ＧＴフレーム工法 ＧＴフォーム１　ＧＴＦ１ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122410
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ＧＴフレーム工法 ＧＴフォームⅡ　ＧＴＦ２Ｎ　幅０．３１ｍ イビデング
リーンテック

ＧＴフレーム工法 ＧＴフォーム２　ＧＴＦ２ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122415
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ＧＴフレーム工法 ＧＴアンカーⅠ　Ｄ１９×９００ｍｍ　Ｌ型めっき イビデ
ングリーンテック

ＧＴフレーム工法 ＧＴアンカー１ 本 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122420
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ＧＴフレーム工法 ＧＴアンカーⅡ　Ｄ１６×６００ｍｍ　Ｌ型めっき イビデ
ングリーンテック

ＧＴフレーム工法 ＧＴアンカー２ 本 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122425 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ＧＴフレーム工法 ＧＴファイバーⅠ・Ⅱ イビデングリーンテック ＧＴフレーム工法 ＧＴファイバー１・２ ｋｇ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907120830 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 エコスロープ工法（ユニット式エコフォーム） ＥＳ２５０×１００ 岡部 エコスロープ工法 ＥＳ２５０×１００ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907120835 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 エコスロープ工法（ユニット式エコフォーム） 客土ユニットＨ５０ 岡部 エコスロープ工法 客土ユニット　Ｈ５０ 組 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907120805
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法（ユニット式フリーフォーム） ＦＭ１５０Ｎ　１５０×
１５０×１，０００ｍｍ 岡部

フリーフレーム工法 ＦＭ１５０Ｎ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907120810
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法（ユニット式フリーフォーム） ＦＭ２００Ｎ　２００×
２００×１，０００ｍｍ 岡部

フリーフレーム工法 ＦＭ２００Ｎ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材
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のり面防護材―ブランド品― 1907120815
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法（ユニット式フリーフォーム） ＦＰ３００　ＦＭ３００
Ｎ　３００×３００×１，０００ｍｍ 岡部

フリーフレーム工法 ＦＰ３００　ＦＭ３００Ｎ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907120820
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法（ユニット式フリーフォーム） ＦＰ４００　ＦＭ４００
４００×４００×１，０００ｍｍ 岡部

フリーフレーム工法 ＦＰ４００　ＦＭ４００ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907120825
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法（ユニット式フリーフォーム） ＦＰ５００　ＦＭ５００
５００×５００×１，０００ｍｍ 岡部

フリーフレーム工法 ＦＰ５００　ＦＭ５００ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907120885
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 フリーフレーム工法（ユニット式フリーフォーム） ＦＰ６００　ＦＭ６００
６００×６００×１，０００ｍｍ 岡部

フリーフレーム工法 ＦＰ６００　ＦＭ６００ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122805 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 アーチタイト Ｓ Ｗ２９０×Ｈ９０ｍｍ グリーンエース アーチタイトＳ Ｗ２９０×Ｈ９０ｍｍ セット 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122810 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 アーチタイト Ｗ Ｗ３４０×Ｈ１４０ｍｍ グリーンエース アーチタイトＷ Ｗ３４０×Ｈ１４０ｍｍ セット 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122815 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 アーチタイト Ｔ Ｗ３４０×Ｈ１９０ｍｍ グリーンエース アーチタイトＴ Ｗ３４０×Ｈ１９０ｍｍ セット 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122816 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 アーチタイト Ｑ Ｗ３３０×Ｈ１９０ｍｍ グリーンエース アーチタイトＱ Ｗ３３０×Ｈ１９０ｍｍ セット 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121605
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ユニットメッシュフレーム工法 ＵＭ３００　３００×３００×１，０００ｍ
ｍ ケイエフ

ユニットメッシュフレーム工法 ＵＭ３００ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121610 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 イージーシェルフ工法 グラスタンドＡ（３５０×１５０ｍｍ用） ケイエフ イージーシェルフ工法 グラスタンドＡ 個 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121615 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 イージーシェルフ工法 グラスタンドＢ（３００×１００ｍｍ用） ケイエフ イージーシェルフ工法 グラスタンドＢ 個 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121620 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 イージーシェルフ工法 サンボ（３５０×２００ｍｍ用） ケイエフ イージーシェルフ工法 サンボ 個 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121625 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 イージーシェルフ工法 パワースタンド（３５０×２００ｍｍ用） ケイエフ イージーシェルフ工法 パワースタンド 個 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122205 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 Ｋフレーム Ｋ－２００ 小財スチール Ｋフレーム Ｋ－２００ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122210 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 Ｋフレーム Ｋ－３００ 小財スチール Ｋフレーム Ｋ－３００ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122617
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ＳＧフレーム工法 軽量法枠やまｃｈａｎ　Ｗ１５０×Ｈ９０×Ｌ１，１５０
ｍｍ サンゴ

ＳＧフレーム工法　やまｃｈａｎ Ｗ１５０×Ｈ９０×Ｌ１１５０ 本 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122605
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ＳＧフレーム工法 軽量法枠やまｃｈａｎ　Ｗ３００×Ｈ１００×Ｌ１，００
０ｍｍ サンゴ

ＳＧフレーム工法　やまｃｈａｎ Ｗ３００×Ｈ１００×Ｌ１０００ 本 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122619
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ＳＧフレーム工法 軽量法枠やまｃｈａｎ　Ｗ３５０×Ｈ１５０×Ｌ９５０ｍ
ｍ サンゴ

ＳＧフレーム工法　やまｃｈａｎ Ｗ３５０×Ｈ１５０×Ｌ９５０ 本 380 ○ ○ 1907 のり面防護材
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のり面防護材―ブランド品― 1907122610
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ＳＧフレーム工法 軽量法枠やまｃｈａｎ　Ｗ３５０×Ｈ１５０×Ｌ１，１５
０ｍｍ サンゴ

ＳＧフレーム工法　やまｃｈａｎ Ｗ３５０×Ｈ１５０×Ｌ１１５０ 本 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122621
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ＳＧフレーム工法 軽量法枠やまｃｈａｎ　Ｗ３５０×Ｈ２００×Ｌ９５０ｍ
ｍ サンゴ

ＳＧフレーム工法　やまｃｈａｎ Ｗ３５０×Ｈ２００×Ｌ９５０ 本 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122615
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ＳＧフレーム工法 軽量法枠やまｃｈａｎ　Ｗ３５０×Ｈ２００×Ｌ１，１５
０ｍｍ サンゴ

ＳＧフレーム工法　やまｃｈａｎ Ｗ３５０×Ｈ２００×Ｌ１１５０ 本 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122623
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ＳＧフレーム工法 軽量法枠やまｃｈａｎ　Ｗ３５０×Ｈ２００×Ｌ１，６５
０ｍｍ サンゴ

ＳＧフレーム工法　やまｃｈａｎ Ｗ３５０×Ｈ２００×Ｌ１６５０ 本 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121205
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 Ｑ＆Ｓフレーム ＥＥ２００　２００×２００ｍｍ（４点スポット） サンス
イ・ナビコ

Ｑ＆Ｓフレーム ＥＥ２００ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121215
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 Ｑ＆Ｓフレーム ＥＥ３００　３００×３００ｍｍ（４点スポット） サンス
イ・ナビコ

Ｑ＆Ｓフレーム ＥＥ３００ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121210 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 Ｑ＆Ｓフレーム ＥＳ５００　５００×５００ｍｍ　Ｄ１６ サンスイ・ナビコ Ｑ＆Ｓフレーム ＥＳ５００ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121805 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ＮＫフレーム工法 ＮＫ－２００ 西日本金網工業 ＮＫフレーム工法 ＮＫ－２００ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121810 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ＮＫフレーム工法 ＮＫ－３００ 西日本金網工業 ＮＫフレーム工法 ＮＫ－３００ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121815 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ＮＫフレーム工法 ＮＫ－４００ 西日本金網工業 ＮＫフレーム工法 ＮＫ－４００ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907120605
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ハンチフレーム工法 Ｈ２００Ａ　２００×２００×１，２００×１，２００
ｍｍ 日環工マテリアル

ハンチフレーム工法 Ｈ２００Ａ ｍ２ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907120610
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ハンチフレーム工法 Ｈ３００Ａ　３００×３００×２，０００×２，０００
ｍｍ 日環工マテリアル

ハンチフレーム工法 Ｈ３００Ａ ｍ２ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907120615
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 アーチフレーム工法 Ａ２００Ａ　２００×２００×１，６００×１，２００
ｍｍ 日環工マテリアル

アーチフレーム工法 Ａ２００Ａ ｍ２ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907120620
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 アーチフレーム工法 Ａ３００Ａ　３００×３００×２，７００×２，０００
ｍｍ 日環工マテリアル

アーチフレーム工法 Ａ３００Ａ ｍ２ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121425
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ソイルクリート工法 Ａタイプ ガッテンダーＡ型　Ｗ２８０×Ｈ９０×Ｌ４０
０ｍｍ 日本植生

ソイルクリート工法　Ａタイプ ガッテンダーＡ型 個 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121420
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ソイルクリート工法 Ｍタイプ ガッテンダーＭ型　Ｗ３３０×Ｈ１４０×Ｌ４
００ｍｍ 日本植生

ソイルクリート工法　Ｍタイプ ガッテンダーＭ型 個 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121430
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ソイルクリート工法 ダイザタイプ ダイザーＭ型　Ｗ３３０×Ｈ１９０×Ｌ４
００ｍｍ 日本植生

ソイルクリート工法ダイザタイプ ダイザーＭ型 個 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121432
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ソイルクリート工法 テトラタイプ テトライザー　Ｗ３３０×Ｈ１９０×Ｌ４
００ｍｍ 日本植生

ソイルクリート工法テトラタイプ テトライザー 個 380 ○ ○ 1907 のり面防護材
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のり面防護材―ブランド品― 1907122005 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－２００ 福岡帝国金網工業 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－２００ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907122010 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－３００ 福岡帝国金網工業 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－３００ ｍ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121012
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 フレクションフレーム工法 ＦＡⅠタイプ　３００×９０×１，０００ｍｍ フ
レクションフレーム

フレクションフレーム工法 ＦＡ１タイプ 組 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121014
のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 フレクションフレーム工法 ＦＡⅡタイプ　３５０×１４０×１，１５０ｍｍ
フレクションフレーム

フレクションフレーム工法 ＦＡ２タイプ 組 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121015 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 アースキャッチャー Ｓタイプ　２９０×９０ｍｍ フレクションフレーム アースキャッチャー Ｓタイプ セット 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121020 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 アースキャッチャー Ｗタイプ　３４０×１４０ｍｍ フレクションフレーム アースキャッチャー Ｗタイプ セット 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907121025 のり面防護材 のり枠材 吹付枠用型枠材 アースキャッチャー Ｔタイプ　３４０×１９０ｍｍ フレクションフレーム アースキャッチャー Ｔタイプ セット 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907041010 のり面防護材 のり枠材 プラスチック製 プラドレーナー枠 Ⅰ型 ２０５．５×１０×６．５ｃｍ 愛木 プラドレーナー枠１型 ２０５．５×１０×６．５ｃｍ ｍ２ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907041020 のり面防護材 のり枠材 プラスチック製 プラドレーナー枠 Ⅰ型縁材 １５０．５×７．５×６．５ｃｍ 愛木 プラドレーナー枠１型縁材 １５０．５×７．５×６．５ｃｍ 本 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907041025 のり面防護材 のり枠材 プラスチック製 プラドレーナー枠 Ⅲ型 ２５０．５×１０×６．５ｃｍ 愛木 プラドレーナー枠３型 ２５０．５×１０×６．５ｃｍ ｍ２ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907041030 のり面防護材 のり枠材 プラスチック製 プラドレーナー枠 Ⅲ型縁材 １８２．３×７．５×６．５ｃｍ 愛木 プラドレーナー枠３型縁材 １８２．３×７．５×６．５ｃｍ 本 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907040605 のり面防護材 のり枠材 プラスチック製 プラス枠 ＴＳ型 Ｌ１１４×Ｈ１０×Ｗ８ｃｍ 天龍建設 プラス枠　ＴＳ型 Ｌ１１４×Ｈ１０×Ｗ８ｃｍ ｍ２ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907040610 のり面防護材 のり枠材 プラスチック製 プラス枠 縁材 Ｌ１００×Ｈ１１×Ｗ１０ｃｍ 天龍建設 プラス枠　縁材 Ｌ１００×Ｈ１１×Ｗ１０ｃｍ 本 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907040205 のり面防護材 のり枠材 プラスチック製 ハイブロック １００／９０×１０×１３ｃｍ 前田工繊 ハイブロック １００／９０×１０×１３ｃｍ ｍ２ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907040215 のり面防護材 のり枠材 プラスチック製 Ｄ型 ハイブロック用 前田工繊 Ｄ型 ハイブロック用 本 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907055205 のり面防護材 のり枠材 鋼製 フリーＺフレーム 基材　１．２×１００×９６５ｍｍ 愛木 フリーＺフレーム 基材　１．２×１００×９６５ ｍ２ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907055210 のり面防護材 のり枠材 鋼製 フリーＺフレーム 縁材　１．２×１００×１，５１５ｍｍ 愛木 フリーＺフレーム 縁材　１．２×１００×１５１５ 本 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907054805 のり面防護材 のり枠材 鋼製 トライフレーム Ｔ－１００　１，０５０×１，１４０×１，１４０ｍｍ 岡部 トライフレーム Ｔ－１００ 組 380 ○ ○ 1907 のり面防護材
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のり面防護材―ブランド品― 1907054810 のり面防護材 のり枠材 鋼製 トライフレーム Ｔ－５０　１，０５０×１，１４０×１，１４０ｍｍ 岡部 トライフレーム Ｔ－５０ 組 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907052805 のり面防護材 のり枠材 鋼製 メッシュリング Ｍ１００　１０×φ１００ｃｍ　アンカーピン別 フリー工業 メッシュリング　Ｍ１００ Ｈ１０×径１００ｃｍ 組 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907052810 のり面防護材 のり枠材 鋼製 メッシュリング Ｍ１５０　１５×φ１００ｃｍ　アンカーピン別 フリー工業 メッシュリング　Ｍ１５０ Ｈ１５×径１００ｃｍ 組 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907052820 のり面防護材 のり枠材 鋼製 メッシュリング ＭＳ１００　１０×φ１００ｃｍ　アンカーピン別 フリー工業 メッシュリング　ＭＳ１００ Ｈ１０×径１００ｃｍ 組 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907052825 のり面防護材 のり枠材 鋼製 メッシュリング ＭＳ１５０　１５×φ１００ｃｍ　アンカーピン別 フリー工業 メッシュリング　ＭＳ１５０ Ｈ１５×径１００ｃｍ 組 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907052830 のり面防護材 のり枠材 鋼製 メッシュリング ＭＳ２００　２０×φ１００ｃｍ　アンカーピン別 フリー工業 メッシュリング　ＭＳ２００ Ｈ２０×径１００ｃｍ 組 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907057005
のり面防護材 のり枠材 鋼製 パワーフレーム Ｈ１００　１，０００×１，０００ｍｍ　アンカーピン別 水戸グリーン
サービス

パワーフレーム Ｈ１００　１０００×１０００ ｍ２ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907057010
のり面防護材 のり枠材 鋼製 パワーフレーム Ｈ１５０　１，０００×１，０００ｍｍ　アンカーピン別 水戸グリーン
サービス

パワーフレーム Ｈ１５０　１０００×１０００ ｍ２ 380 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907160224 のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム ＦＩＴ２５Ｎ－４８０　専用支圧板含む フリー工業 フィットフレーム ＦＩＴ２５Ｎ－４８０　支圧板含 基 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907160226 のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム ＦＩＴ２５Ｎ－７７０　専用支圧板含む フリー工業 フィットフレーム ＦＩＴ２５Ｎ－７７０　支圧板含 基 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907160228 のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム ＦＩＴ３０Ｎ－４８０　専用支圧板含む フリー工業 フィットフレーム ＦＩＴ３０Ｎ－４８０　支圧板含 基 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907160230 のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム ＦＩＴ３０Ｎ－７７０　専用支圧板含む フリー工業 フィットフレーム ＦＩＴ３０Ｎ－７７０　支圧板含 基 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907160232 のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム ＦＩＴ２５Ｗ－４８０　専用支圧板含む フリー工業 フィットフレーム ＦＩＴ２５Ｗ－４８０　支圧板含 基 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907160234 のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム ＦＩＴ２５Ｗ－１０００　専用支圧板含む フリー工業 フィットフレーム ＦＩＴ２５Ｗ－１０００支圧板含 基 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907160236 のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム ＦＩＴ３０Ｗ－４８０　専用支圧板含む フリー工業 フィットフレーム ＦＩＴ３０Ｗ－４８０　支圧板含 基 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907160238 のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム ＦＩＴ３０Ｗ－１０００　専用支圧板含む フリー工業 フィットフレーム ＦＩＴ３０Ｗ－１０００支圧板含 基 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907170406 のり面防護材 受圧板 鋼製 ＧＴＦ受圧板 標準タイプ　４３０×４３０ｍｍ イビデングリーンテック ＧＴＦ受圧板　標準タイプ ４３０×４３０ｍｍ 基 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907170202 のり面防護材 受圧板 鋼製 ＫＴＢスーパーフレーム クロスタイプ　ＫＳＣ３００－３５０ ケーティービー ＫＴＢスーパーフレーム ＫＳＣ３００－３５０ 枚 381 ○ ○ 1907 のり面防護材
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のり面防護材―ブランド品― 1907170204 のり面防護材 受圧板 鋼製 ＫＴＢスーパーフレーム セミスクエアータイプ　ＫＳＳ３００－３５０ ケーティービー ＫＴＢスーパーフレーム ＫＳＳ３００－３５０ 枚 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907080052 のり面防護材 受圧板 鋼製 田パネル １，０００×１，０００×４０ｍｍ フリー工業 田パネル １０００×１０００×４０ｍｍ 枚 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907080054 のり面防護材 受圧板 鋼製 田パネル ６５０×６５０×４３ｍｍ フリー工業 田パネル ６５０×６５０×４３ｍｍ 枚 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907080056 のり面防護材 受圧板 鋼製 田パネル ５００×５００×４３ｍｍ フリー工業 田パネル ５００×５００×４３ｍｍ 枚 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907080030 のり面防護材 受圧板 ＦＲＰ製 グリーンパネル ９６７×９６７×４０ｍｍ　０．９３ｍ２　１７．５ｋｇ ダイクレ グリーンパネル ９６７×９６７×４０ｍｍ 枚 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907080040 のり面防護材 受圧板 ＦＲＰ製 グリーンパネル ６４７×６４７×４０ｍｍ　０．４１ｍ２　７．８ｋｇ ダイクレ グリーンパネル ６４７×６４７×４０ｍｍ 枚 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907080050 のり面防護材 受圧板 ＦＲＰ製 グリーンパネル ４０７×４０７×４０ｍｍ　０．１６ｍ２　３．１ｋｇ ダイクレ グリーンパネル ４０７×４０７×４０ｍｍ 枚 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907080062
のり面防護材 受圧板 ＦＲＰ製 グリーンパネル壁面用 ９６７×９６７×４０ｍｍ　０．９３ｍ２　２１．２ｋｇ ダイ
クレ

グリーンパネル壁面用 ９６７×９６７×４０ｍｍ 枚 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907080064
のり面防護材 受圧板 ＦＲＰ製 グリーンパネル壁面用 ６４７×６４７×４０ｍｍ　０．４１ｍ２　９．８ｋｇ ダイク
レ

グリーンパネル壁面用 ６４７×６４７×４０ｍｍ 枚 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907080066
のり面防護材 受圧板 ＦＲＰ製 グリーンパネル壁面用 ４０７×４０７×４０ｍｍ　０．１６ｍ２　４．３ｋｇ ダイク
レ

グリーンパネル壁面用 ４０７×４０７×４０ｍｍ 枚 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907080057 のり面防護材 受圧板 プラスチック製 ＭＫ受圧板 ６６０×６６０×５５ｍｍ 前田工繊 ＭＫ受圧板 ６６０×６６０×５５ｍｍ 枚 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907080060 のり面防護材 受圧板 プラスチック製 ＮＩＮＪＡパネル Ｍ ９１１×９１１×５５ｍｍ 緑興産 ＮＩＮＪＡパネルＭ ９１１×９１１×５５ｍｍ 枚 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907080058 のり面防護材 受圧板 プラスチック製 ＮＩＮＪＡパネル Ｓ ６３４×６３４×５０ｍｍ 緑興産 ＮＩＮＪＡパネルＳ ６３４×６３４×５０ｍｍ 枚 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907110002 のり面防護材 受圧板 アルミニウム合金製 ＭＫ受圧板 １，０００×１，０００×３５ｍｍ 前田工繊 ＭＫ受圧板 １０００×１０００×３５ｍｍ 枚 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907151205 のり面防護材 セルグリッド 樹脂含浸布製法枠　０．２×１０×２０ｃｍ ＡＤＥＫＡケミカルサプライ セルグリッド 樹脂含浸布製法枠 ｍ２ 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150810 のり面防護材 雪崩防止杭 凸型型枠　２００×２００×２９０×３００ｍｍ　現場打ち 岡部 雪崩防止杭　凸型型枠 ２００×２００×２９０×３００ 個 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150815 のり面防護材 雪崩防止杭 凸型型枠　３００×３００×３９０×３００ｍｍ　現場打ち 岡部 雪崩防止杭　凸型型枠 ３００×３００×３９０×３００ 個 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907151815 のり面防護材 ハイパーセル ハイフレーム　ＨｙＰ０５－１００－２５（Ｌ１００）　２９ｍ２ ジオベクトル ハイパーセル　ハイフレーム ＨｙＰ０５－１００－２５ 個 381 ○ ○ 1907 のり面防護材
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のり面防護材―ブランド品― 1907151820 のり面防護材 ハイパーセル ハイフレーム　ＨｙＰ０５－１５０－２５（Ｌ１５０）　２９ｍ２ ジオベクトル ハイパーセル　ハイフレーム ＨｙＰ０５－１５０－２５ 個 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150605 のり面防護材 スパイク ＳＰ－２０　０．２×１０×２０ｃｍ　布製 太陽工業 スパイク ＳＰ－２０　布製 ｍ２ 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150235 のり面防護材 ノンフレーム工法 支圧板　床板面積０．２２ｍ２　めっき品 日鉄建材 ノンフレーム工法　支圧板 床板面積０．２２ｍ２　めっき 個 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150238 のり面防護材 ノンフレーム工法 ＮＮＳロッド　φ２８．５×１，０００ｍｍ　めっき品 日鉄建材 ノンフレーム工法　ＮＮＳロッド 径２８．５×１０００　めっき 本 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150240 のり面防護材 ノンフレーム工法 ＮＮＳロッド　φ２８．５×１，５００ｍｍ　めっき品 日鉄建材 ノンフレーム工法　ＮＮＳロッド 径２８．５×１５００　めっき 本 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150245 のり面防護材 ノンフレーム工法 ＮＮＳ突起付カプラ　φ２８．５ｍｍ用　めっき品 日鉄建材 ノンフレーム工法　めっき ＮＮＳ突起付カプラ径２８．５用 個 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150250 のり面防護材 ノンフレーム工法 ＮＮＳナット　φ２８．５ｍｍ用　めっき品 日鉄建材 ノンフレーム工法　ＮＮＳナット 径２８．５ｍｍ用　めっき 個 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150255 のり面防護材 ノンフレーム工法 ＮＮＳビット　φ５０ｍｍ用　塗装 日鉄建材 ノンフレーム工法　ＮＮＳビット 径５０ｍｍ用　塗装 個 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150260 のり面防護材 ノンフレーム工法 ＮＮＳキャップ－Ｇ　アルミ合金　防錆油入り 日鉄建材 ノンフレーム工法　アルミ合金 ＮＮＳキャップＧ　防錆油入り 個 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150265 のり面防護材 ノンフレーム工法 ＮＮＳキャップワッシャ　めっき品 日鉄建材 ノンフレーム工法 ＮＮＳキャップワッシャ　めっき 個 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150270 のり面防護材 ノンフレーム工法 ＮＮＳシース　φ３６×２２０ｍｍ　合成ゴム 日鉄建材 ノンフレーム工法　ＮＮＳシース 径３６×２２０ｍｍ　合成ゴム 個 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150275 のり面防護材 ノンフレーム工法 ワイヤロープ　ＷＲ６（６ｍ）　合金めっき品 日鉄建材 ノンフレーム工法　ワイヤロープ ＷＲ６（６ｍ）　合金めっき 本 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150280 のり面防護材 ノンフレーム工法 ワイヤロープ　ＷＲ７（７ｍ）　合金めっき品 日鉄建材 ノンフレーム工法　ワイヤロープ ＷＲ７（７ｍ）　合金めっき 本 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150285 のり面防護材 ノンフレーム工法 ワイヤロープ　ＷＲ８（８ｍ）　合金めっき品 日鉄建材 ノンフレーム工法　ワイヤロープ ＷＲ８（８ｍ）　合金めっき 本 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150405 のり面防護材 スーパーダグシム工法 ダグシムパイプＳ型　Ｄ２６×１，０００ｍｍ ヒロセ補強土 スーパーダグシム工法 ダグシムパイプＳ型 本 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150410 のり面防護材 スーパーダグシム工法 ダグシムカップラーＳ型　φ４６×１４２ｍｍ ヒロセ補強土 スーパーダグシム工法 ダグシムカップラーＳ型 個 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150415 のり面防護材 スーパーダグシム工法 ダグシムビットＳ１型　φ６５ｍｍ ヒロセ補強土 スーパーダグシム工法 ダグシムビットＳ１型 個 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907150420 のり面防護材 スーパーダグシム工法 ダグシムビットＳ２型　φ６５ｍｍ ヒロセ補強土 スーパーダグシム工法 ダグシムビットＳ２型 個 381 ○ ○ 1907 のり面防護材
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のり面防護材―ブランド品― 1907151822 のり面防護材 ハーフパイプ （先端用） ＨＰＳ－１０００　φ４８．６×１，０００　亜鉛めっき フリー工業 ハーフパイプ（先端用） ＨＰＳ－１０００ 本 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907151824 のり面防護材 ハーフパイプ （ジョイント用） ＨＰＪ－１０００　φ４８．６×１，０００　亜鉛めっき フリー工業 ハーフパイプ（ジョイント用） ＨＰＪ－１０００ 本 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907151002 のり面防護材 マルチマット １，０００×１，０００×６ｍｍ 北陵ＧＲＣ工業 マルチマット １０００×１０００×６ｍｍ 枚 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

のり面防護材―ブランド品― 1907151605 のり面防護材 ジオファイバー １６７±６ｄｔｅｘ 緑興産 ジオファイバー １６７±６ｄｔｅｘ ｋｇ 381 ○ ○ 1907 のり面防護材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020230 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （３種亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ３） 径５．０×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｚ－ＧＳ３　径５ｍｍ ｍ２ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020208 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （３種亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ３） 径４．０×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｚ－ＧＳ３　径４ｍｍ ｍ２ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020210 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （３種亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ３） 径３．２×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｚ－ＧＳ３　径３．２ｍｍ ｍ２ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020212 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （３種亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ３） 径２．６×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｚ－ＧＳ３　径２．６ｍｍ ｍ２ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020214 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （４種亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ４） 径５．０×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｚ－ＧＳ４　径５ｍｍ ｍ２ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020216 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （４種亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ４） 径４．０×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｚ－ＧＳ４　径４ｍｍ ｍ２ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020218 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （４種亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ４） 径３．２×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｚ－ＧＳ４　径３．２ｍｍ ｍ２ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020220 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （特殊強力亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ７） 径５．０×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｚ－ＧＳ７　径５ｍｍ ｍ２ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020222 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （特殊強力亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ７） 径４．０×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｚ－ＧＳ７　径４ｍｍ ｍ２ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020224 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （特殊強力亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ７） 径３．２×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｚ－ＧＳ７　径３．２ｍｍ ｍ２ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020248 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （着色塗装亜鉛めっき・Ｃ－ＧＳ３） 径４．０×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｃ－ＧＳ３　径４ｍｍ ｍ２ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020250 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （着色塗装亜鉛めっき・Ｃ－ＧＳ３） 径３．２×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｃ－ＧＳ３　径３．２ｍｍ ｍ２ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020286 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （合成樹脂被覆・Ｅ－ＧＨ３） 径５．０（４．０）×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｅ－ＧＨ３　径５（４）ｍｍ ｍ２ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020282 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （合成樹脂被覆・Ｅ－ＧＨ３） 径４．０（３．２）×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｅ－ＧＨ３　径４（３．２）ｍｍ ｍ２ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材
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落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020284 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （合成樹脂被覆・Ｅ－ＧＨ３） 径３．２（２．６）×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｅ－ＧＨ３　径３．２（２．６） ｍ２ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020406 落石防止網（覆式・ポケット式） ロープ ３×７　Ｇ／Ｏ　φ１８ 落石防止網　ロープ ３×７　Ｇ／Ｏ　径１８ ｍ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020402 落石防止網（覆式・ポケット式） ロープ ３×７　Ｇ／Ｏ　φ１６ 落石防止網　ロープ ３×７　Ｇ／Ｏ　径１６ ｍ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020408 落石防止網（覆式・ポケット式） ロープ ３×７　Ｇ／Ｏ　φ１４ 落石防止網　ロープ ３×７　Ｇ／Ｏ　径１４ ｍ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020404 落石防止網（覆式・ポケット式） ロープ ３×７　Ｇ／Ｏ　φ１２ 落石防止網　ロープ ３×７　Ｇ／Ｏ　径１２ ｍ 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020602 落石防止網（覆式・ポケット式） クロスクリップ φ１６用 落石防止網　クロスクリップ 径１６用 個 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020604 落石防止網（覆式・ポケット式） クロスクリップ φ１２用 落石防止網　クロスクリップ 径１２用 個 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909021202 落石防止網（覆式・ポケット式） 結合コイル φ４．０×７０×３００ｍｍ 落石防止網　結合コイル 径４×７０×３００ｍｍ 個 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909021204 落石防止網（覆式・ポケット式） 結合コイル φ３．２×５０×３００ｍｍ 落石防止網　結合コイル 径３．２×５０×３００ｍｍ 個 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909021420 落石防止網（覆式・ポケット式） 岩盤用アンカー Ｄ３２×１，０００ｍｍ 落石防止網　岩盤用アンカー Ｄ３２×１０００ｍｍ 本 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909021422 落石防止網（覆式・ポケット式） 岩盤用アンカー Ｄ２９×１，０００ｍｍ 落石防止網　岩盤用アンカー Ｄ２９×１０００ｍｍ 本 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909021426 落石防止網（覆式・ポケット式） 岩盤用アンカー Ｄ２５×１，０００ｍｍ 落石防止網　岩盤用アンカー Ｄ２５×１０００ｍｍ 本 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909021424 落石防止網（覆式・ポケット式） 岩盤用アンカー Ｄ２２×１，０００ｍｍ 落石防止網　岩盤用アンカー Ｄ２２×１０００ｍｍ 本 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909021802 落石防止網（覆式・ポケット式） 羽根付アンカー φ２５×１，５００ｍｍ 落石防止網　羽根付アンカー 径２５×１５００ｍｍ 本 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909023802 落石防止網（覆式・ポケット式） 組立アンカー φ２５×１，５００ｍｍ 落石防止網　組立アンカー 径２５×１５００ｍｍ 本 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909021002 落石防止網（覆式・ポケット式） 三方クリップ φ１８用～φ１６用 落石防止網　三方クリップ 径１８用～径１６用 個 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909021004 落石防止網（覆式・ポケット式） 三方クリップ φ１４用～φ１２用 落石防止網　三方クリップ 径１４用～径１２用 個 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909022202 落石防止網（覆式・ポケット式） 巻付けグリップ φ１８用（端末用） 落石防止網　巻付けグリップ 径１８用（端末用） 本 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材
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落石防止網（覆式・ポケット式） 1909022204 落石防止網（覆式・ポケット式） 巻付けグリップ φ１６用（端末用） 落石防止網　巻付けグリップ 径１６用（端末用） 本 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909022206 落石防止網（覆式・ポケット式） 巻付けグリップ φ１４用（端末用） 落石防止網　巻付けグリップ 径１４用（端末用） 本 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909022208 落石防止網（覆式・ポケット式） 巻付けグリップ φ１２用（端末用） 落石防止網　巻付けグリップ 径１２用（端末用） 本 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909024202 落石防止網（覆式・ポケット式） ターンバックル φ２５ 落石防止網　ターンバックル 径２５ 本 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909024204 落石防止網（覆式・ポケット式） ターンバックル φ２２ 落石防止網　ターンバックル 径２２ 本 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909022810
落石防止網（覆式・ポケット式） 支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき仕上げ） Ｈ－１００×１００×６／８×１，９
５０ｍｍ（土中用） 地上高２ｍ

落石防止網　支柱ヒンジ・可動式 亜鉛めっき　土中　地上高２ｍ 組 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909022812
落石防止網（覆式・ポケット式） 支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき仕上げ） Ｈ－１００×１００×６／８×２，９
５０ｍｍ（土中用） 地上高３ｍ

落石防止網　支柱ヒンジ・可動式 亜鉛めっき　土中　地上高３ｍ 組 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909022814
落石防止網（覆式・ポケット式） 支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき仕上げ） Ｈ－１００×１００×６／８×１，９
５０ｍｍ（岩部用） 地上高２ｍ

落石防止網　支柱ヒンジ・可動式 亜鉛めっき　岩部　地上高２ｍ 組 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909022816
落石防止網（覆式・ポケット式） 支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき仕上げ） Ｈ－１００×１００×６／８×２，９
５０ｍｍ（岩部用） 地上高３ｍ

落石防止網　支柱ヒンジ・可動式 亜鉛めっき　岩部　地上高３ｍ 組 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909022824
落石防止網（覆式・ポケット式） 支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ） Ｈ－１００×１００×６／
８×１，９５０ｍｍ（土中用） 地上高２ｍ

落石防止網　支柱ヒンジ・可動式 めっき＋塗装　土中　地上高２ｍ 組 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909022826
落石防止網（覆式・ポケット式） 支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ） Ｈ－１００×１００×６／
８×２，９５０ｍｍ（土中用） 地上高３ｍ

落石防止網　支柱ヒンジ・可動式 めっき＋塗装　土中　地上高３ｍ 組 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909022828
落石防止網（覆式・ポケット式） 支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ） Ｈ－１００×１００×６／
８×１，９５０ｍｍ（岩部用） 地上高２ｍ

落石防止網　支柱ヒンジ・可動式 めっき＋塗装　岩部　地上高２ｍ 組 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909022830
落石防止網（覆式・ポケット式） 支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ） Ｈ－１００×１００×６／
８×２，９５０ｍｍ（岩部用） 地上高３ｍ

落石防止網　支柱ヒンジ・可動式 めっき＋塗装　岩部　地上高３ｍ 組 382 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（繊維系） 1909020272 落石防止網（のり面防護網） 繊維ネット ３７．５×３７．５ｍｍ目　１０×１５ｍ　ポリエチレン 落石防止網　繊維ネット ３７．５×３７．５ｍｍ目 ｍ２ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909023206
落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 支柱 Ｈ－１７５×１７５×７．５／１１×３，９５５ｍｍ
（アンカー含む）　地上高４ｍ 東京製綱

カーテンネット工法部材 支柱　Ｈ－１７５×１７５ 基 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909023602
落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 支柱 Ｈ－２００×２００×８．０／１２×４，９５５ｍｍ
（アンカー含む）　地上高５ｍ 東京製綱

カーテンネット工法部材 支柱　Ｈ－２００×２００ 基 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020266 落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 金網 φ４．０×５０×５０　ＺＡ 東京製綱 カーテンネット工法部材 金網　径４×５０×５０　ＺＡ ｍ２ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020268 落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 金網 φ５．０×５０×５０　ＺＡ 東京製綱 カーテンネット工法部材 金網　径５×５０×５０　ＺＡ ｍ２ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材
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落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020278
落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 金網 φ４．０×５０×５０　ＴＦ－ＧＳ３　（タフコーティッ
ド） 東京製綱

カーテンネット工法部材 金網　径４×５０　ＴＦ－ＧＳ３ ｍ２ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020280
落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 金網 φ５．０×５０×５０　ＴＦ－ＧＳ３　（タフコーティッ
ド） 東京製綱

カーテンネット工法部材 金網　径５×５０　ＴＦ－ＧＳ３ ｍ２ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020412 落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７　ＺＡ／Ｏ　φ２０ 東京製綱 カーテンネット工法部材 最上段横ロープ　ＺＡ／Ｏ径２０ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020416 落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７　ＺＡ／Ｏ　φ２４ 東京製綱 カーテンネット工法部材 最上段横ロープ　ＺＡ／Ｏ径２４ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020420 落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７　ＺＡ／Ｏ　φ３０ 東京製綱 カーテンネット工法部材 最上段横ロープ　ＺＡ／Ｏ径３０ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020444 落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７　Ｇ／Ｏ　φ２０ 東京製綱 カーテンネット工法部材 最上段横ロープ　Ｇ／Ｏ　径２０ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020446 落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７　Ｇ／Ｏ　φ２４ 東京製綱 カーテンネット工法部材 最上段横ロープ　Ｇ／Ｏ　径２４ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020448 落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７　Ｇ／Ｏ　φ３０ 東京製綱 カーテンネット工法部材 最上段横ロープ　Ｇ／Ｏ　径３０ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020430
落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７　Ｇ／Ｏ　φ２０　（タフコーティッ
ド） 東京製綱

カーテンネット工法部材 最上段横ロープＧ／Ｏ径２０タフ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020432
落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７　Ｇ／Ｏ　φ２４　（タフコーティッ
ド） 東京製綱

カーテンネット工法部材 最上段横ロープＧ／Ｏ径２４タフ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020434
落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 最上段横ロープ ７×７　Ｇ／Ｏ　φ３０　（タフコーティッ
ド） 東京製綱

カーテンネット工法部材 最上段横ロープＧ／Ｏ径３０タフ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020422 落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 縦・横補助ロープ ３×７　ＺＡ／Ｏ　φ１２ 東京製綱 カーテンネット工法部材 縦・横補助ロープＺＡ／Ｏ径１２ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020424 落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 縦・横補助ロープ ３×７　ＺＡ／Ｏ　φ１４ 東京製綱 カーテンネット工法部材 縦・横補助ロープＺＡ／Ｏ径１４ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020436
落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 縦・横補助ロープ ３×７　Ｇ／Ｏ　φ１２　（タフコーティッ
ド） 東京製綱

カーテンネット工法部材 縦・横補助ロープ　Ｇ／Ｏ径１２ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020438
落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 縦・横補助ロープ ３×７　Ｇ／Ｏ　φ１４　（タフコーティッ
ド） 東京製綱

カーテンネット工法部材 縦・横補助ロープ　Ｇ／Ｏ径１４ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020426 落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 縦・横主ロープ ３×７　ＺＡ／Ｏ　φ１６ 東京製綱 カーテンネット工法部材 縦・横主ロープ　ＺＡ／Ｏ径１６ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020428 落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 縦・横主ロープ ３×７　ＺＡ／Ｏ　φ１８ 東京製綱 カーテンネット工法部材 縦・横主ロープ　ＺＡ／Ｏ径１８ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020440
落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 縦・横主ロープ ３×７　Ｇ／Ｏ　φ１６　（タフコーティッ
ド） 東京製綱

カーテンネット工法部材 縦・横主ロープ　Ｇ／Ｏ　径１６ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材
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落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020442
落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 縦・横主ロープ ３×７　Ｇ／Ｏ　φ１８　（タフコーティッ
ド） 東京製綱

カーテンネット工法部材 縦・横主ロープ　Ｇ／Ｏ　径１８ ｍ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909022212
落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 巻付グリップ 端末用　φ１８用－１５００　（タフコーティッ
ド） 東京製綱

カーテンネット工法部材 巻付グリップ　端末用　径１８用 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909022214
落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 巻付グリップ 端末用　φ１６用－１４００　（タフコーティッ
ド） 東京製綱

カーテンネット工法部材 巻付グリップ　端末用　径１６用 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909022216
落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 巻付グリップ 端末用　φ１４用－１３００　（タフコーティッ
ド） 東京製綱

カーテンネット工法部材 巻付グリップ　端末用　径１４用 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909022218
落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 巻付グリップ 端末用　φ１２用－１０００　（タフコーティッ
ド） 東京製綱

カーテンネット工法部材 巻付グリップ　端末用　径１２用 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909022220 落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 ワイヤグリップ Ｆ－３０ 東京製綱 カーテンネット工法部材 ワイヤグリップ　Ｆ－３０ 個 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909021206
落石防止網（のり面防護網） カーテンネット工法部材 結合コイル φ４．０×７０×３００　（タフコーティッド）
東京製綱

カーテンネット工法部材 結合コイル　径４×７０×３００ 個 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909021408
落石防止網（のり面防護網） ロープネット・マイティーネット工法部材 岩部用特殊セメントアンカーＡ Ｄ２２（Ｍ２
０）×１，０００ｍｍ 東京製綱

ロープ・マイティーネット部材 岩部用特殊セメントアンカーＡ 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909023406
落石防止網（のり面防護網） ロープネット・マイティーネット工法部材 土砂部用スウィングアンカー２５Ａ φ１１
４．３×４．５×１，３５０ｍｍ 東京製綱

ロープ・マイティーネット部材 スウィングアンカー２５Ａ 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020252
落石防止網（のり面防護網） ロープネット・マイティーネット工法部材 厚ネット φ３．２×４２×３０ｍｍ　Ｚ－Ｇ
Ｓ３ 東京製綱

ロープ・マイティーネット部材 厚ネット　Ｚ－ＧＳ３ ｍ２ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020606
落石防止網（のり面防護網） ロープネット・マイティーネット工法部材 十字アンカークリップ ５０×９５ｍｍ 東京
製綱

ロープ・マイティーネット部材 十字アンカークリップ５０×９５ 個 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020608 落石防止網（のり面防護網） ロープネット・マイティーネット工法部材 十字クリップ ５０×９５ｍｍ 東京製綱 ロープ・マイティーネット部材 十字クリップ　５０×９５ 個 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020632
落石防止網（のり面防護網） ロープネット・マイティーネット工法部材 Ｖクリップ （小）３．２ｔ×９２ｍｍ 東京
製綱

ロープ・マイティーネット部材 Ｖクリップ　小　３．２ｔ×９２ 個 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020634
落石防止網（のり面防護網） ロープネット・マイティーネット工法部材 Ｖクリップ （大）４．０ｔ×１０９ｍｍ 東
京製綱

ロープ・マイティーネット部材 Ｖクリップ　大　４ｔ×１０９ 個 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909021410
落石防止網（のり面防護網） ロープネット・マイティーネット工法部材 岩部用十手形ピンアンカー φ９×２００ｍｍ
東京製綱

ロープ・マイティーネット部材 岩部用十手形ピンアンカー 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020258
落石防止網（のり面防護網） ＫＳネット・ワイヤネット工法部材 厚ネット φ３．２×４２×３０ｍｍ　Ｚ－ＧＳ３
ＪＦＥ建材

ＫＳネットワイヤネット工法部材 厚ネット　Ｚ－ＧＳ３ ｍ２ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909021412
落石防止網（のり面防護網） ＫＳネット・ワイヤネット工法部材 岩部用ＤＣロックアンカーＡ Ｄ２２（Ｍ２０）×
１，０００ｍｍ ＪＦＥ建材

ＫＳネットワイヤネット工法部材 岩部用ＤＣロックアンカーＡ 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909023404
落石防止網（のり面防護網） ＫＳネット・ワイヤネット工法部材 土砂部用パイプアンカーＡ φ１１４．３×４．５×
１，６３０ｍｍ ＪＦＥ建材

ＫＳネットワイヤネット工法部材 土砂部用パイプアンカーＡ 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材
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落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020610
落石防止網（のり面防護網） ＫＳネット・ワイヤネット工法部材 交差アンカークリップ ６５×１３０ｍｍ ＪＦＥ建
材

ＫＳネットワイヤネット工法部材 交差アンカークリップ 個 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909021414
落石防止網（のり面防護網） ＫＳネット・ワイヤネット工法部材 岩部用パラソルピンアンカー φ９×２００ｍｍ Ｊ
ＦＥ建材

ＫＳネットワイヤネット工法部材 岩部用パラソルピンアンカー 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909021430
落石防止網（のり面防護網） ケーブルネット・ＳＫ厚ネット工法部材 岩盤用セメントアンカーＡ Ｄ２２（Ｍ２０）×
１，０００ｍｍ 神鋼建材工業

ケーブル・ＳＫ厚ネット工法部材 岩盤用セメントアンカーＡ 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909021432
落石防止網（のり面防護網） ケーブルネット・ＳＫ厚ネット工法部材 岩盤用セメントアンカーＢ Ｄ２２（Ｍ２０）×
１，０００ｍｍ 神鋼建材工業

ケーブル・ＳＫ厚ネット工法部材 岩盤用セメントアンカーＢ 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909023408
落石防止網（のり面防護網） ケーブルネット・ＳＫ厚ネット工法部材 土中用さや管付パイプアンカーＡ２５ φ１１
４．３×１，３５０ｍｍ 神鋼建材工業

ケーブル・ＳＫ厚ネット工法部材 土中さや管パイプアンカーＡ２５ 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909023410
落石防止網（のり面防護網） ケーブルネット・ＳＫ厚ネット工法部材 土中用さや管付パイプアンカーＢ２５ φ１１
４．３×１，３５０ｍｍ 神鋼建材工業

ケーブル・ＳＫ厚ネット工法部材 土中さや管パイプアンカーＢ２５ 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020612 落石防止網（のり面防護網） ケーブルネット・ＳＫ厚ネット工法部材 ＳＫアンカークリップ φ１２用 神鋼建材工業 ケーブル・ＳＫ厚ネット工法部材 ＳＫアンカークリップ　径１２用 個 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020614 落石防止網（のり面防護網） ケーブルネット・ＳＫ厚ネット工法部材 ＳＫクリップ φ１２用 神鋼建材工業 ケーブル・ＳＫ厚ネット工法部材 ＳＫクリップ　径１２用 個 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020616 落石防止網（のり面防護網） スーパーロック工法部材 岩部用アンカーＡ Ｄ２２（Ｍ２０）×１，０００ テザック スーパーロック工法部材 岩部用アンカーＡ 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020618 落石防止網（のり面防護網） スーパーロック工法部材 岩部用アンカーＢ Ｄ２２（Ｍ２０）×１，０００ テザック スーパーロック工法部材 岩部用アンカーＢ 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020620
落石防止網（のり面防護網） スーパーロック工法部材 土砂部用アローアンカー２５Ａ Ｌ－７５×７５×６×２ テ
ザック

スーパーロック工法部材 土砂部用アローアンカー２５Ａ 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020622
落石防止網（のり面防護網） スーパーロック工法部材 土砂部用アローアンカー２５Ｂ Ｌ－７５×７５×６×２ テ
ザック

スーパーロック工法部材 土砂部用アローアンカー２５Ｂ 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020624 落石防止網（のり面防護網） スーパーロック工法部材 交点アンカークリップ φ１２用　５０×１００ テザック スーパーロック工法部材 交点アンカークリップ　径１２用 個 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020626 落石防止網（のり面防護網） スーパーロック工法部材 交点クリップ φ１２用　５０×１００ テザック スーパーロック工法部材 交点クリップ　径１２用 個 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020628 落石防止網（のり面防護網） スーパーロック工法部材 厚金網 φ３．２×４２×３０　Ｚ－ＧＳ３ テザック スーパーロック工法部材 厚金網　Ｚ－ＧＳ３ ｍ２ 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（のり面防護網）―ブランド品― 1909020630 落石防止網（のり面防護網） スーパーロック工法部材 十手型アンカーピン φ９×２００ テザック スーパーロック工法部材 十手型アンカーピン 本 383 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

柵工材―ブランド品― 1905050505 柵工材 セトロン編柵 Ｄ１－０５０　目つぶし 瀬戸内金網商工 柵工材　セトロン編柵 Ｄ１－０５０　目つぶし ｍ 383 ○ ○ 1905 擁壁材

柵工材―ブランド品― 1905050510 柵工材 セトロン編柵 Ｄ１－０６０　目つぶし 瀬戸内金網商工 柵工材　セトロン編柵 Ｄ１－０６０　目つぶし ｍ 383 ○ ○ 1905 擁壁材
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柵工材―ブランド品― 1905050515 柵工材 セトロン編柵 Ｄ１－１００　目つぶし 瀬戸内金網商工 柵工材　セトロン編柵 Ｄ１－１００　目つぶし ｍ 383 ○ ○ 1905 擁壁材

柵工材―ブランド品― 1905050520 柵工材 セトロン編柵 Ｄ２－０５０　１０ｍｍ目 瀬戸内金網商工 柵工材　セトロン編柵 Ｄ２－０５０　１０ｍｍ目 ｍ 383 ○ ○ 1905 擁壁材

柵工材―ブランド品― 1905050525 柵工材 セトロン編柵 Ｄ２－０６０　１０ｍｍ目 瀬戸内金網商工 柵工材　セトロン編柵 Ｄ２－０６０　１０ｍｍ目 ｍ 383 ○ ○ 1905 擁壁材

柵工材―ブランド品― 1905050530 柵工材 セトロン編柵 Ｄ２－１００　１０ｍｍ目 瀬戸内金網商工 柵工材　セトロン編柵 Ｄ２－１００　１０ｍｍ目 ｍ 383 ○ ○ 1905 擁壁材

柵工材―ブランド品― 1905050535 柵工材 セトロン編柵 Ｄ４－０５０　１４ｍｍ目 瀬戸内金網商工 柵工材　セトロン編柵 Ｄ４－０５０　１４ｍｍ目 ｍ 383 ○ ○ 1905 擁壁材

柵工材―ブランド品― 1905050540 柵工材 セトロン編柵 Ｄ４－０６０　１４ｍｍ目 瀬戸内金網商工 柵工材　セトロン編柵 Ｄ４－０６０　１４ｍｍ目 ｍ 383 ○ ○ 1905 擁壁材

柵工材―ブランド品― 1905050545 柵工材 セトロン編柵 Ｄ４－１００　１４ｍｍ目 瀬戸内金網商工 柵工材　セトロン編柵 Ｄ４－１００　１４ｍｍ目 ｍ 383 ○ ○ 1905 擁壁材

柵工材―ブランド品― 1905050550 柵工材 セトロン筋工 ＫＦ－６－Ｐ 瀬戸内金網商工 柵工材　セトロン筋工 ＫＦ－６－Ｐ ｍ 383 ○ ○ 1905 擁壁材

柵工材―ブランド品― 1905050555 柵工材 セトロン筋工 ＫＦ－４－Ｐ 瀬戸内金網商工 柵工材　セトロン筋工 ＫＦ－４－Ｐ ｍ 383 ○ ○ 1905 擁壁材

柵工材―ブランド品― 1905050560 柵工材 セトロン筋工 ＫＦ－３－Ｐ 瀬戸内金網商工 柵工材　セトロン筋工 ＫＦ－３－Ｐ ｍ 383 ○ ○ 1905 擁壁材

柵工材―ブランド品― 1905052505 柵工材 土留鋼板 ＰＳＷ１８４５　０．６×４３５×１，８１５ｍｍ ニッケンフェンス＆メタル 柵工材　土留鋼板 ＰＳＷ１８４５　０．６×４３５ 枚 384 ○ ○ 1905 擁壁材

柵工材―ブランド品― 1905052510 柵工材 土留鋼板用支柱（先端つぶし加工） ＰＳＰ４８１０　φ４８．６×１，０００ｍｍ ニッケンフェンス＆メタル 柵工材　土留鋼板用支柱 ＰＳＰ４８１０　１０００ｍｍ 本 384 ○ ○ 1905 擁壁材

柵工材―ブランド品― 1905052515 柵工材 土留鋼板用支柱（先端つぶし加工） ＰＳＰ４８１５　φ４８．６×１，５００ｍｍ ニッケンフェンス＆メタル 柵工材　土留鋼板用支柱 ＰＳＰ４８１５　１５００ｍｍ 本 384 ○ ○ 1905 擁壁材

柵工材―ブランド品― 1905052520 柵工材 土留鋼板用支柱（先端つぶし加工） ＰＳＰ４８２０　φ４８．６×２，０００ｍｍ ニッケンフェンス＆メタル 柵工材　土留鋼板用支柱 ＰＳＰ４８２０　２０００ｍｍ 本 384 ○ ○ 1905 擁壁材

柵工材―ブランド品― 1905052525 柵工材 支柱用キャップ ＰＳＭＣＡＰ　φ４８．６パイプ用 ニッケンフェンス＆メタル 柵工材　支柱用キャップ ＰＳＭＣＡＰ　径４８．６ｍｍ 個 384 ○ ○ 1905 擁壁材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043045
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ５本掛 柵高１．５ｍ　（部材）　ケー
ブル（金網３種亜鉛めっき）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ５本掛用　ケーブル　めっき ｍ 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043050
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ５本掛 柵高１．５ｍ　（部材）　中間
支柱（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ５本掛用　中間支柱　めっき 本 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043055
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ５本掛 柵高１．５ｍ　（部材）　端末
支柱（索端金具付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ５本掛用　端末支柱　めっき 本 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材
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落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043060
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ５本掛 柵高１．５ｍ　（部材）　間隔
保持材（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ５本掛用　間隔保持材　めっき 箇所 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043065
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ７本掛 柵高２．０ｍ　（部材）　ケー
ブル（金網３種亜鉛めっき）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ７本掛用　ケーブル　めっき ｍ 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043070
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ７本掛 柵高２．０ｍ　（部材）　中間
支柱（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ７本掛用　中間支柱　めっき 本 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043075
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ７本掛 柵高２．０ｍ　（部材）　端末
支柱（索端金具付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ７本掛用　端末支柱　めっき 本 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043080
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ７本掛 柵高２．０ｍ　（部材）　間隔
保持材（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ７本掛用　間隔保持材　めっき 箇所 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909042490
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ８本掛 柵高２．５ｍ　（部材）　ケー
ブル（金網３種亜鉛めっき）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ８本掛用　ケーブル　めっき ｍ 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909042495
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ８本掛 柵高２．５ｍ　（部材）　中間
支柱（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ８本掛用　中間支柱　めっき 本 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909042500
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ８本掛 柵高２．５ｍ　（部材）　端末
支柱（索端金具付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ８本掛用　端末支柱　めっき 本 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909042505
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） ８本掛 柵高２．５ｍ　（部材）　間隔
保持材（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ８本掛用　間隔保持材　めっき 箇所 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043145
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ５本掛 柵高１．５ｍ　（部
材）　ケーブル（金網３種着色塗装亜鉛めっき）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ５本掛用　ケーブル　めっき塗装 ｍ 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043150
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ５本掛 柵高１．５ｍ　（部
材）　中間支柱（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ５本掛用　中間支柱　めっき塗装 本 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043155
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ５本掛 柵高１．５ｍ　（部
材）　端末支柱（索端金具付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ５本掛用　端末支柱　めっき塗装 本 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043160
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ５本掛 柵高１．５ｍ　（部
材）　間隔保持材（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ５本掛用　間隔保持材めっき塗装 箇所 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043165
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ７本掛 柵高２．０ｍ　（部
材）　ケーブル（金網３種着色塗装亜鉛めっき）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ７本掛用　ケーブル　めっき塗装 ｍ 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043170
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ７本掛 柵高２．０ｍ　（部
材）　中間支柱（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ７本掛用　中間支柱　めっき塗装 本 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043175
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ７本掛 柵高２．０ｍ　（部
材）　端末支柱（索端金具付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ７本掛用　端末支柱　めっき塗装 本 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043180
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ７本掛 柵高２．０ｍ　（部
材）　間隔保持材（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ７本掛用　間隔保持材めっき塗装 箇所 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043185
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ８本掛 柵高２．５ｍ　（部
材）　ケーブル（金網３種着色塗装亜鉛めっき）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ８本掛用　ケーブル　めっき塗装 ｍ 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材
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落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043190
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ８本掛 柵高２．５ｍ　（部
材）　中間支柱（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ８本掛用　中間支柱　めっき塗装 本 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043195
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ８本掛 柵高２．５ｍ　（部
材）　端末支柱（索端金具付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ８本掛用　端末支柱　めっき塗装 本 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043200
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき＋焼付塗装仕上げ，ステー無し） ８本掛 柵高２．５ｍ　（部
材）　間隔保持材（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 ８本掛用　間隔保持材めっき塗装 箇所 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（ロックガード） 1909042465
落石防護柵（ロックガード） ＢＲＧ－３０（亜鉛めっき仕上げ）　１０本掛　柵高３．０ｍ　（部材）　ケーブル（金
網４種亜鉛めっき）

落石防護柵（ロックガード） ＢＲＧ－３０　ケーブル ｍ 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（ロックガード） 1909042470
落石防護柵（ロックガード） ＢＲＧ－３０（亜鉛めっき仕上げ）　１０本掛　柵高３．０ｍ　（部材）　中間支柱（Ｕ
ボルト付き）

落石防護柵（ロックガード） ＢＲＧ－３０　中間支柱 本 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（ロックガード） 1909042475
落石防護柵（ロックガード） ＢＲＧ－３０（亜鉛めっき仕上げ）　１０本掛　柵高３．０ｍ　（部材）　端末支柱（索
端金具付き）

落石防護柵（ロックガード） ＢＲＧ－３０　端末支柱 本 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（ロックガード） 1909042480
落石防護柵（ロックガード） ＢＲＧ－３０（亜鉛めっき仕上げ）　１０本掛　柵高３．０ｍ　（部材）　補助中間支柱
（Ｕボルト付き）

落石防護柵（ロックガード） ＢＲＧ－３０　補助中間支柱 本 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（ロックガード） 1909042485
落石防護柵（ロックガード） ＢＲＧ－３０（亜鉛めっき仕上げ）　１０本掛　柵高３．０ｍ　（部材）　ケーブル間隔
保持材（Ｕボルト付き）

落石防護柵（ロックガード） ＢＲＧ－３０ケーブル間隔保持材 本 384 ○ ○ 1909 落石・雪崩防止材

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031001 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ相当品 コルゲートパイプ　円形１形 径３００×Ｔ１．６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031002 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１ コルゲートパイプ　円形１形 径４００×Ｔ１．６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031003 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ相当品 コルゲートパイプ　円形１形 径５００×Ｔ１．６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031004 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１ コルゲートパイプ　円形１形 径６００×Ｔ１．６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031006 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１ コルゲートパイプ　円形１形 径８００×Ｔ１．６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031008
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１０００×Ｔ１．６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031010
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１２００×Ｔ１．６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031012
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１３５０×Ｔ１．６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031014
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１５００×Ｔ１．６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031016
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１６５０×Ｔ１．６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（円形１形） 1919031018
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１８００×Ｔ１．６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031019 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ相当品 コルゲートパイプ　円形１形 径３００×Ｔ２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031020 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１ コルゲートパイプ　円形１形 径４００×Ｔ２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031021 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ相当品 コルゲートパイプ　円形１形 径５００×Ｔ２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031022 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１ コルゲートパイプ　円形１形 径６００×Ｔ２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031024 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１ コルゲートパイプ　円形１形 径８００×Ｔ２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031026
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１０００×Ｔ２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031028
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１２００×Ｔ２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031030
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１３５０×Ｔ２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031032
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１５００×Ｔ２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031034
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１６５０×Ｔ２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031036
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１８００×Ｔ２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031037 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ相当品 コルゲートパイプ　円形１形 径３００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031038 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１ コルゲートパイプ　円形１形 径４００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031039 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ相当品 コルゲートパイプ　円形１形 径５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031040 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１ コルゲートパイプ　円形１形 径６００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031042 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１ コルゲートパイプ　円形１形 径８００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031044
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１０００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（円形１形） 1919031046
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１２００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031048
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１３５０×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031050
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031052
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１６５０×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031054
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１８００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031055 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ相当品 コルゲートパイプ　円形１形 径３００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031056 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１ コルゲートパイプ　円形１形 径４００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031057 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ相当品 コルゲートパイプ　円形１形 径５００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031058 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１ コルゲートパイプ　円形１形 径６００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031060 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１ コルゲートパイプ　円形１形 径８００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031062
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１０００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031064
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１２００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031066
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１３５０×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031068
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１５００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031070
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１６５０×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031072
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１８００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031073 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ相当品 コルゲートパイプ　円形１形 径３００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031074 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１ コルゲートパイプ　円形１形 径４００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（円形１形） 1919031075 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ相当品 コルゲートパイプ　円形１形 径５００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031076 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１ コルゲートパイプ　円形１形 径６００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031078 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１ コルゲートパイプ　円形１形 径８００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031080
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１０００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031082
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１２００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031084
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１３５０×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031086
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１５００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031088
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１６５０×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919031090
コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
７１

コルゲートパイプ　円形１形 径１８００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040201 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形１形用　径３００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040202 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形１形用　径４００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040203 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形１形用　径５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040204 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形１形用　径６００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040206 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形１形用　径８００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040208 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形１形用　径１０００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040210 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形１形用　径１２００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040212 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形１形用　径１３５０ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040214 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形１形用　径１５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（円形１形） 1919040216 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形１形用　径１６５０ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040218 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形１形用　径１８００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040401 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／２　径３００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040402 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／２　径４００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040403 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／２　径５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040404 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／２　径６００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040406 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／２　径８００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040408 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／２　径１０００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040410 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／２　径１２００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040412 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／２　径１３５０ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040414 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／２　径１５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040416 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／２　径１６５０ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040418 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／２　径１８００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040601 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／４　径３００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040602 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／４　径４００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040603 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／４　径５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040604 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／４　径６００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040606 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／４　径８００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（円形１形） 1919040608 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／４　径１０００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040610 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／４　径１２００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040612 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／４　径１３５０ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040614 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／４　径１５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040616 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／４　径１６５０ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040618 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形１形用　１／４　径１８００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040801 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径３００ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形１形用　径３００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040802 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径４００ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形１形用　径４００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040803 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径５００ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形１形用　径５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040804 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径６００ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形１形用　径６００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040806 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径８００ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形１形用　径８００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040808 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，０００ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形１形用　径１０００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040810 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，２００ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形１形用　径１２００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040812 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，３５０ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形１形用　径１３５０ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040814 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形１形用　径１５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040816 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，６５０ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形１形用　径１６５０ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形１形） 1919040818 コルゲートパイプ（円形１形） フランジ型（めっき仕上げ） 直径１，８００ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形１形用　径１８００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033001
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１２５０×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（円形２形） 1919033002
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033004
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１７５０×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033006
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径２０００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033008
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径２５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033010
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径３０００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033012
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径３５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033014
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径４０００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033016
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径４５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033017
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１２５０×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033018
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１５００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033020
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１７５０×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033022
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径２０００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033024
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径２５００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033026
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径３０００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033028
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径３５００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033030
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径４０００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033032
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径４５００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033033
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１２５０×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

1067 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033034
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１５００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033036
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１７５０×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033038
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径２０００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033040
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径２５００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033042
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径３０００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033044
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径３５００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033046
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径４０００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033048
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径４５００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033049
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１２５０×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033050
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１５００×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033052
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１７５０×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033054
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径２０００×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033056
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径２５００×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033058
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径３０００×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033060
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径３５００×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033062
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径４０００×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033064
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径４５００×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033065
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１２５０×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（円形２形） 1919033066
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１５００×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033068
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１７５０×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033070
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径２０００×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033072
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径２５００×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033074
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径３０００×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033076
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径３５００×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033078
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径４０００×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033080
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径４５００×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033081
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１２５０×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033082
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１５００×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033084
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１７５０×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033086
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径２０００×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033088
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径２５００×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033090
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径３０００×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033092
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径３５００×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033094
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径４０００×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033096
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径４５００×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033097
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１２５０×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（円形２形） 1919033098
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１５００×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033100
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径１７５０×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033102
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径２０００×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033104
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径２５００×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033106
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径３０００×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033108
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径３５００×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033110
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径４０００×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919033112
コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７
１

コルゲートパイプ　円形２形 径４５００×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041001 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形２形用　径１２５０ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041002 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形２形用　径１５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041004 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形２形用　径１７５０ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041006 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形２形用　径２０００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041008 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形２形用　径２５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041010 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形２形用　径３０００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041012 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形２形用　径３５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041014 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形２形用　径４０００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041016 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ ライニング コルゲートパイプ　ライニング 円形２形用　径４５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041201 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／２　径１２５０ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（円形２形） 1919041202 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／２　径１５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041204 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／２　径１７５０ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041206 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／２　径２０００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041208 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／２　径２５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041210 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／２　径３０００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041212 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／２　径３５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041214 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／２　径４０００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041216 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ １／２ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／２　径４５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041401 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／４　径１２５０ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041402 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／４　径１５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041404 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／４　径１７５０ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041406 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／４　径２０００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041408 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／４　径２５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041410 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／４　径３０００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041412 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／４　径３５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041414 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／４　径４０００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041416 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ １／４ペービング コルゲートパイプ　ペービング 円形２形用　１／４　径４５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041601 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，２５０ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形２形用　径１２５０ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（円形２形） 1919041602 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，５００ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形２形用　径１５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041604 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径１，７５０ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形２形用　径１７５０ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041606 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，０００ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形２形用　径２０００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041608 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径２，５００ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形２形用　径２５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041610 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，０００ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形２形用　径３０００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041612 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径３，５００ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形２形用　径３５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041614 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，０００ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形２形用　径４０００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（円形２形） 1919041616 コルゲートパイプ（円形２形） ラップ型（めっき仕上げ） 直径４，５００ｍｍ パッキング コルゲートパイプ　パッキング 円形２形用　径４５００ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034002
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間１，
５００ｍｍ 立上がりＲ８１０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 １５００×８１０×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034004
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，
０００ｍｍ 立上がりＲ１，０６０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ２０００×１０６０×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034006
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，
５００ｍｍ 立上がりＲ１，３１０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ２５００×１３１０×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034008
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，
０００ｍｍ 立上がりＲ１，５６０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ３０００×１５６０×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034010
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，
５００ｍｍ 立上がりＲ１，８１０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ３５００×１８１０×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034012
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，
０００ｍｍ 立上がりＲ２，０６０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ４０００×２０６０×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034014
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，
５００ｍｍ 立上がりＲ２，３１０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ４５００×２３１０×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034016
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，
０００ｍｍ 立上がりＲ２，５６０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ５０００×２５６０×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034018
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，
５００ｍｍ 立上がりＲ２，８１０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ５５００×２８１０×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034020
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，
０００ｍｍ 立上がりＲ３，０６０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ６０００×３０６０×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034022
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，
５００ｍｍ 立上がりＲ３，３１０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ６５００×３３１０×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034024
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間７，
０００ｍｍ 立上がりＲ３，５６０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ７０００×３５６０×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034026
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間１，
５００ｍｍ 立上がりＲ８１０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 １５００×８１０×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034028
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，
０００ｍｍ 立上がりＲ１，０６０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ２０００×１０６０×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034030
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，
５００ｍｍ 立上がりＲ１，３１０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ２５００×１３１０×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034032
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，
０００ｍｍ 立上がりＲ１，５６０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ３０００×１５６０×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034034
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，
５００ｍｍ 立上がりＲ１，８１０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ３５００×１８１０×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034036
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，
０００ｍｍ 立上がりＲ２，０６０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ４０００×２０６０×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034038
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，
５００ｍｍ 立上がりＲ２，３１０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ４５００×２３１０×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034040
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，
０００ｍｍ 立上がりＲ２，５６０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ５０００×２５６０×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034042
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，
５００ｍｍ 立上がりＲ２，８１０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ５５００×２８１０×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034044
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，
０００ｍｍ 立上がりＲ３，０６０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ６０００×３０６０×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034046
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，
５００ｍｍ 立上がりＲ３，３１０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ６５００×３３１０×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034048
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間７，
０００ｍｍ 立上がりＲ３，５６０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ７０００×３５６０×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034050
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間１，
５００ｍｍ 立上がりＲ８１０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 １５００×８１０×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034052
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，
０００ｍｍ 立上がりＲ１，０６０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ２０００×１０６０×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034054
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，
５００ｍｍ 立上がりＲ１，３１０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ２５００×１３１０×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034056
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，
０００ｍｍ 立上がりＲ１，５６０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ３０００×１５６０×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034058
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，
５００ｍｍ 立上がりＲ１，８１０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ３５００×１８１０×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034060
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，
０００ｍｍ 立上がりＲ２，０６０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ４０００×２０６０×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034062
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，
５００ｍｍ 立上がりＲ２，３１０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ４５００×２３１０×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034064
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，
０００ｍｍ 立上がりＲ２，５６０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ５０００×２５６０×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034066
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，
５００ｍｍ 立上がりＲ２，８１０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ５５００×２８１０×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034068
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，
０００ｍｍ 立上がりＲ３，０６０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ６０００×３０６０×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034070
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，
５００ｍｍ 立上がりＲ３，３１０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ６５００×３３１０×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034072
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間７，
０００ｍｍ 立上がりＲ３，５６０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ７０００×３５６０×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034074
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間１，
５００ｍｍ 立上がりＲ８１０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 １５００×８１０×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034076
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，
０００ｍｍ 立上がりＲ１，０６０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ２０００×１０６０×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034078
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，
５００ｍｍ 立上がりＲ１，３１０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ２５００×１３１０×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034080
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，
０００ｍｍ 立上がりＲ１，５６０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ３０００×１５６０×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034082
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，
５００ｍｍ 立上がりＲ１，８１０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ３５００×１８１０×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034084
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，
０００ｍｍ 立上がりＲ２，０６０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ４０００×２０６０×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034086
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，
５００ｍｍ 立上がりＲ２，３１０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ４５００×２３１０×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034088
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，
０００ｍｍ 立上がりＲ２，５６０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ５０００×２５６０×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034090
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，
５００ｍｍ 立上がりＲ２，８１０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ５５００×２８１０×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034092
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，
０００ｍｍ 立上がりＲ３，０６０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ６０００×３０６０×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

1074 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034094
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，
５００ｍｍ 立上がりＲ３，３１０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ６５００×３３１０×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034096
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間７，
０００ｍｍ 立上がりＲ３，５６０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ７０００×３５６０×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034098
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間１，
５００ｍｍ 立上がりＲ８１０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 １５００×８１０×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034100
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，
０００ｍｍ 立上がりＲ１，０６０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ２０００×１０６０×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034102
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，
５００ｍｍ 立上がりＲ１，３１０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ２５００×１３１０×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034104
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，
０００ｍｍ 立上がりＲ１，５６０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ３０００×１５６０×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034106
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，
５００ｍｍ 立上がりＲ１，８１０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ３５００×１８１０×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034108
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，
０００ｍｍ 立上がりＲ２，０６０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ４０００×２０６０×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034110
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，
５００ｍｍ 立上がりＲ２，３１０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ４５００×２３１０×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034112
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，
０００ｍｍ 立上がりＲ２，５６０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ５０００×２５６０×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034114
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，
５００ｍｍ 立上がりＲ２，８１０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ５５００×２８１０×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034116
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，
０００ｍｍ 立上がりＲ３，０６０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ６０００×３０６０×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034118
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，
５００ｍｍ 立上がりＲ３，３１０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ６５００×３３１０×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034120
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間７，
０００ｍｍ 立上がりＲ３，５６０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ７０００×３５６０×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034122
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間１，
５００ｍｍ 立上がりＲ８１０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 １５００×８１０×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034124
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，
０００ｍｍ 立上がりＲ１，０６０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ２０００×１０６０×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034126
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，
５００ｍｍ 立上がりＲ１，３１０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ２５００×１３１０×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034128
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，
０００ｍｍ 立上がりＲ１，５６０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ３０００×１５６０×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034130
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，
５００ｍｍ 立上がりＲ１，８１０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ３５００×１８１０×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034132
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，
０００ｍｍ 立上がりＲ２，０６０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ４０００×２０６０×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034134
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，
５００ｍｍ 立上がりＲ２，３１０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ４５００×２３１０×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034136
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，
０００ｍｍ 立上がりＲ２，５６０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ５０００×２５６０×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034138
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，
５００ｍｍ 立上がりＲ２，８１０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ５５００×２８１０×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034140
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，
０００ｍｍ 立上がりＲ３，０６０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ６０００×３０６０×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034142
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，
５００ｍｍ 立上がりＲ３，３１０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ６５００×３３１０×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034144
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間７，
０００ｍｍ 立上がりＲ３，５６０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ７０００×３５６０×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034146
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間１，
５００ｍｍ 立上がりＲ８１０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 １５００×８１０×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034148
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，
０００ｍｍ 立上がりＲ１，０６０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ２０００×１０６０×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034150
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間２，
５００ｍｍ 立上がりＲ１，３１０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ２５００×１３１０×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034152
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，
０００ｍｍ 立上がりＲ１，５６０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ３０００×１５６０×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034154
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間３，
５００ｍｍ 立上がりＲ１，８１０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ３５００×１８１０×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034156
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，
０００ｍｍ 立上がりＲ２，０６０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ４０００×２０６０×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034158
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間４，
５００ｍｍ 立上がりＲ２，３１０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ４５００×２３１０×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034160
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，
０００ｍｍ 立上がりＲ２，５６０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ５０００×２５６０×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034162
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間５，
５００ｍｍ 立上がりＲ２，８１０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ５５００×２８１０×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034164
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，
０００ｍｍ 立上がりＲ３，０６０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ６０００×３０６０×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034166
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間６，
５００ｍｍ 立上がりＲ３，３１０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ６５００×３３１０×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919034168
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） アーチ形 径間７，
０００ｍｍ 立上がりＲ３，５６０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　アーチ形 ７０００×３５６０×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035002
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２０００×１５００×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035004
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，３００ｍｍ 立上がりＲ１，６５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２３００×１６５０×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035006
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，７００ｍｍ 立上がりＲ１，８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２７００×１８００×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035008
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，９５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ３０００×１９５０×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035010
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間３，７００ｍｍ 立上がりＲ２，２５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ３７００×２２５０×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035012
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間４，４００ｍｍ 立上がりＲ２，６００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ４４００×２６００×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035014
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間５，１００ｍｍ 立上がりＲ２，９００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ５１００×２９００×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035016
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間５，８００ｍｍ 立上がりＲ３，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ５８００×３２００×２．７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035018
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２０００×１５００×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035020
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，３００ｍｍ 立上がりＲ１，６５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２３００×１６５０×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035022
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，７００ｍｍ 立上がりＲ１，８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２７００×１８００×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035024
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，９５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ３０００×１９５０×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035026
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間３，７００ｍｍ 立上がりＲ２，２５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ３７００×２２５０×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035028
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間４，４００ｍｍ 立上がりＲ２，６００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ４４００×２６００×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035030
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間５，１００ｍｍ 立上がりＲ２，９００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ５１００×２９００×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035032
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間５，８００ｍｍ 立上がりＲ３，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ５８００×３２００×３．２ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035034
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２０００×１５００×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035036
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，３００ｍｍ 立上がりＲ１，６５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２３００×１６５０×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035038
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，７００ｍｍ 立上がりＲ１，８００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２７００×１８００×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035040
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，９５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ３０００×１９５０×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035042
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間３，７００ｍｍ 立上がりＲ２，２５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ３７００×２２５０×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035044
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間４，４００ｍｍ 立上がりＲ２，６００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ４４００×２６００×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035046
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間５，１００ｍｍ 立上がりＲ２，９００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ５１００×２９００×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035048
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間５，８００ｍｍ 立上がりＲ３，２００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ５８００×３２００×４ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035050
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２０００×１５００×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035052
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，３００ｍｍ 立上がりＲ１，６５０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２３００×１６５０×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035054
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，７００ｍｍ 立上がりＲ１，８００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２７００×１８００×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035056
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，９５０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ３０００×１９５０×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035058
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間３，７００ｍｍ 立上がりＲ２，２５０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ３７００×２２５０×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035060
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間４，４００ｍｍ 立上がりＲ２，６００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ４４００×２６００×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035062
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間５，１００ｍｍ 立上がりＲ２，９００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ５１００×２９００×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035064
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間５，８００ｍｍ 立上がりＲ３，２００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ５８００×３２００×４．５ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035066
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２０００×１５００×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035068
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，３００ｍｍ 立上がりＲ１，６５０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２３００×１６５０×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035070
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，７００ｍｍ 立上がりＲ１，８００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２７００×１８００×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035072
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，９５０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ３０００×１９５０×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035074
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間３，７００ｍｍ 立上がりＲ２，２５０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ３７００×２２５０×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035076
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間４，４００ｍｍ 立上がりＲ２，６００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ４４００×２６００×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035078
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間５，１００ｍｍ 立上がりＲ２，９００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ５１００×２９００×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035080
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間５，８００ｍｍ 立上がりＲ３，２００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ５８００×３２００×５．３ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035082
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２０００×１５００×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035084
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，３００ｍｍ 立上がりＲ１，６５０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２３００×１６５０×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035086
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，７００ｍｍ 立上がりＲ１，８００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２７００×１８００×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035088
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，９５０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ３０００×１９５０×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035090
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間３，７００ｍｍ 立上がりＲ２，２５０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ３７００×２２５０×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035092
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間４，４００ｍｍ 立上がりＲ２，６００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ４４００×２６００×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035094
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間５，１００ｍｍ 立上がりＲ２，９００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ５１００×２９００×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035096
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間５，８００ｍｍ 立上がりＲ３，２００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ５８００×３２００×６ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035098
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，０００ｍｍ 立上がりＲ１，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２０００×１５００×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035100
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，３００ｍｍ 立上がりＲ１，６５０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２３００×１６５０×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035102
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間２，７００ｍｍ 立上がりＲ１，８００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ２７００×１８００×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035104
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間３，０００ｍｍ 立上がりＲ１，９５０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ３０００×１９５０×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035106
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間３，７００ｍｍ 立上がりＲ２，２５０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ３７００×２２５０×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035108
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間４，４００ｍｍ 立上がりＲ２，６００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ４４００×２６００×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035110
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間５，１００ｍｍ 立上がりＲ２，９００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ５１００×２９００×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919035112
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） パイプアーチ形 径
間５，８００ｍｍ 立上がりＲ３，２００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートパイプ　パイプアーチ ５８００×３２００×７ ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036001
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，３３０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１３３０×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036002
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036004
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，７５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１７５０×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036006
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径２，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径２０００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036008
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径２，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径２５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036010
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径３，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径３０００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036012
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径３，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径３５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036014
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径４，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径４０００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036016
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径４，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径４５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036017
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，３３０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１３３０×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036018
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１５００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036020
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，７５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１７５０×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036022
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径２，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径２０００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036024
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径２，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径２５００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036026
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径３，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径３０００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036028
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径３，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径３５００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036030
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径４，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径４０００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036032
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径４，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径４５００×Ｔ３．２　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036033
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，３３０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１３３０×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036034
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１５００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036036
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，７５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１７５０×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036038
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径２，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径２０００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036040
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径２，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径２５００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036042
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径３，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径３０００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036044
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径３，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径３５００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036046
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径４，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径４０００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036048
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径４，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径４５００×Ｔ４　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036049
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，３３０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１３３０×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036050
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１５００×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036052
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，７５０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１７５０×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036054
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径２，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径２０００×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036056
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径２，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径２５００×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036058
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径３，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径３０００×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036060
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径３，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径３５００×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036062
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径４，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径４０００×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036064
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径４，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径４５００×Ｔ４．５　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036065
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，３３０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１３３０×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036066
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１５００×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036068
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，７５０ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１７５０×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036070
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径２，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径２０００×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036072
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径２，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径２５００×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036074
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径３，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径３０００×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036076
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径３，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径３５００×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036078
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径４，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径４０００×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036080
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径４，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径４５００×Ｔ５．３　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036081
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，３３０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１３３０×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036082
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１５００×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036084
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，７５０ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１７５０×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036086
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径２，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径２０００×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036088
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径２，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径２５００×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036090
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径３，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径３０００×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036092
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径３，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径３５００×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036094
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径４，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径４０００×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036096
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径４，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径４５００×Ｔ６　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036097
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，３３０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１３３０×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036098
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１５００×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036100
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径１，７５０ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径１７５０×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036102
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径２，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径２０００×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036104
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径２，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径２５００×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036106
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径３，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径３０００×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036108
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径３，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径３５００×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036110
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径４，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径４０００×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ
形・エロンゲーション形）

1919036112
コルゲートパイプ（アーチ形・パイプアーチ形・エロンゲーション形） ラップ型（めっき仕上げ） エロンゲーション
形 呼び径４，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４７１

コルゲートＰエロンゲーション形 径４５００×Ｔ７　めっき ｍ 385 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（加算額・加工費） 1919100010 コルゲートパイプ 底部シュー取り付け加算額 Ｌ（アングル） コルゲートパイプ　加算額 底部シュー取付Ｌ（アングル） ｍ 386 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（加算額・加工費） 1919100020 コルゲートパイプ 底部シュー取り付け加算額 Ｃ（チャンネル） コルゲートパイプ　加算額 底部シュー取付Ｃ（チャンネル） ｍ 386 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（加算額・加工費） 1919101010 コルゲートパイプ 角度管加工費 円形１形（円周当たり） コルゲートパイプ　加工費 角度管　円形１形 ｍ 386 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートパイプ（加算額・加工費） 1919101020 コルゲートパイプ 角度管加工費 円形２形（円周当たり） コルゲートパイプ　加工費 角度管　円形２形 ｍ 386 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲートＵ字フリューム 1601011010 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅３５０ｍｍ×高３５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ３５０×３５０×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路
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コルゲートＵ字フリューム 1601011020 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ４００×４００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011030 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ４５０×４５０×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011040 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ５００×５００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011050 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５５０ｍｍ×高５５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ５５０×５５０×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011060 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ６００×６００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011070 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６５０ｍｍ×高６５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ６５０×６５０×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011080 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７００ｍｍ×高７００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ７００×７００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011090 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７５０ｍｍ×高７５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ７５０×７５０×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011100 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅３５０ｍｍ×高３５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ３５０×３５０×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011110 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ４００×４００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011120 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ４５０×４５０×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011130 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ５００×５００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011140 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５５０ｍｍ×高５５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ５５０×５５０×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011150 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ６００×６００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011160 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６５０ｍｍ×高６５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ６５０×６５０×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011170 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７００ｍｍ×高７００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ７００×７００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011180 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７５０ｍｍ×高７５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ７５０×７５０×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011190 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅３５０ｍｍ×高３５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ３５０×３５０×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路
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コルゲートＵ字フリューム 1601011200 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ４００×４００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011210 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ４５０×４５０×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011220 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ５００×５００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011230 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５５０ｍｍ×高５５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ５５０×５５０×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011240 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ６００×６００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011250 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６５０ｍｍ×高６５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ６５０×６５０×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011260 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７００ｍｍ×高７００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ７００×７００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011270 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７５０ｍｍ×高７５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ７５０×７５０×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011300 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ４５０×４５０×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011310 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ５００×５００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011320 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５５０ｍｍ×高５５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ５５０×５５０×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011330 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ６００×６００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011340 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６５０ｍｍ×高６５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ６５０×６５０×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011350 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７００ｍｍ×高７００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ７００×７００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601011360 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７５０ｍｍ×高７５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ａ形 ７５０×７５０×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020305 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅３５０ｍｍ×高３５０ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ａ形　３５０×３５０ｍｍ 本 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020310 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ａ形　４００×４００ｍｍ 本 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020315 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ａ形　４５０×４５０ｍｍ 本 386 ○ ○ 1601 鋼製水路
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コルゲートＵ字フリューム 1601020320 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ａ形　５００×５００ｍｍ 本 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020325 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５５０ｍｍ×高５５０ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ａ形　５５０×５５０ｍｍ 本 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020330 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ａ形　６００×６００ｍｍ 本 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020335 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６５０ｍｍ×高６５０ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ａ形　６５０×６５０ｍｍ 本 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020340 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７００ｍｍ×高７００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ａ形　７００×７００ｍｍ 本 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020345 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７５０ｍｍ×高７５０ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ａ形　７５０×７５０ｍｍ 本 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020205 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅３５０ｍｍ×高３５０ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ａ形　３５０×３５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020210 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ａ形　４００×４００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020215 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅４５０ｍｍ×高４５０ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ａ形　４５０×４５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020220 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ａ形　５００×５００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020225 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅５５０ｍｍ×高５５０ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ａ形　５５０×５５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020230 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ａ形　６００×６００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020235 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅６５０ｍｍ×高６５０ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ａ形　６５０×６５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020240 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７００ｍｍ×高７００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ａ形　７００×７００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020245 コルゲートＵ字フリューム Ａ形 めっき仕上げ（フランジ付き） 内幅７５０ｍｍ×高７５０ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ａ形　７５０×７５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012450 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ８００×４５０×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012460 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ８００×７５０×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012470 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ９００×８００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路
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コルゲートＵ字フリューム 1601012480 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １０００×６００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012490 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １０００×８５０×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012500 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １１００×９００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012510 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １２００×７００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012520 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １２００×９５０×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012530 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １３００×１０００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012540 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １４００×８００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012550 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １４００×１０５０×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012010 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ８００×４５０×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012020 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ８００×７５０×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012030 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ９００×８００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012040 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １０００×６００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012050 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １０００×８５０×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012060 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １１００×９００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012070 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １２００×７００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012080 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １２００×９５０×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012090 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １３００×１０００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012100 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １４００×８００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路
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コルゲートＵ字フリューム 1601012110 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １４００×１０５０×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012120 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ８００×４５０×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012130 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ８００×７５０×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012140 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ９００×８００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012150 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １０００×６００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012160 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １０００×８５０×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012170 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １１００×９００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012180 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １２００×７００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012190 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １２００×９５０×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012200 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １３００×１０００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012210 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １４００×８００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012220 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １４００×１０５０×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012230 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ８００×４５０×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012240 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ８００×７５０×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012250 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ９００×８００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012260 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １０００×６００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012270 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １０００×８５０×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012280 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １１００×９００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路
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コルゲートＵ字フリューム 1601012290 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １２００×７００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012300 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １２００×９５０×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012310 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １３００×１０００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012320 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １４００×８００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012330 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １４００×１０５０×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012340 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ８００×４５０×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012350 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ８００×７５０×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012360 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 ９００×８００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012370 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １０００×６００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012380 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １０００×８５０×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012390 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １１００×９００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012400 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １２００×７００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012410 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １２００×９５０×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012420 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １３００×１０００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012430 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １４００×８００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601012440 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｂ形 １４００×１０５０×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020605 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｂ形　８００×４５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020610 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｂ形　８００×７５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路
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コルゲートＵ字フリューム 1601020615 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｂ形　９００×８００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020620 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｂ形　１０００×６００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020625 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｂ形　１０００×８５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020630 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｂ形　１１００×９００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020635 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｂ形　１２００×７００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020640 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｂ形　１２００×９５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020645 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｂ形　１３００×１０００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020650 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｂ形　１４００×８００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020655 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｂ形　１４００×１０５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020805 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｂ形　８００×４５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020810 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｂ形　８００×７５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020815 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｂ形　９００×８００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020820 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｂ形　１０００×６００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020825 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｂ形　１０００×８５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020830 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｂ形　１１００×９００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020835 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｂ形　１２００×７００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020840 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｂ形　１２００×９５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020845 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｂ形　１３００×１０００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路
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コルゲートＵ字フリューム 1601020850 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｂ形　１４００×８００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601020855 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｂ形　１４００×１０５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021005 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ ロックワッシャー Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｂ形　８００×４５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021010 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ ロックワッシャー Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｂ形　８００×７５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021015 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ ロックワッシャー Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｂ形　９００×８００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021020 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ ロックワッシャー Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｂ形　１０００×６００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021025 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ ロックワッシャー Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｂ形　１０００×８５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021030 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ ロックワッシャー Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｂ形　１１００×９００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021035 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ ロックワッシャー Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｂ形　１２００×７００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021040 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ ロックワッシャー Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｂ形　１２００×９５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021045 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ ロックワッシャー Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｂ形　１３００×１０００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021050 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ ロックワッシャー Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｂ形　１４００×８００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021055 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ ロックワッシャー Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｂ形　１４００×１０５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021205 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高４５０ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｂ形　８００×４５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021210 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅８００ｍｍ×高７５０ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｂ形　８００×７５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021215 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｂ形　９００×８００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021220 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高６００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｂ形　１０００×６００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021225 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，０００ｍｍ×高８５０ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｂ形　１０００×８５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路
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コルゲートＵ字フリューム 1601021230 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，１００ｍｍ×高９００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｂ形　１１００×９００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021235 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高７００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｂ形　１２００×７００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021240 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，２００ｍｍ×高９５０ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｂ形　１２００×９５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021245 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｂ形　１３００×１０００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021250 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高８００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｂ形　１４００×８００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021255 コルゲートＵ字フリューム Ｂ形 めっき仕上げ 内幅１，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｂ形　１４００×１０５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013570 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，５００ｍｍ×高１，１００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １５００×１１００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013580 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高９００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １６００×９００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013590 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高１，１５０ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １６００×１１５０×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013600 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １７００×１２００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013610 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，０００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １８００×１０００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013620 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １８００×１２００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013630 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １９００×１２００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013640 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２０００×１２００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013650 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，１００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２１００×１２００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013660 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２２００×１２００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013670 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，３００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２３００×１２００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013680 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，４００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２４００×１４００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路
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コルゲートＵ字フリューム 1601013690 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，５００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２５００×１４００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013700 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，６００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚１．６ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２６００×１４００×１．６ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013010 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，５００ｍｍ×高１，１００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １５００×１１００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013020 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高９００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １６００×９００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013030 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高１，１５０ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １６００×１１５０×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013040 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １７００×１２００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013050 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，０００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １８００×１０００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013060 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １８００×１２００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013070 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １９００×１２００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013080 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２０００×１２００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013090 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，１００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２１００×１２００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013100 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２２００×１２００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013110 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，３００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２３００×１２００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013120 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，４００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２４００×１４００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013130 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，５００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２５００×１４００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013140 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，６００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚２．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２６００×１４００×２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013150 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，５００ｍｍ×高１，１００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １５００×１１００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013160 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高９００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １６００×９００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路
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コルゲートＵ字フリューム 1601013170 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高１，１５０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １６００×１１５０×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013180 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １７００×１２００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013190 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １８００×１０００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013200 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １８００×１２００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013210 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １９００×１２００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013220 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２０００×１２００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013230 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，１００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２１００×１２００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013240 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２２００×１２００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013250 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，３００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２３００×１２００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013260 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，４００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２４００×１４００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013270 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，５００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２５００×１４００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013280 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，６００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２６００×１４００×２．７ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013290 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，５００ｍｍ×高１，１００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １５００×１１００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013300 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高９００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １６００×９００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013310 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高１，１５０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １６００×１１５０×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013320 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １７００×１２００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013330 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １８００×１０００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013340 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １８００×１２００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路
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コルゲートＵ字フリューム 1601013350 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １９００×１２００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013360 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２０００×１２００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013370 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，１００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２１００×１２００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013380 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２２００×１２００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013390 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，３００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２３００×１２００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013400 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，４００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２４００×１４００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013410 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，５００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２５００×１４００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013420 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，６００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２６００×１４００×３．２ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013430 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，５００ｍｍ×高１，１００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １５００×１１００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013440 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高９００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １６００×９００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013450 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高１，１５０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １６００×１１５０×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013460 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １７００×１２００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013470 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １８００×１０００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013480 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １８００×１２００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013490 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 １９００×１２００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013500 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２０００×１２００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013510 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，１００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２１００×１２００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013520 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２２００×１２００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路
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コルゲートＵ字フリューム 1601013530 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，３００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２３００×１２００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013540 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，４００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２４００×１４００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013550 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，５００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２５００×１４００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601013560 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，６００ｍｍ×高１，４００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ コルゲートＵ字フリューム　Ｃ形 ２６００×１４００×４ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021605 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，５００ｍｍ×高１，１００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｃ形　１５００×１１００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021610 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高９００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｃ形　１６００×９００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021615 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高１，１５０ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｃ形　１６００×１１５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021620 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｃ形　１７００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021625 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，０００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｃ形　１８００×１０００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021630 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，２００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｃ形　１８００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021635 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｃ形　１９００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021640 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｃ形　２０００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021645 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，１００ｍｍ×高１，２００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｃ形　２１００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021650 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｃ形　２２００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021655 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，３００ｍｍ×高１，２００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｃ形　２３００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021660 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，４００ｍｍ×高１，４００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｃ形　２４００×１４００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021665 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，５００ｍｍ×高１，４００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｃ形　２５００×１４００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021670 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，６００ｍｍ×高１，４００ｍｍ サイドアングル Ｕ字フリューム　サイドアングル Ｃ形　２６００×１４００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路
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コルゲートＵ字フリューム 1601021805 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，５００ｍｍ×高１，１００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｃ形　１５００×１１００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021810 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高９００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｃ形　１６００×９００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021815 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高１，１５０ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｃ形　１６００×１１５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021820 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｃ形　１７００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021825 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，０００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｃ形　１８００×１０００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021830 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｃ形　１８００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021835 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｃ形　１９００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021840 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｃ形　２０００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021845 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，１００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｃ形　２１００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021850 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｃ形　２２００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021855 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，３００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｃ形　２３００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021860 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，４００ｍｍ×高１，４００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｃ形　２４００×１４００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021865 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，５００ｍｍ×高１，４００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｃ形　２５００×１４００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601021870 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，６００ｍｍ×高１，４００ｍｍ ストラット Ｕ字フリューム　ストラット Ｃ形　２６００×１４００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022005
コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，５００ｍｍ×高１，１００ｍｍ ロックワッ
シャー

Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｃ形　１５００×１１００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022010 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高９００ｍｍ ロックワッシャー Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｃ形　１６００×９００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022015
コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高１，１５０ｍｍ ロックワッ
シャー

Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｃ形　１６００×１１５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022020
コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ロックワッ
シャー

Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｃ形　１７００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路
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コルゲートＵ字フリューム 1601022025
コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，０００ｍｍ ロックワッ
シャー

Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｃ形　１８００×１０００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022030
コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ロックワッ
シャー

Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｃ形　１８００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022035
コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ロックワッ
シャー

Ｕ字フリュームロックワツシャー Ｃ形　１９００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022040
コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ロックワッ
シャー

Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｃ形　２０００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022045
コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，１００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ロックワッ
シャー

Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｃ形　２１００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022050
コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ロックワッ
シャー

Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｃ形　２２００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022055
コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，３００ｍｍ×高１，２００ｍｍ ロックワッ
シャー

Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｃ形　２３００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022060
コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，４００ｍｍ×高１，４００ｍｍ ロックワッ
シャー

Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｃ形　２４００×１４００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022065
コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，５００ｍｍ×高１，４００ｍｍ ロックワッ
シャー

Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｃ形　２５００×１４００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022070
コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，６００ｍｍ×高１，４００ｍｍ ロックワッ
シャー

Ｕ字フリュームロックワッシャー Ｃ形　２６００×１４００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022205 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，５００ｍｍ×高１，１００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｃ形　１５００×１１００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022210 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高９００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｃ形　１６００×９００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022215 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，６００ｍｍ×高１，１５０ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｃ形　１６００×１１５０ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022220 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｃ形　１７００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022225 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，０００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｃ形　１８００×１０００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022230 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，８００ｍｍ×高１，２００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｃ形　１８００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022235 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅１，９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｃ形　１９００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022240 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｃ形　２０００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路
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コルゲートＵ字フリューム 1601022245 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，１００ｍｍ×高１，２００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｃ形　２１００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022250 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｃ形　２２００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022255 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，３００ｍｍ×高１，２００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｃ形　２３００×１２００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022260 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，４００ｍｍ×高１，４００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｃ形　２４００×１４００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022265 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，５００ｍｍ×高１，４００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｃ形　２５００×１４００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

コルゲートＵ字フリューム 1601022270 コルゲートＵ字フリューム Ｃ形 めっき仕上げ（２枚構成） 内幅２，６００ｍｍ×高１，４００ｍｍ パッキング Ｕ字フリューム　パッキング Ｃ形　２６００×１４００ｍｍ ｍ 386 ○ ○ 1601 鋼製水路

ライナープレート 1919062010 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径１５００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062020 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径２０００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062030 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径２５００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062040 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径３０００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062050 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径３５００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062060 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径４０００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062070 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径４５００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062080 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径１５００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062090 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径２０００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062100 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径２５００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062110 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径３０００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062120 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径３５００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919062130 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径４０００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062140 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径４５００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062150 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径１５００×Ｔ４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062160 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径２０００×Ｔ４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062170 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径２５００×Ｔ４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062180 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径３０００×Ｔ４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062190 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径３５００×Ｔ４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062200 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径４０００×Ｔ４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062210 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径４５００×Ｔ４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062220 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径１５００×Ｔ４．５　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062230 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径２０００×Ｔ４．５　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062240 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径２５００×Ｔ４．５　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062250 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径３０００×Ｔ４．５　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062260 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径３５００×Ｔ４．５　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062270 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径４０００×Ｔ４．５　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062280 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径４５００×Ｔ４．５　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062300 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ライナープレート　円形 径２０００×Ｔ５．３　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062310 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ライナープレート　円形 径２５００×Ｔ５．３　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919062320 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ライナープレート　円形 径３０００×Ｔ５．３　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062330 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ライナープレート　円形 径３５００×Ｔ５．３　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062340 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ライナープレート　円形 径４０００×Ｔ５．３　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062350 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ライナープレート　円形 径４５００×Ｔ５．３　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062380 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ライナープレート　円形 径２５００×Ｔ６　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062390 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ライナープレート　円形 径３０００×Ｔ６　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062400 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ライナープレート　円形 径３５００×Ｔ６　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062410 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ライナープレート　円形 径４０００×Ｔ６　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062420 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ライナープレート　円形 径４５００×Ｔ６　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062450 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ライナープレート　円形 径２５００×Ｔ７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062460 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ライナープレート　円形 径３０００×Ｔ７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062470 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ライナープレート　円形 径３５００×Ｔ７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062480 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ライナープレート　円形 径４０００×Ｔ７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062490 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ライナープレート　円形 径４５００×Ｔ７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919072020 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，０００ｍｍ 補強リングＨ１００ ライナープレート用補強リング 円形　２０００ｍｍ用　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919072030 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 円形　２５００ｍｍ用　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919072040 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 円形　３０００ｍｍ用　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919072050 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 円形　３５００ｍｍ用　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919072060 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 円形　４０００ｍｍ用　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919072070 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 円形　４５００ｍｍ用　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061010 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径１，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径１５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061020 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径２０００×Ｔ２．７　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061030 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径２５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061040 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径３０００×Ｔ２．７　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061050 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径３５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061060 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径４０００×Ｔ２．７　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061070 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径４５００×Ｔ２．７　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061080 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径１，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径１５００×Ｔ３．２　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061090 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径２０００×Ｔ３．２　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061100 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径２５００×Ｔ３．２　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061110 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径３０００×Ｔ３．２　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061120 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径３５００×Ｔ３．２　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061130 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径４０００×Ｔ３．２　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061140 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径４５００×Ｔ３．２　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061150 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径１，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径１５００×Ｔ４　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061160 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径２０００×Ｔ４　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919061170 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径２５００×Ｔ４　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061180 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径３０００×Ｔ４　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061190 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径３５００×Ｔ４　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061200 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径４０００×Ｔ４　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061210 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径４５００×Ｔ４　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061220 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径１，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径１５００×Ｔ４．５　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061230 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径２０００×Ｔ４．５　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061240 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径２５００×Ｔ４．５　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061250 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径３０００×Ｔ４．５　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061260 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径３５００×Ｔ４．５　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061270 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径４０００×Ｔ４．５　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061280 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径４５００×Ｔ４．５　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061300 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ライナープレート　円形 径２０００×Ｔ５．３　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061310 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ライナープレート　円形 径２５００×Ｔ５．３　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061320 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ライナープレート　円形 径３０００×Ｔ５．３　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061330 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ライナープレート　円形 径３５００×Ｔ５．３　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061340 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ライナープレート　円形 径４０００×Ｔ５．３　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061350 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ライナープレート　円形 径４５００×Ｔ５．３　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919061380 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ライナープレート　円形 径２５００×Ｔ６　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061390 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ライナープレート　円形 径３０００×Ｔ６　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061400 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ライナープレート　円形 径３５００×Ｔ６　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061410 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ライナープレート　円形 径４０００×Ｔ６　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061420 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ライナープレート　円形 径４５００×Ｔ６　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061450 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ライナープレート　円形 径２５００×Ｔ７　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061460 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ライナープレート　円形 径３０００×Ｔ７　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061470 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ライナープレート　円形 径３５００×Ｔ７　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061480 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ライナープレート　円形 径４０００×Ｔ７　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919061490 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ライナープレート　円形 径４５００×Ｔ７　めっき ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919071020 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，０００ｍｍ 補強リングＨ１００ ライナープレート用補強リング 円形　２０００ｍｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919071030 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径２，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 円形　２５００ｍｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919071040 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，０００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 円形　３０００ｍｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919071050 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径３，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 円形　３５００ｍｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919071060 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，０００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 円形　４０００ｍｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919071070 ライナープレート 円形 めっき仕上げ 呼び径４，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 円形　４５００ｍｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064450 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，３２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５３２６×２．７黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064460 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，６４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５６４０×２．７黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919064470 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，７９７ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５７９７×２．７黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064480 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，８２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５８２６×２．７黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064490 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，１４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×６１４０×２．７黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064500 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，２９７ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×６２９７×２．７黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064510 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径５，７１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×５７１２×２．７黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064520 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，３４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６３４０×２．７黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064530 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，３２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６３２６×２．７黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064540 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，６４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６６４０×２．７黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064550 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，１１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６１１２×２．７黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064560 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，７４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６７４０×２．７黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064570 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，８２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６８２６×２．７黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064580 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，１４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×７１４０×２．７黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064590 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，８５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６８５５×２．７黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064600 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，３２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×７３２６×２．７黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064010 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，３２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５３２６×３．２黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064020 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，６４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５６４０×３．２黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064025 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，７９７ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５７９７×３．２黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064030 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，８２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５８２６×３．２黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919064040 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，１４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×６１４０×３．２黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064045 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，２９７ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×６２９７×３．２黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064050 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径５，７１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×５７１２×３．２黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064060 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，３４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６３４０×３．２黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064070 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，３２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６３２６×３．２黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064080 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，６４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６６４０×３．２黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064090 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，１１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６１１２×３．２黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064190 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，７４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６７４０×３．２黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064200 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，８２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６８２６×３．２黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064210 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，１４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×７１４０×３．２黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064220 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，８５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６８５５×３．２黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064230 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，３２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×７３２６×３．２黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064100 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，３２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５３２６×４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064110 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，６４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５６４０×４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064115 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，７９７ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５７９７×４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064120 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，８２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５８２６×４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064130 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，１４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×６１４０×４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064135 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，２９７ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×６２９７×４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919064140 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径５，７１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×５７１２×４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064150 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，３４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６３４０×４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064160 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，３２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６３２６×４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064170 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，６４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６６４０×４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064180 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，１１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６１１２×４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064240 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，７４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６７４０×４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064250 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，８２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６８２６×４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064260 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，１４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×７１４０×４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064270 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，８５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６８５５×４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064280 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，３２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×７３２６×４　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064290 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，３２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５３２６×４．５黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064300 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，６４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５６４０×４．５黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064310 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，７９７ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５７９７×４．５黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064320 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，８２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５８２６×４．５黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064330 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，１４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×６１４０×４．５黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064340 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，２９７ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×６２９７×４．５黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064350 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径５，７１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×５７１２×４．５黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064360 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，３４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６３４０×４．５黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919064370 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，３２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６３２６×４．５黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064380 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，６４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６６４０×４．５黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064390 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，１１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６１１２×４．５黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064400 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，７４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６７４０×４．５黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064410 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，８２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６８２６×４．５黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064420 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，１４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×７１４０×４．５黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064430 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，８５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６８５５×４．５黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064440 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，３２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×７３２６×４．５黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074010 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，３２６ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形２５００×５３２６　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074020 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，６４０ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形２５００×５６４０　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074030 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，７９７ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形２５００×５７９７　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074040 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，８２６ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３０００×５８２６　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074050 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，１４０ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３０００×６１４０　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074060 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，２９７ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３０００×６２９７　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074070 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径５，７１２ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３２００×５７１２　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074080 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，３４０ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３２００×６３４０　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074090 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，３２６ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３５００×６３２６　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074100 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，６４０ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３５００×６６４０　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919074110 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，１１２ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３６００×６１１２　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074120 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，７４０ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３６００×６７４０　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074130 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，８２６ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４０００×６８２６　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074140 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，１４０ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４０００×７１４０　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074150 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，８５５ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４５００×６８５５　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074160 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，３２６ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４５００×７３２６　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919066050 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径２，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　開口部形 径２０００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919066060 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　開口部形 径２５００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919066070 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　開口部形 径３０００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919066080 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　開口部形 径３５００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919066090 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　開口部形 径４０００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919066100 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径２，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　開口部形 径２０００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919066110 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　開口部形 径２５００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919066120 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　開口部形 径３０００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919066130 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　開口部形 径３５００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919066140 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　開口部形 径４０００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919076010 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径２，０００ｍｍ 補強リングＨ１００ ライナープレート用補強リング 開口部形　２０００ｍｍ用　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919076020 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径２，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 開口部形　２５００ｍｍ用　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919076030 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径３，０００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 開口部形　３０００ｍｍ用　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919076040 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径３，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 開口部形　３５００ｍｍ用　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919076050 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径４，０００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 開口部形　４０００ｍｍ用　黒皮 リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010302 コルゲート骨材ビン 呼び径４．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径４ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010304 コルゲート骨材ビン 呼び径４．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径４．５ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010306 コルゲート骨材ビン 呼び径５．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径５ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010308 コルゲート骨材ビン 呼び径５．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径５．５ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010310 コルゲート骨材ビン 呼び径６．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径６ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010312 コルゲート骨材ビン 呼び径６．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径６．５ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010314 コルゲート骨材ビン 呼び径７．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径７ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010316 コルゲート骨材ビン 呼び径７．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径７．５ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010318 コルゲート骨材ビン 呼び径８．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径８ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010320 コルゲート骨材ビン 呼び径８．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径８．５ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010322 コルゲート骨材ビン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010324 コルゲート骨材ビン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９．５ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010326 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010328 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０．５ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010330 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲート骨材ビン 1919010332 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１．５ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010334 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010336 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２．５ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010338 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010340 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３．５ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010342 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010344 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４．５ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010346 コルゲート骨材ビン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ ３段 高３．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１５ｍ　３段×３．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010440 コルゲート骨材ビン 呼び径４．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径４ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010442 コルゲート骨材ビン 呼び径４．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径４．５ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010444 コルゲート骨材ビン 呼び径５．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径５ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010446 コルゲート骨材ビン 呼び径５．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径５．５ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010402 コルゲート骨材ビン 呼び径６．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径６ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010404 コルゲート骨材ビン 呼び径６．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径６．５ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010406 コルゲート骨材ビン 呼び径７．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径７ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010408 コルゲート骨材ビン 呼び径７．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径７．５ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010410 コルゲート骨材ビン 呼び径８．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径８ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010412 コルゲート骨材ビン 呼び径８．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径８．５ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲート骨材ビン 1919010414 コルゲート骨材ビン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010416 コルゲート骨材ビン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９．５ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010418 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010420 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０．５ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010422 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１．０ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010424 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１．５ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010426 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010428 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２．５ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010430 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010432 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３．５ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010434 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010436 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４．５ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010438 コルゲート骨材ビン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ ４段 高４．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１５ｍ　４段×４．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010540 コルゲート骨材ビン 呼び径４．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径４ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010542 コルゲート骨材ビン 呼び径４．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径４．５ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010544 コルゲート骨材ビン 呼び径５．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径５ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010546 コルゲート骨材ビン 呼び径５．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径５．５ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010502 コルゲート骨材ビン 呼び径６．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径６ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲート骨材ビン 1919010504 コルゲート骨材ビン 呼び径６．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径６．５ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010506 コルゲート骨材ビン 呼び径７．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径７ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010508 コルゲート骨材ビン 呼び径７．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径７．５ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010510 コルゲート骨材ビン 呼び径８．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径８ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010512 コルゲート骨材ビン 呼び径８．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径８．５ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010514 コルゲート骨材ビン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010516 コルゲート骨材ビン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９．５ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010518 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010520 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０．５ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010522 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010524 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１．５ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010526 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010528 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２．５ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010530 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010532 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３．５ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010534 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010536 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４．５ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010538 コルゲート骨材ビン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ ５段 高６．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１５ｍ　５段×６．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲート骨材ビン 1919010644 コルゲート骨材ビン 呼び径５．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径５ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010646 コルゲート骨材ビン 呼び径５．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径５．５ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010602 コルゲート骨材ビン 呼び径６．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径６ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010604 コルゲート骨材ビン 呼び径６．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径６．５ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010606 コルゲート骨材ビン 呼び径７．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径７ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010608 コルゲート骨材ビン 呼び径７．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径７．５ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010610 コルゲート骨材ビン 呼び径８．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径８ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010612 コルゲート骨材ビン 呼び径８．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径８．５ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010614 コルゲート骨材ビン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010616 コルゲート骨材ビン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９．５ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010618 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010620 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０．５ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010622 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010624 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１．５ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010626 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010628 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２．５ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010630 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010632 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３．５ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲート骨材ビン 1919010634 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010636 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４．５ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010638 コルゲート骨材ビン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ ６段 高７．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１５ｍ　６段×７．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010702 コルゲート骨材ビン 呼び径６．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径６ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010704 コルゲート骨材ビン 呼び径６．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径６．５ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010706 コルゲート骨材ビン 呼び径７．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径７ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010708 コルゲート骨材ビン 呼び径７．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径７．５ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010710 コルゲート骨材ビン 呼び径８．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径８ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010712 コルゲート骨材ビン 呼び径８．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径８．５ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010714 コルゲート骨材ビン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010716 コルゲート骨材ビン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９．５ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010718 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010720 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０．５ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010722 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010724 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１．５ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010726 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010728 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２．５ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010730 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲート骨材ビン 1919010732 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３．５ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010734 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010736 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４．５ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010738 コルゲート骨材ビン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ ７段 高８．５ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１５ｍ　７段×８．５ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010804 コルゲート骨材ビン 呼び径６．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径６．５ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010806 コルゲート骨材ビン 呼び径７．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径７ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010808 コルゲート骨材ビン 呼び径７．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径７．５ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010810 コルゲート骨材ビン 呼び径８．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径８ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010812 コルゲート骨材ビン 呼び径８．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径８．５ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010814 コルゲート骨材ビン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010816 コルゲート骨材ビン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９．５ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010818 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010820 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０．５ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010822 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010824 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１．５ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010826 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010828 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２．５ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010830 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲート骨材ビン 1919010832 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３．５ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010834 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010836 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４．５ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010838 コルゲート骨材ビン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ ８段 高９．７ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１５ｍ　８段×９．７ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010916 コルゲート骨材ビン 呼び径７．５ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径７．５ｍ　９段×１０．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010918 コルゲート骨材ビン 呼び径８．０ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径８ｍ　９段×１０．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010920 コルゲート骨材ビン 呼び径８．５ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径８．５ｍ　９段×１０．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010922 コルゲート骨材ビン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９ｍ　９段×１０．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010924 コルゲート骨材ビン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９．５ｍ　９段×１０．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010926 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０ｍ　９段×１０．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010928 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０．５ｍ　９段×１０．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010930 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１ｍ　９段×１０．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010932 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１．５ｍ　９段×１０．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010934 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２ｍ　９段×１０．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010936 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２．５ｍ　９段×１０．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010938 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３ｍ　９段×１０．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010940 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３．５ｍ　９段×１０．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010942 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４ｍ　９段×１０．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲート骨材ビン 1919010944 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４．５ｍ　９段×１０．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919010946 コルゲート骨材ビン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ ９段 高１０．９ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１５ｍ　９段×１０．９ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011020 コルゲート骨材ビン 呼び径８．５ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径８．５ｍ　１０段×１２．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011022 コルゲート骨材ビン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９ｍ　１０段×１２．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011024 コルゲート骨材ビン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９．５ｍ　１０段×１２．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011026 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０ｍ　１０段×１２．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011028 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０．５ｍ　１０段×１２．１ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011030 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１ｍ　１０段×１２．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011032 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１．５ｍ　１０段×１２．１ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011034 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２ｍ　１０段×１２．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011036 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２．５ｍ　１０段×１２．１ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011038 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３ｍ　１０段×１２．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011040 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３．５ｍ　１０段×１２．１ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011042 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４ｍ　１０段×１２．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011044 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４．５ｍ　１０段×１２．１ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011046 コルゲート骨材ビン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ １０段 高１２．１ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１５ｍ　１０段×１２．１ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011122 コルゲート骨材ビン 呼び径９．０ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９ｍ　１１段×１３．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011124 コルゲート骨材ビン 呼び径９．５ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径９．５ｍ　１１段×１３．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲート骨材ビン 1919011126 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．０ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０ｍ　１１段×１３．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011128 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．５ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１０．５ｍ　１１段×１３．３ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011130 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．０ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１ｍ　１１段×１３．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011132 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．５ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１１．５ｍ　１１段×１３．３ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011134 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．０ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２ｍ　１１段×１３．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011136 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．５ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１２．５ｍ　１１段×１３．３ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011138 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．０ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３ｍ　１１段×１３．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011140 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．５ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１３．５ｍ　１１段×１３．３ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011142 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．０ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４ｍ　１１段×１３．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011144 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．５ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１４．５ｍ　１１段×１３．３ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919011146 コルゲート骨材ビン 呼び径１５．０ｍ めっき仕上げ １１段 高１３．３ｍ コルゲート骨材ビン（めっき） 径１５ｍ　１１段×１３．３ｍ 基 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020040 コルゲート骨材ビン 呼び径４．０ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径４ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020042 コルゲート骨材ビン 呼び径４．５ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径４．５ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020044 コルゲート骨材ビン 呼び径５．０ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径５ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020046 コルゲート骨材ビン 呼び径５．５ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径５．５ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020002 コルゲート骨材ビン 呼び径６．０ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径６ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020004 コルゲート骨材ビン 呼び径６．５ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径６．５ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020006 コルゲート骨材ビン 呼び径７．０ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径７ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲート骨材ビン 1919020008 コルゲート骨材ビン 呼び径７．５ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径７．５ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020010 コルゲート骨材ビン 呼び径８．０ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径８ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020012 コルゲート骨材ビン 呼び径８．５ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径８．５ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020014 コルゲート骨材ビン 呼び径９．０ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径９ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020016 コルゲート骨材ビン 呼び径９．５ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径９．５ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020018 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．０ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径１０ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020020 コルゲート骨材ビン 呼び径１０．５ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径１０．５ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020022 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．０ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径１１ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020024 コルゲート骨材ビン 呼び径１１．５ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径１１．５ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020026 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．０ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径１２ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020028 コルゲート骨材ビン 呼び径１２．５ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径１２．５ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020030 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．０ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径１３ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020032 コルゲート骨材ビン 呼び径１３．５ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径１３．５ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020034 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．０ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径１４ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020036 コルゲート骨材ビン 呼び径１４．５ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径１４．５ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート骨材ビン 1919020038 コルゲート骨材ビン 呼び径１５．０ｍ用 めっき仕上げ トップアングル 骨材ビン部品　トップアングル 径１５ｍ用　めっき リング 387 ○ ○ 1919 コルゲート製品

暗きょ排水管（波状管） 1917030305 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ７５ｍｍ 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径７５ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030310 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ１００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径１００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材
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暗きょ排水管（波状管） 1917030315 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ１５０ｍｍ 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径１５０ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030320 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ２００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径２００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030325 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ２５０ｍｍ 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径２５０ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030330 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ３００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径３００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030335 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ３５０ｍｍ 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径３５０ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030340 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ４００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径４００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030345 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ４５０ｍｍ 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径４５０ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030350 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ５００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径５００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030355 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ６００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径６００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030360 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ７００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径７００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030365 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ８００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径８００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030370 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ９００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径９００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030375 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（シングル構造）（有孔・無孔） 呼径φ１，０００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　シングル 呼径１０００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030505 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ７５ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径７５ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030510 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ１００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径１００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030515 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ１５０ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径１５０ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030520 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ２００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径２００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030525 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ２５０ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径２５０ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材
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暗きょ排水管（波状管） 1917030530 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ３００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径３００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030535 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ３５０ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径３５０ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030540 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ４００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径４００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030545 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ４５０ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径４５０ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030550 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ５００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径５００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030555 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ６００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径６００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030560 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ７００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径７００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030565 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ８００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径８００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030570 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ９００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径９００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030575 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ１，０００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径１０００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030576 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ１，１００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径１１００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管） 1917030577 暗きょ排水管（波状管） 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）（有孔・無孔） 呼径φ１，２００ｍｍ 高密度ポリエチレン管　ダブル 呼径１２００ｍｍ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917037070
暗きょ排水管（波状管） カナヒュームＡ型 呼称φ１３５０ 外径１，４９３ｍｍ 内径１，３７２ｍｍ 長５ｍ 金属樹
脂複合排水管（有孔・無孔）（プレーンエンドタイプ）（ダブル管） カナフレックスコーポレーション

カナヒュームＡ型 径１３５０　金属樹脂複合排水管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917037072
暗きょ排水管（波状管） カナヒュームＡ型 呼称φ１５００ 外径１，６５６ｍｍ 内径１，５２４ｍｍ 長５ｍ 金属樹
脂複合排水管（有孔・無孔）（プレーンエンドタイプ）（ダブル管） カナフレックスコーポレーション

カナヒュームＡ型 径１５００　金属樹脂複合排水管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917037074
暗きょ排水管（波状管） カナヒュームＡ型 呼称φ１６５０ 外径１，８１６ｍｍ 内径１，６７７ｍｍ 長５ｍ 金属樹
脂複合排水管（有孔・無孔）（プレーンエンドタイプ）（ダブル管） カナフレックスコーポレーション

カナヒュームＡ型 径１６５０　金属樹脂複合排水管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917037076
暗きょ排水管（波状管） カナヒュームＡ型 呼称φ１８００ 外径２，００９ｍｍ 内径１，８２９ｍｍ 長５ｍ 金属樹
脂複合排水管（有孔・無孔）（プレーンエンドタイプ）（ダブル管） カナフレックスコーポレーション

カナヒュームＡ型 径１８００　金属樹脂複合排水管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917037078
暗きょ排水管（波状管） カナヒュームＡ型 呼称φ２０００ 外径２，２１２ｍｍ 内径２，０３２ｍｍ 長５ｍ 金属樹
脂複合排水管（有孔・無孔）（プレーンエンドタイプ）（ダブル管） カナフレックスコーポレーション

カナヒュームＡ型 径２０００　金属樹脂複合排水管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917035820
暗きょ排水管（波状管） スパイラル管 ＳＭ－２００ 外径２２０ｍｍ 内径２００ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（無
孔） 嶋村化成

スパイラル管 ＳＭ－２００　無孔 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材
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暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917035825
暗きょ排水管（波状管） スパイラル管 ＳＭ－３００ 外径３３８ｍｍ 内径３００ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（無
孔） 嶋村化成

スパイラル管 ＳＭ－３００　無孔 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917035830
暗きょ排水管（波状管） スパイラル管 ＳＭ－４００ 外径４４０ｍｍ 内径４００ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（無
孔） 嶋村化成

スパイラル管 ＳＭ－４００　無孔 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033092
暗きょ排水管（波状管） トヨドレンシングル ＴＤＳ－５０ 外径６０ｍｍ 内径５０ｍｍ 長１００ｍ ポリエチレン製
（有孔・無孔） デンカ

トヨドレンシングル ＴＤＳ－５０ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033040
暗きょ排水管（波状管） トヨドレンダブル ＴＤＷ－５０ 外径６０ｍｍ 内径５０ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（内面
平滑・有無孔） デンカ

トヨドレンダブル ＴＤＷ－５０ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033045
暗きょ排水管（波状管） トヨドレンダブル ＴＤＷ－６０ 外径７０ｍｍ 内径６０ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（内面
平滑・有無孔） デンカ

トヨドレンダブル ＴＤＷ－６０ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033050
暗きょ排水管（波状管） トヨドレンダブル ＴＤＷ－６５ 外径７６ｍｍ 内径６５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（内面
平滑・有無孔） デンカ

トヨドレンダブル ＴＤＷ－６５ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033094
暗きょ排水管（波状管） トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－２５０ＳＰ 外径２９０ｍｍ 内径２５０ｍｍ 長５ｍ ポリエ
チレン製（可とう性ダブル管）（無孔） デンカ

トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－２５０ＳＰ　無孔 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033096
暗きょ排水管（波状管） トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－３００ＳＰ 外径３６５ｍｍ 内径３００ｍｍ 長５ｍ ポリエ
チレン製（可とう性ダブル管）（無孔） デンカ

トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－３００ＳＰ　無孔 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033098
暗きょ排水管（波状管） トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－３５０ＳＰ 外径４２６ｍｍ 内径３５０ｍｍ 長５ｍ ポリエ
チレン製（可とう性ダブル管）（無孔） デンカ

トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－３５０ＳＰ　無孔 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033100
暗きょ排水管（波状管） トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－４００ＳＰ 外径４８５ｍｍ 内径４００ｍｍ 長５ｍ ポリエ
チレン製（可とう性ダブル管）（無孔） デンカ

トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－４００ＳＰ　無孔 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033102
暗きょ排水管（波状管） トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－４５０ＳＰ 外径５４６ｍｍ 内径４５０ｍｍ 長５ｍ ポリエ
チレン製（可とう性ダブル管）（無孔） デンカ

トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－４５０ＳＰ　無孔 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033104
暗きょ排水管（波状管） トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－５００ＳＰ 外径６１４ｍｍ 内径５００ｍｍ 長５ｍ ポリエ
チレン製（可とう性ダブル管）（無孔） デンカ

トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－５００ＳＰ　無孔 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033106
暗きょ排水管（波状管） トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－６００ＳＰ 外径７０７ｍｍ 内径６００ｍｍ 長５ｍ ポリエ
チレン製（可とう性ダブル管）（無孔） デンカ

トヨドレンダブルＳＰ ＴＤＷ－６００ＳＰ　無孔 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033110
暗きょ排水管（波状管） トヨドレンメタル ＴＤＭ－１３５０ 外径１，４９８ｍｍ 内径１，３５０ｍｍ 長４ｍ 強化
金属樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） デンカ

トヨドレンメタル ＴＤＭ－１３５０　ＨＭＲＰ管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033112
暗きょ排水管（波状管） トヨドレンメタル ＴＤＭ－１５００ 外径１，６６２ｍｍ 内径１，５００ｍｍ 長４ｍ 強化
金属樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） デンカ

トヨドレンメタル ＴＤＭ－１５００　ＨＭＲＰ管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917032505
暗きょ排水管（波状管） ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）６００ 外径６６４ｍｍ 内径６００ｍｍ 長４ｍ 強化金属
樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） 東拓工業

ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）６００　ＨＭＲＰ管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917032510
暗きょ排水管（波状管） ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）７００ 外径７７２ｍｍ 内径７００ｍｍ 長４ｍ 強化金属
樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） 東拓工業

ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）７００　ＨＭＲＰ管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917032515
暗きょ排水管（波状管） ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）８００ 外径８７８ｍｍ 内径８００ｍｍ 長４ｍ 強化金属
樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） 東拓工業

ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）８００　ＨＭＲＰ管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材
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暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917032520
暗きょ排水管（波状管） ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）９００ 外径９８６ｍｍ 内径９００ｍｍ 長４ｍ 強化金属
樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） 東拓工業

ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）９００　ＨＭＲＰ管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917032525
暗きょ排水管（波状管） ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）１０００ 外径１，１１９ｍｍ 内径１，０００ｍｍ 長４ｍ
強化金属樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） 東拓工業

ポリメタルスーパー ＰＭＳＨ１０００　ＨＭＲＰ管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917032540
暗きょ排水管（波状管） ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）１３５０ 外径１，４９８ｍｍ 内径１，３５０ｍｍ 長４ｍ
強化金属樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） 東拓工業

ポリメタルスーパー ＰＭＳＨ１３５０　ＨＭＲＰ管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917032545
暗きょ排水管（波状管） ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）１５００ 外径１，６６２ｍｍ 内径１，５００ｍｍ 長４ｍ
強化金属樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） 東拓工業

ポリメタルスーパー ＰＭＳＨ１５００　ＨＭＲＰ管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917032576
暗きょ排水管（波状管） ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）１６５０ 外径１，８２０ｍｍ 内径１，６５０ｍｍ 長４ｍ
強化金属樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） 東拓工業

ポリメタルスーパー ＰＭＳＨ１６５０　ＨＭＲＰ管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917032578
暗きょ排水管（波状管） ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）１８００ 外径１，９７０ｍｍ 内径１，８００ｍｍ 長４ｍ
強化金属樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） 東拓工業

ポリメタルスーパー ＰＭＳＨ１８００　ＨＭＲＰ管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917032580
暗きょ排水管（波状管） ポリメタルスーパー ＰＭＳ（Ｈ）２０００ 外径２，１７０ｍｍ 内径２，０００ｍｍ 長４ｍ
強化金属樹脂複合管（ＨＭＲＰ管）（有孔・無孔） 東拓工業

ポリメタルスーパー ＰＭＳＨ２０００　ＨＭＲＰ管 ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917032568
暗きょ排水管（波状管） ＴＡＣパイプＦ型 ＴＰＦ（Ｈ）２５０ 外径２８６．２ｍｍ 内径２５０ｍｍ 長４ｍ ポリエ
チレン製（可とう性ダブル管）（有孔・無孔） 東拓工業

ＴＡＣパイプＦ型 ＴＰＦ（Ｈ）２５０ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917032570
暗きょ排水管（波状管） ＴＡＣパイプＦ型 ＴＰＦ（Ｈ）３００ 外径３４１．４ｍｍ 内径３００ｍｍ 長４ｍ ポリエ
チレン製（可とう性ダブル管）（有孔・無孔） 東拓工業

ＴＡＣパイプＦ型 ＴＰＦ（Ｈ）３００ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917032572
暗きょ排水管（波状管） ＴＡＣパイプＦ型 ＴＰＦ（Ｈ）４００ 外径４５０ｍｍ 内径４００ｍｍ 長４ｍ ポリエチレ
ン製（可とう性ダブル管）（有孔・無孔） 東拓工業

ＴＡＣパイプＦ型 ＴＰＦ（Ｈ）４００ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917032574
暗きょ排水管（波状管） ＴＡＣパイプＦ型 ＴＰＦ（Ｈ）６００ 外径６８２ｍｍ 内径６００ｍｍ 長４ｍ ポリエチレ
ン製（可とう性ダブル管）（有孔・無孔） 東拓工業

ＴＡＣパイプＦ型 ＴＰＦ（Ｈ）６００ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033274
暗きょ排水管（波状管） 独立山シングルプレスト管 ＤＳＭ・Ｙ－１２００ 外径１，４２６ｍｍ 内径１，２００ｍｍ
長４ｍ ポリエチレン製（有孔・無孔） 鳥居化成

独立山シングルプレスト管 ＤＳＭ・Ｙ－１２００ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033276
暗きょ排水管（波状管） 独立山シングルプレスト管 ＤＳＭ・Ｙ－１５００ 外径１，８００ｍｍ 内径１，５００ｍｍ
長４．１ｍ ポリエチレン製（有孔・無孔） 鳥居化成

独立山シングルプレスト管 ＤＳＭ・Ｙ－１５００ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033270
暗きょ排水管（波状管） 独立山ダブルプレスト管 ＤＤＭ・Ｙ－１３５０ 外径１，６２３ｍｍ 内径１，３５０ｍｍ 長
４ｍ ポリエチレン製（内面平滑・有無孔） 鳥居化成

独立山ダブルプレスト管 ＤＤＭ・Ｙ－１３５０ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033272
暗きょ排水管（波状管） 独立山ダブルプレスト管 ＤＤＭ・Ｙ－１５００ 外径１，８００ｍｍ 内径１，５００ｍｍ 長
４．１ｍ ポリエチレン製（内面平滑・有無孔） 鳥居化成

独立山ダブルプレスト管 ＤＤＭ・Ｙ－１５００ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033284
暗きょ排水管（波状管） セルプレスト管 ＣＰ－２０００ 外径２，２２０ｍｍ 内径２，０００ｍｍ 長５ｍ ポリエチ
レン製（内外面平滑・無孔） 鳥居化成

セルプレスト管 ＣＰ－２０００ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033286
暗きょ排水管（波状管） セルプレスト管 ＣＰ－２２００ 外径２，４４０ｍｍ 内径２，２００ｍｍ 長５ｍ ポリエチ
レン製（内外面平滑・無孔） 鳥居化成

セルプレスト管 ＣＰ－２２００ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917031005
暗きょ排水管（波状管） ネオドレーンパイプ ＳＣ－５０Ｄ 外径６３ｍｍ 内径５０ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（全
面開孔） 三井化学産資

ネオドレーンパイプ ＳＣ－５０Ｄ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材
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暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917031009
暗きょ排水管（波状管） ネオドレーンパイプ ＳＣ－６５Ｄ 外径７８ｍｍ 内径６５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（全
面開孔） 三井化学産資

ネオドレーンパイプ ＳＣ－６５Ｄ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917031011
暗きょ排水管（波状管） ネオドレーンパイプ ＳＣ－７５Ｄ 外径９０ｍｍ 内径７５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（全
面開孔） 三井化学産資

ネオドレーンパイプ ＳＣ－７５Ｄ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917031014
暗きょ排水管（波状管） ネオドレーンパイプ ＳＤ－６５Ａ 外径７８ｍｍ 内径６５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（部
分開孔） 三井化学産資

ネオドレーンパイプ ＳＤ－６５Ａ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917031015
暗きょ排水管（波状管） ネオドレーンパイプ ＳＤ－１００Ａ 外径１１８ｍｍ 内径１００ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン
製（部分開孔） 三井化学産資

ネオドレーンパイプ ＳＤ－１００Ａ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917031020
暗きょ排水管（波状管） ネオドレーンパイプ ＳＤ－１５０Ａ 外径１７０ｍｍ 内径１５０ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン
製（部分開孔） 三井化学産資

ネオドレーンパイプ ＳＤ－１５０Ａ ｍ 388 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917037045
暗きょ排水管（網状管） カナドレン ＴＴ－５０ 外径６０．５ｍｍ 内径５１．０ｍｍ 長２０ｍ ポリプロピレン製 カ
ナフレックスコーポレーション

カナドレン ＴＴ－５０ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917037047
暗きょ排水管（網状管） カナドレン ＴＴ－７５ 外径８８．０ｍｍ 内径７７．０ｍｍ 長２０ｍ ポリプロピレン製 カ
ナフレックスコーポレーション

カナドレン ＴＴ－７５ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917037049
暗きょ排水管（網状管） カナドレン ＴＴ－１００ 外径１１２．０ｍｍ 内径１０１．０ｍｍ 長２０ｍ ポリプロピレ
ン製 カナフレックスコーポレーション

カナドレン ＴＴ－１００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917037060
暗きょ排水管（網状管） カナドレン ＴＴ－１５０ 外径１６３．０ｍｍ 内径１５０．０ｍｍ 長２０ｍ ポリプロピレ
ン製 カナフレックスコーポレーション

カナドレン ＴＴ－１５０ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917037062
暗きょ排水管（網状管） カナドレン ＴＴ－２００ 外径２２０．８ｍｍ 内径２０４．０ｍｍ 長２０ｍ ポリプロピレ
ン製 カナフレックスコーポレーション

カナドレン ＴＴ－２００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917030810
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＭＰ－６５ 外径７６ｍｍ 内径６７．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（１／
３無孔） タキロンシーアイシビル

ネトロンパイプ ＭＰ－６５ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917030815
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＭＰ－１００ 外径１１４ｍｍ 内径１０４．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製
（１／３無孔） タキロンシーアイシビル

ネトロンパイプ ＭＰ－１００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917030835
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＭＰ－１５０ 外径１６５ｍｍ 内径１５３．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製
（１／３無孔） タキロンシーアイシビル

ネトロンパイプ ＭＰ－１５０ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917030825
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＭＰ－２００ 外径２１６ｍｍ 内径２０２．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製
（１／３無孔） タキロンシーアイシビル

ネトロンパイプ ＭＰ－２００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917030830
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＭＰ－３００ 外径３１８ｍｍ 内径３０８ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（１
／３無孔） タキロンシーアイシビル

ネトロンパイプ ＭＰ－３００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917030840
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＥＰ－５０ 外径６０ｍｍ 内径５２ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（全面開
孔） タキロンシーアイシビル

ネトロンパイプ ＥＰ－５０ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917030842
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＥＰ－６５ 外径７６ｍｍ 内径７２．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（全面
開孔） タキロンシーアイシビル

ネトロンパイプ ＥＰ－６５ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917030844
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＥＰ－７５ 外径８９ｍｍ 内径８２．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（全面
開孔） タキロンシーアイシビル

ネトロンパイプ ＥＰ－７５ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材
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暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917030845
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＥＰ－１００ 外径１１４ｍｍ 内径１０６．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製
（全面開孔） タキロンシーアイシビル

ネトロンパイプ ＥＰ－１００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917030820
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＥＰ－１５０ 外径１６５ｍｍ 内径１５５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（全
面開孔） タキロンシーアイシビル

ネトロンパイプ ＥＰ－１５０ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917030846
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＥＰ－２００ 外径２１６ｍｍ 内径２０４．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製
（全面開孔） タキロンシーアイシビル

ネトロンパイプ ＥＰ－２００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917034403
暗きょ排水管（網状管） 耐圧ネトロンパイプ Ｔ－６５ 外径７６ｍｍ 内径６０．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（全
面開孔） タキロンシーアイシビル

耐圧ネトロンパイプ Ｔ－６５ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917034405
暗きょ排水管（網状管） 耐圧ネトロンパイプ Ｔ－１００ 外径１１４ｍｍ 内径９１．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製
（全面開孔） タキロンシーアイシビル

耐圧ネトロンパイプ Ｔ－１００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917034410
暗きょ排水管（網状管） 耐圧ネトロンパイプ Ｔ－１５０ 外径１６５ｍｍ 内径１３８．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン
製（全面開孔） タキロンシーアイシビル

耐圧ネトロンパイプ Ｔ－１５０ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917034415
暗きょ排水管（網状管） 耐圧ネトロンパイプ Ｔ－２００ 外径２１６ｍｍ 内径１８９．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン
製（全面開孔） タキロンシーアイシビル

耐圧ネトロンパイプ Ｔ－２００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917031445
暗きょ排水管（網状管） マックスドレーン ＴＭ－５０ 外径６４ｍｍ 内径５２ｍｍ 長２０ｍ ポリエチレン製（全面
透水・波付き） 太陽工業

マックスドレーン ＴＭ－５０ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917031450
暗きょ排水管（網状管） マックスドレーン ＴＭ－７５ 外径９１ｍｍ 内径７５ｍｍ 長２０ｍ ポリエチレン製（全面
透水・波付き） 太陽工業

マックスドレーン ＴＭ－７５ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917031430
暗きょ排水管（網状管） マックスドレーン ＴＭ－１００ 外径１２１ｍｍ 内径１０３ｍｍ 長２０ｍ ポリエチレン製
（全面透水・波付き） 太陽工業

マックスドレーン ＴＭ－１００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917031435
暗きょ排水管（網状管） マックスドレーン ＴＭ－１５０ 外径１６９ｍｍ 内径１５０ｍｍ 長２０ｍ ポリエチレン製
（全面透水・波付き） 太陽工業

マックスドレーン ＴＭ－１５０ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917031440
暗きょ排水管（網状管） マックスドレーン ＴＭ－２００ 外径２２７ｍｍ 内径２０３ｍｍ 長２０ｍ ポリエチレン製
（全面透水・波付き） 太陽工業

マックスドレーン ＴＭ－２００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917031455
暗きょ排水管（網状管） マックスドレーン ＴＭ－３００ 外径３３０ｍｍ 内径２９８ｍｍ 長５ｍ ポリエチレン製
（全面透水・波付き） 太陽工業

マックスドレーン ＴＭ－３００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917033002
暗きょ排水管（網状管） トヨドレンＺ ＴＤＺ－５０ 外径６１ｍｍ 内径５０ 長２０ｍ ポリプロピレン製（全面透
水） デンカ

トヨドレンＺ ＴＤＺ－５０ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917033004
暗きょ排水管（網状管） トヨドレンＺ ＴＤＺ－７５ 外径９０ｍｍ 内径７５ 長２０ｍ ポリプロピレン製（全面透
水） デンカ

トヨドレンＺ ＴＤＺ－７５ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917033006
暗きょ排水管（網状管） トヨドレンＺ ＴＤＺ－１００ 外径１１５ｍｍ 内径１００ 長２０ｍ ポリプロピレン製（全
面透水） デンカ

トヨドレンＺ ＴＤＺ－１００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917033008
暗きょ排水管（網状管） トヨドレンＺ ＴＤＺ－１５０ 外径１６６ｍｍ 内径１５０ 長２０ｍ ポリプロピレン製（全
面透水） デンカ

トヨドレンＺ ＴＤＺ－１５０ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917033012
暗きょ排水管（網状管） トヨドレンＺ ＴＤＺ－２００ 外径２２１ｍｍ 内径２００ 長１０ｍ ポリプロピレン製（全
面透水） デンカ

トヨドレンＺ ＴＤＺ－２００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材
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暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917032547
暗きょ排水管（網状管） トータクドレンＮ ＴＤＲＮ５０ 外径６０．５ｍｍ 内径５１ｍｍ 長２０ｍ ポリプロピレン
製（全面透水・波付き） 東拓工業

トータクドレンＮ ＴＤＲＮ５０ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917032549
暗きょ排水管（網状管） トータクドレンＮ ＴＤＲＮ７５ 外径８８ｍｍ 内径７７ｍｍ 長２０ｍ ポリプロピレン製
（全面透水・波付き） 東拓工業

トータクドレンＮ ＴＤＲＮ７５ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917032551
暗きょ排水管（網状管） トータクドレンＮ ＴＤＲＮ１００ 外径１１２ｍｍ 内径１０１ｍｍ 長２０ｍ ポリプロピレ
ン製（全面透水・波付き） 東拓工業

トータクドレンＮ ＴＤＲＮ１００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917032553
暗きょ排水管（網状管） トータクドレンＮ ＴＤＲＮ１５０ 外径１６３ｍｍ 内径１５０ｍｍ 長２０ｍ ポリプロピレ
ン製（全面透水・波付き） 東拓工業

トータクドレンＮ ＴＤＲＮ１５０ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917032555
暗きょ排水管（網状管） トータクドレンＮ ＴＤＲＮ２００ 外径２２０．８ｍｍ 内径２０２ｍｍ 長２０ｍ ポリプロ
ピレン製（全面透水・波付き） 東拓工業

トータクドレンＮ ＴＤＲＮ２００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917032557
暗きょ排水管（網状管） トータクドレンＮ ＴＤＲＮ３００ 外径３２５ｍｍ 内径３００ｍｍ 長４ｍ ポリプロピレン
製（全面透水・波付き） 東拓工業

トータクドレンＮ ＴＤＲＮ３００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917032558
暗きょ排水管（網状管） ＴＡＣアミーゴ ＴＡＧ５０ 外径５７ｍｍ 内径４３．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製 東拓工
業

ＴＡＣアミーゴ ＴＡＧ５０ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917032560
暗きょ排水管（網状管） ＴＡＣアミーゴ ＴＡＧ７５ 外径８０．５ｍｍ 内径６７ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製 東拓工
業

ＴＡＣアミーゴ ＴＡＧ７５ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917032562
暗きょ排水管（網状管） ＴＡＣアミーゴ ＴＡＧ１００ 外径１０１．９ｍｍ 内径８４．４ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン
製 東拓工業

ＴＡＣアミーゴ ＴＡＧ１００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917032564
暗きょ排水管（網状管） ＴＡＣアミーゴ ＴＡＧ１５０ 外径１５１．７ｍｍ 内径１３０．９ｍｍ 長４ｍ ポリエチレ
ン製 東拓工業

ＴＡＣアミーゴ ＴＡＧ１５０ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917032566
暗きょ排水管（網状管） ＴＡＣアミーゴ ＴＡＧ２００ 外径２０７．８ｍｍ 内径１７９ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製
東拓工業

ＴＡＣアミーゴ ＴＡＧ２００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917031073
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＤＳ－５０Ｖ 外径５９ｍｍ 内径５１ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（１／
３無孔） 三井化学産資

ネトロンパイプ ＰＤＳ－５０Ｖ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917031077
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＤＳ－７５Ｖ 外径８８ｍｍ 内径７９．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製
（１／３無孔） 三井化学産資

ネトロンパイプ ＰＤＳ－７５Ｖ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917031081
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＤＳ－１００Ｖ 外径１１２ｍｍ 内径１０３．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレ
ン製（１／３無孔） 三井化学産資

ネトロンパイプ ＰＤＳ－１００Ｖ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917031107
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＤＳ－１５０Ｖ 外径１６５ｍｍ 内径１５４．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレ
ン製（１／３無孔） 三井化学産資

ネトロンパイプ ＰＤＳ－１５０Ｖ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917031193
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＤＳ－２００Ｖ 外径２１４ｍｍ 内径２００ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製
（１／３無孔） 三井化学産資

ネトロンパイプ ＰＤＳ－２００Ｖ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917031123
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＣＳ－５０Ｖ 外径５９ｍｍ 内径５１ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（全面
開孔） 三井化学産資

ネトロンパイプ ＰＣＳ－５０Ｖ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917031133
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＣＳ－７５Ｖ 外径８８ｍｍ 内径７９．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製
（全面開孔） 三井化学産資

ネトロンパイプ ＰＣＳ－７５Ｖ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材
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暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917031137
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＣＳ－１００Ｖ 外径１１２ｍｍ 内径１０５．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレ
ン製（全面開孔） 三井化学産資

ネトロンパイプ ＰＣＳ－１００Ｖ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917031087
暗きょ排水管（網状管） ネトロンパイプ ＰＣＳ－１５０Ｖ 外径１６５ｍｍ 内径１５３．５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレ
ン製（全面開孔） 三井化学産資

ネトロンパイプ ＰＣＳ－１５０Ｖ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917034210
暗きょ排水管（網状管） ユカドレン Ａ－６５ 外径７６ｍｍ 内径６５ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（全面開孔・波付
き） 三菱ケミカルインフラテック

ユカドレン Ａ－６５ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917034215
暗きょ排水管（網状管） ユカドレン Ａ－１００ 外径１１４ｍｍ 内径１００ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（全面開
孔・波付き） 三菱ケミカルインフラテック

ユカドレン Ａ－１００ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（網状管）―ブランド品― 1917034230
暗きょ排水管（網状管） ユカドレン Ａ－１５０ 外径１６５ｍｍ 内径１５０ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（全面開
孔・波付き） 三菱ケミカルインフラテック

ユカドレン Ａ－１５０ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（薄肉直管） 1917030005
暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径５０ｍｍ 肉厚２．０ｍｍ 外径５４．０ｍ
ｍ 有効長４，０００ｍｍ 全長４，０５５ｍｍ

ポリエチレン薄肉吸集水管 内径５０ｍｍ　肉厚２ｍｍ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（薄肉直管） 1917030010
暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径６０ｍｍ 肉厚２．２ｍｍ 外径６４．４ｍ
ｍ 有効長４，０００ｍｍ 全長４，０６５ｍｍ

ポリエチレン薄肉吸集水管 内径６０ｍｍ　肉厚２．２ｍｍ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（薄肉直管） 1917030015
暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径７５ｍｍ 肉厚２．５ｍｍ 外径８０．０ｍ
ｍ 有効長４，０００ｍｍ 全長４，０８０ｍｍ

ポリエチレン薄肉吸集水管 内径７５ｍｍ　肉厚２．５ｍｍ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（薄肉直管） 1917030030
暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径１００ｍｍ 肉厚３．０ｍｍ 外径１０６．
０ｍｍ 有効長４，０００ｍｍ 全長４，１０６ｍｍ

ポリエチレン薄肉吸集水管 内径１００ｍｍ　肉厚３ｍｍ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（薄肉直管） 1917030035
暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径１２５ｍｍ 肉厚３．３ｍｍ 外径１３１．
６ｍｍ 有効長３，８７５ｍｍ 全長４，０００ｍｍ

ポリエチレン薄肉吸集水管 内径１２５ｍｍ　肉厚３．３ｍｍ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（薄肉直管） 1917030040
暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径１５０ｍｍ 肉厚３．８ｍｍ 外径１５７．
６ｍｍ 有効長３，８５０ｍｍ 全長４，０００ｍｍ

ポリエチレン薄肉吸集水管 内径１５０ｍｍ　肉厚３．８ｍｍ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（薄肉直管） 1917030045
暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径２００ｍｍ 肉厚４．５ｍｍ 外径２０９．
０ｍｍ 有効長３，８００ｍｍ 全長４，０００ｍｍ

ポリエチレン薄肉吸集水管 内径２００ｍｍ　肉厚４．５ｍｍ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（薄肉直管） 1917030050
暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径２５０ｍｍ 肉厚５．５ｍｍ 外径２６１．
０ｍｍ 有効長３，７５０ｍｍ 全長４，０００ｍｍ

ポリエチレン薄肉吸集水管 内径２５０ｍｍ　肉厚５．５ｍｍ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（薄肉直管） 1917030055
暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径３００ｍｍ 肉厚６．０ｍｍ 外径３１２．
０ｍｍ 有効長３，７００ｍｍ 全長４，０００ｍｍ

ポリエチレン薄肉吸集水管 内径３００ｍｍ　肉厚６ｍｍ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（薄肉直管） 1917030060
暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径３５０ｍｍ 肉厚８．０ｍｍ 外径３６６．
０ｍｍ 有効長３，６５０ｍｍ 全長４，０００ｍｍ

ポリエチレン薄肉吸集水管 内径３５０ｍｍ　肉厚８ｍｍ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（薄肉直管） 1917030065
暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径４００ｍｍ 肉厚９．０ｍｍ 外径４１８．
０ｍｍ 有効長３，６００ｍｍ 全長４，０００ｍｍ

ポリエチレン薄肉吸集水管 内径４００ｍｍ　肉厚９ｍｍ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（薄肉直管） 1917030070
暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径４５０ｍｍ 肉厚１０．０ｍｍ 外径４７
０．０ｍｍ 有効長３，５５０ｍｍ 全長４，０００ｍｍ

ポリエチレン薄肉吸集水管 内径４５０ｍｍ　肉厚１０ｍｍ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（薄肉直管） 1917030075
暗きょ排水管（薄肉直管） ポリエチレン薄肉吸集水管（有孔・無孔） 内径５００ｍｍ 肉厚１１．０ｍｍ 外径５２
２．０ｍｍ 有効長３，５００ｍｍ 全長４，０００ｍｍ

ポリエチレン薄肉吸集水管 内径５００ｍｍ　肉厚１１ｍｍ ｍ 389 ○ ○ 1917 暗きょ排水材
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暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917037805
暗きょ排水管（特殊管） ヘチマロン（丸型） ２５５（内部中空型） 径５ｃｍ×長２ｍ ポリプロピレン（ヘチマ構
造・全面透水・透水フィルター別） 新光ナイロン

ヘチマロン（丸型）２５５ 中空型　径５ｃｍ×Ｌ２ｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917037810
暗きょ排水管（特殊管） ヘチマロン（丸型） ５０７（内部中空型） 径７ｃｍ×長２ｍ ポリプロピレン（ヘチマ構
造・全面透水・透水フィルター別） 新光ナイロン

ヘチマロン（丸型）５０７ 中空型　径７ｃｍ×Ｌ２ｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917037815
暗きょ排水管（特殊管） ヘチマロン（丸型） １００８（内部充填型） 径８ｃｍ×長２ｍ ポリプロピレン（ヘチマ構
造・全面透水・透水フィルター別） 新光ナイロン

ヘチマロン（丸型）１００８ 充填型　径８ｃｍ×Ｌ２ｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917037820
暗きょ排水管（特殊管） ヘチマロン（丸型） １２１０（内部充填型） 径１０ｃｍ×長２ｍ ポリプロピレン（ヘチマ
構造・全面透水・透水フィルター別） 新光ナイロン

ヘチマロン（丸型）１２１０ 充填型　径１０ｃｍ×Ｌ２ｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917037825
暗きょ排水管（特殊管） ヘチマロン（丸型） １７１３（内部中空型） 径１２．５ｃｍ×長２ｍ ポリプロピレン（ヘ
チマ構造・全面透水・透水フィルター別） 新光ナイロン

ヘチマロン（丸型）１７１３ 中空型　径１２．５ｃｍ×Ｌ２ｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917037830
暗きょ排水管（特殊管） ヘチマロン（丸型） ２３１５（内部中空型） 径１５ｃｍ×長２ｍ ポリプロピレン（ヘチマ
構造・全面透水・透水フィルター別） 新光ナイロン

ヘチマロン（丸型）２３１５ 中空型　径１５ｃｍ×Ｌ２ｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917037835
暗きょ排水管（特殊管） ヘチマロン（丸型） ４０２０（内部充填型） 径２０ｃｍ×長２ｍ ポリプロピレン（ヘチマ
構造・全面透水・透水フィルター別） 新光ナイロン

ヘチマロン（丸型）４０２０ 充填型　径２０ｃｍ×Ｌ２ｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917037840
暗きょ排水管（特殊管） ヘチマロン（丸型） ６０２０（内部充填型） 径２０ｃｍ×長２ｍ ポリプロピレン（ヘチマ
構造・全面透水・透水フィルター別） 新光ナイロン

ヘチマロン（丸型）６０２０ 充填型　径２０ｃｍ×Ｌ２ｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917035605 暗きょ排水管（特殊管） そだドレーン ＬＳ３２ 呼径１００ｍｍ×長４ｍ （円形多重管） そだドレーン工業 そだドレーン　ＬＳ３２ 呼径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ円形多重 ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917035610 暗きょ排水管（特殊管） そだドレーン ＬＳ７２ 呼径１５０ｍｍ×長４ｍ （円形多重管） そだドレーン工業 そだドレーン　ＬＳ７２ 呼径１５０ｍｍ×Ｌ４ｍ円形多重 ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917036206 暗きょ排水管（特殊管） クイックドレン Ａ型 幅１１４ｍｍ×高４２ｍｍ×長３ｍ 塩ビ製 オクダ クイックドレン　Ａ型 Ｗ１１４×Ｈ４２ｍｍ×Ｌ３ｍ 本 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917036208 暗きょ排水管（特殊管） クイックドレン Ｂ型 幅１５０ｍｍ×高９０ｍｍ×長３ｍ 塩ビ製 オクダ クイックドレン　Ｂ型 Ｗ１５０×Ｈ９０ｍｍ×Ｌ３ｍ 本 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917030605
暗きょ排水管（特殊管） ポアローパイプ ３０２ 内径３０ｍｍ×長２ｍ ポリエチレン製（１／３無孔・剣先付き） タ
キロンシーアイシビル

ポアローパイプ　３０２ 内径３０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917030610
暗きょ排水管（特殊管） ポアローパイプ ３０３ 内径３０ｍｍ×長３ｍ ポリエチレン製（１／３無孔・剣先付き） タ
キロンシーアイシビル

ポアローパイプ　３０３ 内径３０ｍｍ×Ｌ３ｍ 本 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917030615
暗きょ排水管（特殊管） ポアローパイプ ５０２ 内径５０ｍｍ×長２ｍ ポリエチレン製（１／３無孔・剣先付き） タ
キロンシーアイシビル

ポアローパイプ　５０２ 内径５０ｍｍ×Ｌ２ｍ 本 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917037605
暗きょ排水管（特殊管） 波形ハイストローグ集水管 ＮＰ６０－２０００Ｌ 径６０ｍｍ×長２ｍ φ５－Ｐ１００（両
ネジ有孔管） 道光産業

波形ハイストローグ集水管 ＮＰ６０－２０００Ｌ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917035040
暗きょ排水管（特殊管） ミツバ・ドレン Ｍ１０ 呼径１００ｍｍ×長４ｍ 集束管（多水路管）（塩ビ製） ニホン・ド
レン

ミツバ・ドレン　Ｍ１０ 呼径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　集束管 ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917035045
暗きょ排水管（特殊管） ミツバ・ドレン Ｍ１５ 呼径１５０ｍｍ×長４ｍ 集束管（多水路管）（塩ビ製） ニホン・ド
レン

ミツバ・ドレン　Ｍ１５ 呼径１５０ｍｍ×Ｌ４ｍ　集束管 ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材
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暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917035050
暗きょ排水管（特殊管） ミツバ・ドレン Ｍ２０ 呼径２００ｍｍ×長４ｍ 集束管（多水路管）（塩ビ製） ニホン・ド
レン

ミツバ・ドレン　Ｍ２０ 呼径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ　集束管 ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917035005 暗きょ排水管（特殊管） Ｓドレン ＳＤ１０ 呼径１００ｍｍ×長４ｍ 集束管（多水路管）（塩ビ製） ニホン・ドレン Ｓドレン　ＳＤ１０ 呼径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　集束管 ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917035010 暗きょ排水管（特殊管） Ｓドレン ＳＤ１５ 呼径１５０ｍｍ×長４ｍ 集束管（多水路管）（塩ビ製） ニホン・ドレン Ｓドレン　ＳＤ１５ 呼径１５０ｍｍ×Ｌ４ｍ　集束管 ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917035020 暗きょ排水管（特殊管） Ｓドレン ＳＤ２０ 呼径２００ｍｍ×長４ｍ 集束管（多水路管）（塩ビ製） ニホン・ドレン Ｓドレン　ＳＤ２０ 呼径２００ｍｍ×Ｌ４ｍ　集束管 ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917035030 暗きょ排水管（特殊管） ミズデルン 呼径５０ｍｍ×長２ｍ 線状保孔管 ニホン・ドレン ミズデルン 呼径５０ｍｍ×Ｌ２ｍ線状保孔管 ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917039002
暗きょ排水管（特殊管） テーロンスーパードレン ＴＳＤ－Ⅰ 幅１１４ｍｍ×高４１ｍｍ×長３ｍ 塩化ビニル製（羽
形状） 日本ロール製造

テーロンスーパードレン ＴＳＤ－１　Ｗ１１４ｍｍ 本 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917037205 暗きょ排水管（特殊管） もやいドレーンパイプ Ｐ－７３Ｎ 外径７０ｍｍ×長２ｍ 吉原化工 もやいドレーンパイプ Ｐ－７３Ｎ　外径７０ｍｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917037210 暗きょ排水管（特殊管） もやいドレーンパイプ Ｐ－１０３Ｎ 外径１００ｍｍ×長２ｍ 吉原化工 もやいドレーンパイプ Ｐ－１０３Ｎ　外径１００ｍｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917038005 暗きょ排水管（特殊管） 植毛暗渠パイプ ＶＰ４０ 径４８ｍｍ×長２ｍ 弘和産業 植毛暗渠パイプ　ＶＰ４０ 径４８ｍｍ×Ｌ２ｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917038010 暗きょ排水管（特殊管） 植毛暗渠パイプ ＶＰ５０ 径６０ｍｍ×長２ｍ 弘和産業 植毛暗渠パイプ　ＶＰ５０ 径６０ｍｍ×Ｌ２ｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917038015 暗きょ排水管（特殊管） 植毛暗渠パイプ ＳＧＰ４０ 径４８．６ｍｍ×長２．７ｍ 弘和産業 植毛暗渠パイプ　ＳＧＰ４０ 径４８．６ｍｍ×Ｌ２．７ｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917038205 暗きょ排水管（特殊管） フィンドレビン ＦＤ１００ 呼径１００ｍｍ×長４ｍ （Ｓ字型集束管） 三重重工業 フィンドレビン ＦＤ１００　呼径１００ｍｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917038210 暗きょ排水管（特殊管） フィンドレビン ＦＤ１５０ 呼径１５０ｍｍ×長４ｍ （Ｓ字型集束管） 三重重工業 フィンドレビン ＦＤ１５０　呼径１５０ｍｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917038215 暗きょ排水管（特殊管） フィンドレビンＬ５５ ＦＤＬ１００ 呼径１００ｍｍ×長４ｍ 集束線状吸水管 三重重工業 フィンドレビンＬ５５ ＦＤＬ１００　呼径１００ｍｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917038220 暗きょ排水管（特殊管） フィンドレビンＬ５５ ＦＤＬ１５０ 呼径１５０ｍｍ×長４ｍ 集束線状吸水管 三重重工業 フィンドレビンＬ５５ ＦＤＬ１５０　呼径１５０ｍｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（特殊管）―ブランド品― 1917038225 暗きょ排水管（特殊管） フィンドレビンＬ５５ ＦＤＬ２００ 呼径２００ｍｍ×長４ｍ 集束線状吸水管 三重重工業 フィンドレビンＬ５５ ＦＤＬ２００　呼径２００ｍｍ ｍ 390 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917022605 暗きょ排水材及び付属品 パブリックドレーン Ａ－３００　厚１０×幅３００ｍｍ 旭化成アドバンス パブリックドレーン Ａ－３００　１０×３００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917022610 暗きょ排水材及び付属品 パブリックドレーン Ａ－６００　厚１０×幅６００ｍｍ 旭化成アドバンス パブリックドレーン Ａ－６００　１０×６００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材
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暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917022615 暗きょ排水材及び付属品 パブリックドレーン Ｂ－３００　厚１０×幅３００ｍｍ 旭化成アドバンス パブリックドレーン Ｂ－３００　１０×３００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917022620 暗きょ排水材及び付属品 パブリックドレーン Ｂ－６００　厚１０×幅６００ｍｍ 旭化成アドバンス パブリックドレーン Ｂ－６００　１０×６００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917020255 暗きょ排水材及び付属品 パワドレン ＰＤ３０Ｘ　φ３０ｍｍ×３本 共英産業 パワドレン ＰＤ３０Ｘ　径３０ｍｍ×３本 ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917020240 暗きょ排水材及び付属品 ビニロック透水管 ＳＴ－３０　厚３０×幅３００ｍｍ 共英産業 ビニロック透水管 ＳＴ－３０　３０×３００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917020205 暗きょ排水材及び付属品 ビニロック透水管 ＳＴ－５０　厚５０×幅３００ｍｍ 共英産業 ビニロック透水管 ＳＴ－５０　５０×３００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917020210 暗きょ排水材及び付属品 ビニロック透水管 ＳＴ－１００　厚１００×幅３００ｍｍ 共英産業 ビニロック透水管 ＳＴ－１００　１００×３００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917020215 暗きょ排水材及び付属品 ビニロック透水管 ＳＴ－１５０　厚１５０×幅３００ｍｍ 共英産業 ビニロック透水管 ＳＴ－１５０　１５０×３００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021097 暗きょ排水材及び付属品 ヘチマロン（全透水） ２５２ＦＴ　厚２０×幅２５０ｍｍ 新光ナイロン ヘチマロン（全透水） ２５２ＦＴ　２０×２５０ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021099 暗きょ排水材及び付属品 ヘチマロン（全透水） ２３ＦＴ　厚３０×幅２００ｍｍ 新光ナイロン ヘチマロン（全透水） ２３ＦＴ　３０×２００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021101 暗きょ排水材及び付属品 ヘチマロン（全透水） ３３ＦＴ　厚３０×幅３００ｍｍ 新光ナイロン ヘチマロン（全透水） ３３ＦＴ　３０×３００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021103 暗きょ排水材及び付属品 ヘチマロン（全透水） ３５ＦＴ　厚５０×幅３００ｍｍ 新光ナイロン ヘチマロン（全透水） ３５ＦＴ　５０×３００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021105 暗きょ排水材及び付属品 ヘチマロン（半透水） ２５２ＣＳ　厚２０×幅２５０ｍｍ 新光ナイロン ヘチマロン（半透水） ２５２ＣＳ　２０×２５０ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021107 暗きょ排水材及び付属品 ヘチマロン（半透水） ５０２ＣＳ　厚２０×幅５００ｍｍ 新光ナイロン ヘチマロン（半透水） ５０２ＣＳ　２０×５００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021109 暗きょ排水材及び付属品 ヘチマロン（半透水） ２３ＣＳ　厚３０×幅２００ｍｍ 新光ナイロン ヘチマロン（半透水） ２３ＣＳ　３０×２００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021111 暗きょ排水材及び付属品 ヘチマロン（半透水） ３３ＣＳ　厚３０×幅３００ｍｍ 新光ナイロン ヘチマロン（半透水） ３３ＣＳ　３０×３００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021113 暗きょ排水材及び付属品 ヘチマロン（半透水） ４３ＣＳ　厚３０×幅４００ｍｍ 新光ナイロン ヘチマロン（半透水） ４３ＣＳ　３０×４００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021115 暗きょ排水材及び付属品 ヘチマロン（半透水） ３５ＣＳ　厚５０×幅３００ｍｍ 新光ナイロン ヘチマロン（半透水） ３５ＣＳ　５０×３００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021117 暗きょ排水材及び付属品 ヘチマロン（半透水） ５０５ＣＳ　厚５０×幅５００ｍｍ 新光ナイロン ヘチマロン（半透水） ５０５ＣＳ　５０×５００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材
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暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917023420 暗きょ排水材及び付属品 グリシート ＡＮ８－３００　厚８×幅３００ｍｍ タキロンシーアイシビル グリシート ＡＮ８－３００　８×３００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917023415 暗きょ排水材及び付属品 グリシート ＡＮ２０－３００　厚２０×幅３００ｍｍ タキロンシーアイシビル グリシート ＡＮ２０－３００　２０×３００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917023425 暗きょ排水材及び付属品 グリシート ＡＮ３０－２００　厚３０×幅２００ｍｍ タキロンシーアイシビル グリシート ＡＮ３０－２００　３０×２００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917023815 暗きょ排水材及び付属品 ニードフルエース ＡＣＥ－３０×２００ｍｍ 田中 ニードフルエース ＡＣＥ－３０×２００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917023820 暗きょ排水材及び付属品 ニードフルエース ＡＣＥ－３０×３００ｍｍ 田中 ニードフルエース ＡＣＥ－３０×３００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917023825 暗きょ排水材及び付属品 ニードフルエース ＡＣＥ－３０×４００ｍｍ 田中 ニードフルエース ＡＣＥ－３０×４００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917023830 暗きょ排水材及び付属品 ニードフルエース ＡＣＥ－５０×２００ｍｍ 田中 ニードフルエース ＡＣＥ－５０×２００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917023835 暗きょ排水材及び付属品 ニードフルエース ＡＣＥ－５０Ｔ－５０×３００ｍｍ 田中 ニードフルエース ＡＣＥ－５０Ｔ－５０×３００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917024005 暗きょ排水材及び付属品 ＴＡＣメンドレン ＴＭＧＦ３００　幅３００ｍｍ 東拓工業 ＴＡＣメンドレン ＴＭＧＦ３００　Ｗ３００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917042010 暗きょ排水材及び付属品 ＮＫフィルター ５０Ｆ水抜用フィルター 二三産業 ＮＫフィルター ５０Ｆ　水抜用フィルター 個 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917042020 暗きょ排水材及び付属品 ＮＫフィルター ７５Ｆ水抜用フィルター 二三産業 ＮＫフィルター ７５Ｆ　水抜用フィルター 個 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021605 暗きょ排水材及び付属品 ステラロック ＳＬ－９０　厚９０×幅９０ｍｍ 日建工学 ステラロック ＳＬ－９０　９０×９０ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021625 暗きょ排水材及び付属品 ステラロック ＳＬ－１００　厚１００×幅１００ｍｍ 日建工学 ステラロック ＳＬ－１００　１００×１００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021610 暗きょ排水材及び付属品 ステラロック ＳＬ－１２０　厚１２０×幅１２０ｍｍ 日建工学 ステラロック ＳＬ－１２０　１２０×１２０ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021630 暗きょ排水材及び付属品 ステラロック ＤＦ－３０　厚３０×幅２００ｍｍ 日建工学 ステラロック ＤＦ－３０　３０×２００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021620 暗きょ排水材及び付属品 ステラロック ＤＦ－５０　厚５０×幅２００ｍｍ 日建工学 ステラロック ＤＦ－５０　５０×２００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021635 暗きょ排水材及び付属品 ステラロック ＤＦ－１００　厚１００×幅２００ｍｍ 日建工学 ステラロック ＤＦ－１００　１００×２００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917023205 暗きょ排水材及び付属品 スロープ・ドレン ＳＰ０１　３０×１５５×３，０００ｍｍ ニホン・ドレン スロープ・ドレン ＳＰ０１　３０×１５５ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材
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暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917020405 暗きょ排水材及び付属品 透水マット ３０－１００Ｆ　厚３０×幅１００ｍｍ 豊洋産業 透水マット ３０－１００Ｆ　３０×１００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917020410 暗きょ排水材及び付属品 透水マット ３０－２００Ｆ　厚３０×幅２００ｍｍ 豊洋産業 透水マット ３０－２００Ｆ　３０×２００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917020415 暗きょ排水材及び付属品 透水マット ３０－３００Ｆ　厚３０×幅３００ｍｍ 豊洋産業 透水マット ３０－３００Ｆ　３０×３００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917020420 暗きょ排水材及び付属品 透水マット ３０－４００Ｆ　厚３０×幅４００ｍｍ 豊洋産業 透水マット ３０－４００Ｆ　３０×４００ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917024602 暗きょ排水材及び付属品 フィンドレビンマット ２００型　７本組 三重重工業 フィンドレビンマット ２００型　７本組 ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917024604 暗きょ排水材及び付属品 フィンドレビンマット ３００型　１０本組 三重重工業 フィンドレビンマット ３００型　１０本組 ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917024606 暗きょ排水材及び付属品 Ｗドレビン１６５ １６５×３０×１．８ｍｍ 三重重工業 Ｗドレビン１６５ １６５×３０×１．８ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917024608 暗きょ排水材及び付属品 Ｗドレビン３００ ３００×３０×１．８ｍｍ 三重重工業 Ｗドレビン３００ ３００×３０×１．８ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917025002 暗きょ排水材及び付属品 カルドレーン Ｃ－６００　厚０．７×有効幅６０ｃｍ 三井化学産資 カルドレーン Ｃ－６００　０．７×６０ｃｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917025004 暗きょ排水材及び付属品 カルドレーン Ｃ－３００　厚０．７×有効幅３０ｃｍ 三井化学産資 カルドレーン Ｃ－３００　０．７×３０ｃｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917043010 暗きょ排水材及び付属品 カルドレーン ジョイナーＰ 三井化学産資 カルドレーン ジョイナーＰ 個 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917043020 暗きょ排水材及び付属品 カルドレーン ジョイナーＨ 三井化学産資 カルドレーン ジョイナーＨ 個 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917024402 暗きょ排水材及び付属品 ダイヤドレーン Ｄ３５０　厚１０×幅３００ｍｍ 三菱ケミカルインフラテック ダイヤドレーン Ｄ３５０　Ｔ１０×Ｗ３００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021405 暗きょ排水材及び付属品 エンドレンマット ＥＭ－３０Ｃ　厚３０×２５０ｍｍ 前田工繊 エンドレンマット ＥＭ－３０Ｃ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021410 暗きょ排水材及び付属品 エンドレンマット ＥＭ－５０Ｃ　厚５０×２５０ｍｍ 前田工繊 エンドレンマット ＥＭ－５０Ｃ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021412 暗きょ排水材及び付属品 エンドレンマット ＥＭ－３０×２００Ｃ　厚３０×幅２００ｍｍ 前田工繊 エンドレンマット ＥＭ－３０×２００Ｃ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021403 暗きょ排水材及び付属品 エンドレンマット ＥＭ－３０×３００Ｃ　厚３０×幅３００ｍｍ 前田工繊 エンドレンマット ＥＭ－３０×３００Ｃ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021404 暗きょ排水材及び付属品 エンドレンマット ＥＭ－５０×３００Ｃ　厚５０×幅３００ｍｍ 前田工繊 エンドレンマット ＥＭ－５０×３００Ｃ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材
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暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021419 暗きょ排水材及び付属品 エンドレンマット（耐圧型） ＥＭ－３２ＴＣ　厚３０×幅２００ｍｍ 前田工繊 エンドレンマット ＥＭ－３２ＴＣ　耐圧タイプ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021418 暗きょ排水材及び付属品 エンドレンマット（耐圧型） ＥＭ－３３ＴＣ　厚３０×幅３００ｍｍ 前田工繊 エンドレンマット ＥＭ－３３ＴＣ　耐圧タイプ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021421 暗きょ排水材及び付属品 エンドレンマットリブ型 Ｒ－１０×３００Ｃ　厚１０×幅３００ｍｍ 前田工繊 エンドレンマット リブ型　Ｒ－１０×３００Ｃ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021422 暗きょ排水材及び付属品 エンドレンマットリブ型 Ｒ－１０×６００Ｃ　厚１０×幅６００ｍｍ 前田工繊 エンドレンマット リブ型　Ｒ－１０×６００Ｃ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021460 暗きょ排水材及び付属品 エンドレンマットリブ型 Ｒ－７×３００Ｃ　厚７×幅３００ｍｍ 前田工繊 エンドレンマット リブ型　Ｒ－７×３００Ｃ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021465 暗きょ排水材及び付属品 エンドレンマットリブ型 Ｒ－７×６００Ｃ　厚７×幅６００ｍｍ 前田工繊 エンドレンマット リブ型　Ｒ－７×６００Ｃ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021470 暗きょ排水材及び付属品 モノドレンＲＢ ＲＢ－３０６０　厚６×幅３００ｍｍ 前田工繊 モノドレンＲＢ ＲＢ－３０６０　６×３００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021425 暗きょ排水材及び付属品 モノドレン Ｔ－３　φ２０ｍｍ×３本 前田工繊 モノドレン Ｔ－３　径２０ｍｍ×３本 ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021430 暗きょ排水材及び付属品 モノドレン Ｍ－３　φ３０ｍｍ×３本 前田工繊 モノドレン Ｍ－３　径３０ｍｍ×３本 ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917021435 暗きょ排水材及び付属品 モノドレン Ｌ－３　φ５０ｍｍ×３本 前田工繊 モノドレン Ｌ－３　径５０ｍｍ×３本 ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917024124 暗きょ排水材及び付属品 もやいドレーンマット Ｆ－３２Ｎ　厚３０×幅２００ｍｍ 吉原化工 もやいドレーンマット Ｆ－３２Ｎ　３０×２００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917024126 暗きょ排水材及び付属品 もやいドレーンマット Ｆ－３３Ｎ　厚３０×幅３００ｍｍ 吉原化工 もやいドレーンマット Ｆ－３３Ｎ　３０×３００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917024106 暗きょ排水材及び付属品 もやいドレーンマット Ｍ－３４Ｎ　厚３０×幅４００ｍｍ 吉原化工 もやいドレーンマット Ｍ－３４Ｎ　３０×４００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917024130 暗きょ排水材及び付属品 もやいドレーンマット Ｍ－５３Ｎ　厚５０×幅３００ｍｍ 吉原化工 もやいドレーンマット Ｍ－５３Ｎ　５０×３００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917024132 暗きょ排水材及び付属品 もやいドレーンマット Ｆ－３２ＦＳ　厚３０×幅２００ｍｍ 吉原化工 もやいドレーンマット Ｆ－３２ＦＳ　３０×２００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917024122 暗きょ排水材及び付属品 もやいドレーンマット Ｍ－１３ＳＷＢ　厚１０×幅３００ｍｍ 吉原化工 もやいドレーンマット Ｍ－１３ＳＷＢ１０×３００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917024136 暗きょ排水材及び付属品 もやいドレーンマット Ｍ－１３ＳＴ　厚１０×幅３００ｍｍ 吉原化工 もやいドレーンマット Ｍ－１３ＳＴ　１０×３００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― 1917024138 暗きょ排水材及び付属品 もやいドレーンマット Ｍ－１３ＰＦ　厚１０×幅３００ｍｍ 吉原化工 もやいドレーンマット Ｍ－１３ＰＦ　１０×３００ｍｍ ｍ 391 ○ ○ 1917 暗きょ排水材
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防草シート 1913090902
防草シート プランテックス　防草シート ６８Ｂ　幅２．０×長５０ｍ 目付量６８ｇ／ｍ２ 用途　覆土★ イムラ封
筒，グリーンフィールド，丸和バイオケミカル

プランテックス　防草シート ６８Ｂ　Ｗ２×Ｌ５０ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート 1913090906
防草シート プランテックス　防草シート １２５Ｂ／Ｂ　幅２．０×長５０ｍ 目付量１２５ｇ／ｍ２ 用途　覆土★ イ
ムラ封筒，グリーンフィールド，丸和バイオケミカル

プランテックス　防草シート １２５Ｂ／Ｒ　Ｗ２×Ｌ５０ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート 1913090904
防草シート プランテックス　防草シート ２４０Ｂ／Ｂ　幅２．０×長３０ｍ 目付量２４０ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露
出★ イムラ封筒，グリーンフィールド，丸和バイオケミカル

プランテックス　防草シート ２４０Ｂ／Ｒ　Ｗ２×Ｌ３０ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913090102 防草シート 防草樹脂マット ＧＲ－１　厚１．０ｍｍ 目付量１８０ｇ／ｍ２ 用途　露出★ 共英産業 防草樹脂マット ＧＲ－１　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913091001
防草シート ザバーン防草シート ３５０Ｇ　幅２．０×長３０ｍ 目付量３５０ｇ／ｍ２ 用途　露出★ グリーンフィー
ルド

ザバーン防草シート ３５０Ｇ　Ｗ２×Ｌ３０ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913091004
防草シート ザバーン防草シート ２４０Ｇ　幅２．０×長３０ｍ 目付量２４０ｇ／ｍ２ 用途　露出★ グリーンフィー
ルド

ザバーン防草シート ２４０Ｇ　Ｗ２×Ｌ３０ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913091006
防草シート ザバーン防草シート １３６Ｇ　幅２．０×長５０ｍ 目付量１３６ｇ／ｍ２ 用途　覆土★ グリーンフィー
ルド

ザバーン防草シート １３６Ｇ　Ｗ２×Ｌ５０ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913091802
防草シート グリーンラップ １１５０　幅１・２×長５０ｍ　ポリエステル 目付量１５０ｇ／ｍ２以上 用途　露出★
白崎コーポレーション

グリーンラップ １１５０　Ｗ１・２×Ｌ５０ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913091804
防草シート グリーンラップ １２４０　幅１・２×長５０ｍ　ポリエステル 目付量２４０ｇ／ｍ２以上 用途　露出★
白崎コーポレーション

グリーンラップ １２４０　Ｗ１・２×Ｌ５０ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1429053905 防草シート 彩植兼美 二層構造　幅１・２×長２５ｍ 目付量１６０ｇ／ｍ２ 用途　露出★ 白崎コーポレーション 彩植兼美 二層構造　Ｗ１・２ｍ×Ｌ２５ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1429 のり面緑化材

防草シート―ブランド品― 1913091010
防草シート チガヤシート 二層構造　幅１・２×長２５ｍ 目付量３１０ｇ／ｍ２以上 用途　露出★ 白崎コーポレー
ション

チガヤシート 二層構造　Ｗ１・２×Ｌ２５ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913090302 防草シート ＬＳシート 幅２．０×長５０ｍ　雑草抑制用 目付量１００ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ 新江州 ＬＳシート Ｗ２×Ｌ５０ｍ　雑草抑制用 ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913090304
防草シート ＳＧＶ防草シート 幅１．０×長５０ｍ・幅２．０×長３０ｍ 目付量１８０ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★
新江州

ＳＧＶ防草シート Ｗ１×Ｌ５０ｍ・Ｗ２×Ｌ３０ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913091410 防草シート カバーブリッツ 幅１・２×長５０ｍ 目付量３２０ｇ／ｍ２以上 用途　覆土・露出★ 住友林業緑化 カバーブリッツ Ｗ１・２×Ｌ５０ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913091402 防草シート シャギーマルチ 幅１・２×長３０ｍ 目付量３００ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ 住友林業緑化 シャギーマルチ Ｗ１・２×Ｌ３０ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913091404 防草シート セパレートシート 幅１・２×長５０ｍ 目付量１００ｇ／ｍ２以上 用途　覆土★ 住友林業緑化 セパレートシート Ｗ１・２×Ｌ５０ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913091406 防草シート ダブルボンドシート 幅１・２×長５０ｍ 目付量２８０ｇ／ｍ２以上 用途　覆土・露出★ 住友林業緑化 ダブルボンドシート Ｗ１・２×Ｌ５０ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913091408 防草シート ブッシュシールド 幅１・２×長５０ｍ 目付量４００ｇ／ｍ２以上 用途　覆土・露出★ 住友林業緑化 ブッシュシールド Ｗ１・２×Ｌ５０ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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防草シート―ブランド品― 1913090806
防草シート 防草シート　クサカリフヨウ ＮＢＳＫＦ１５０５０　厚０．６ｍｍ　耐候処理品 目付量４００ｇ／ｍ２
用途　露出★ タケネ

防草シート　クサカリフヨウ ＮＢＳＫＦ１５０５０　０．６ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913090808
防草シート 防草シート　深緑の季節 ＮＢＳＳＫ１５０５０　厚０．６ｍｍ　耐候処理品 目付量５００ｇ／ｍ２ 用途
露出★ タケネ

防草シート　深緑の季節 ＮＢＳＳＫ１５０５０　０．６ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913090704
防草シート ニードフル防草シート ＪＹ－１Ｒ　厚４．０ｍｍ　ポリエステル 目付量６００ｇ／ｍ２ 用途　露出★ 田
中

ニードフル防草シート ＪＹ－１Ｒ　Ｔ４ｍｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913091202
防草シート 植樹防草シート ＮＯ．７　厚０．４３ｍｍ　生分解性 目付量１００ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ 谷口産
業

植樹防草シート ＮＯ．７　Ｔ０．４３ｍｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913091204
防草シート 植樹ニューマット Ｃ－３　厚３．０ｍｍ　リサイクルＰＥＴ 目付量４４０ｇ／ｍ２ 用途　露出★ 谷口産
業

植樹ニューマット Ｃ－３　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913091206
防草シート 植樹ニューマット Ｅタイプ　厚４．０ｍｍ　リサイクルウール 目付量５５０ｇ／ｍ２ 用途　露出★ 谷口
産業

植樹ニューマット Ｅタイプ　Ｔ４ｍｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913090502 防草シート オーダス防草シート ＯＤＢ１３０　厚０．５ｍｍ 目付量１３０ｇ／ｍ２ 用途　覆土★ 東洋紡 オーダス防草シート ＯＤＢ１３０　Ｔ０．５ｍｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913090504 防草シート オーダス防草シート ＯＤＢ１８０　厚０．６ｍｍ 目付量１８０ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ 東洋紡 オーダス防草シート ＯＤＢ１８０　Ｔ０．６ｍｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913090506 防草シート オーダス防草シート ＯＤＢ３００　厚１．０ｍｍ 目付量３００ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ 東洋紡 オーダス防草シート ＯＤＢ３００　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913090402
防草シート アクスター防草シート Ｇ２１５０－ＢＫ　厚０．４ｍｍ　特殊不織 目付量１５０ｇ／ｍ２ 用途　覆土・
露出★ 東レ

アクスター防草シート Ｇ２１５０－ＢＫ　Ｔ０．４ｍｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913090404
防草シート アクスター防草シート Ｇ２２００－ＢＫ　厚０．５ｍｍ　特殊不織 目付量２００ｇ／ｍ２ 用途　覆土・
露出★ 東レ

アクスター防草シート Ｇ２２００－ＢＫ　Ｔ０．５ｍｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913090406
防草シート アクスター防草シート Ｇ２２６０－ＢＫ　厚０．６ｍｍ　特殊不織 目付量２６０ｇ／ｍ２ 用途　覆土・
露出★ 東レ

アクスター防草シート Ｇ２２６０－ＢＫ　Ｔ０．６ｍｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913091702 防草シート ハヤサン 幅１．０×長２０ｍ　改質アスファルト 目付量６４５ｇ／ｍ２ 用途　露出★ 七王工業 ハヤサン Ｗ１×Ｌ２０ｍ改質アスファルト ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913091704 防草シート ハヤサンＴＵ 幅１．０×長４２ｍ　アスファルト 目付量１９０ｇ／ｍ２ 用途　覆土★ 七王工業 ハヤサンＴＵ Ｗ１×Ｌ４２ｍ　アスファルト ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913090202
防草シート コーケンシート防草用 ３０Ｐ－Ｇ　厚１．０ｍｍ　ポリエステル・特殊加工 目付量３００ｇ／ｍ２ 用途
覆土・露出★ 日本コーケン

コーケンシート防草用 ３０Ｐ－Ｇ　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913090204
防草シート コーケンシート防草用 １３Ａ－Ｂ　厚０．５ｍｍ　ポリエステル・特殊加工 目付量１３０ｇ／ｍ２ 用途
覆土・露出★ 日本コーケン

コーケンシート防草用 １３Ａ－Ｂ　Ｔ０．５ｍｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913091302
防草シート グランドバリアクロス－３ 厚０．５ｍｍ　幅１・２×長５０ｍ 目付量１１４ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出
★ 萩原工業

グランドバリアクロス－３ Ｔ０．５ｍｍ　Ｗ１・２ｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防草シート―ブランド品― 1913090002
防草シート アピール防草シート ＡＧ２００　厚１．０ｍｍ　特殊難燃加工 目付量１８０ｇ／ｍ２ 用途　露出★ ユニ
チカ

アピール防草シート ＡＧ２００　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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防草シート―ブランド品― 1913091602
防草シート リバー防草シート ＧＳ－４　厚４．０ｍｍ 目付量６００ｇ／ｍ２ 用途　覆土・露出★ リバープランニン
グ

リバー防草シート ＧＳ－４　Ｔ４ｍｍ ｍ２ 392 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010002 土木シート ナイロン・ポリエステル系織布 厚０．１８～０．２５ｍｍ　（９８０Ｎ／３ｃｍ） ナイロン・ポリエステル系織布 Ｔ０．２５ｍｍ　９８０Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010004 土木シート ナイロン・ポリエステル系織布 厚０．２５～０．３０ｍｍ　（１４７０Ｎ／３ｃｍ） ナイロン・ポリエステル系織布 Ｔ０．３ｍｍ　１４７０Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010006 土木シート ナイロン・ポリエステル系織布 厚０．３０～０．４６ｍｍ　（１９６０Ｎ／３ｃｍ） ナイロン・ポリエステル系織布 Ｔ０．４６ｍｍ　１９６０Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010008 土木シート ナイロン・ポリエステル系織布 厚０．４７～０．５５ｍｍ　（２９４０Ｎ／３ｃｍ） ナイロン・ポリエステル系織布 Ｔ０．５５ｍｍ　２９４０Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010010 土木シート ナイロン・ポリエステル系織布 厚０．８１～０．９２ｍｍ　（４９００Ｎ／３ｃｍ） ナイロン・ポリエステル系織布 Ｔ０．９２ｍｍ　４９００Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010048 土木シート ナイロン・ポリエステル系織布 厚１．１５～１．３８ｍｍ　（７８４０Ｎ／３ｃｍ） ナイロン・ポリエステル系織布 Ｔ１．３８ｍｍ　７８４０Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010060 土木シート ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系織布 厚０．３７ｍｍ　（９８０Ｎ／５ｃｍ） ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系織布 Ｔ０．３７ｍｍ　９８０Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010062 土木シート ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系織布 厚０．３７～０．３９ｍｍ　（１０７０Ｎ／５ｃｍ） ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系織布 Ｔ０．３９ｍｍ　１０７０Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010066 土木シート ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系織布 厚０．３７～０．４３ｍｍ　（１１７０～１２２０Ｎ／５ｃｍ） ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系織布 Ｔ０．４３ｍｍ　１２２０Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010015 土木シート ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系織布 厚０．４３～０．６１ｍｍ　（１４７０～１９００Ｎ／５ｃｍ） ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系織布 Ｔ０．６１ｍｍ　１９００Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010017 土木シート ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系織布 厚０．７３～０．８０ｍｍ　（２３５０～２７００Ｎ／５ｃｍ） ポリプロピレン（Ｐ．Ｐ）系織布 Ｔ０．８ｍｍ　２７００Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913030002 土木シート ナイロン・ポリエステル系織布 厚３．０～３．３ｍｍ　（５８８０Ｎ／３ｃｍ） ナイロン・ポリエステル系織布 Ｔ３．３ｍｍ　５８８０Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913030004 土木シート ナイロン・ポリエステル系織布 厚４．６～５．０ｍｍ　（８４２０Ｎ／３ｃｍ） ナイロン・ポリエステル系織布 Ｔ５ｍｍ　８４２０Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010034
土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 厚１．０～１．１ｍｍ　１００ｇ／ｍ２　（１７５
Ｎ／５ｃｍ）

長繊維ポリエステル系不織布 Ｔ１．１ｍｍ　１７５Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010020
土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 厚１．０～１．３ｍｍ　１２０ｇ／ｍ２　（２４５
Ｎ／５ｃｍ）

長繊維ポリエステル系不織布 Ｔ１．３ｍｍ　２４５Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010022
土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 厚１．３～１．５ｍｍ　１５０ｇ／ｍ２　（２９４
Ｎ／５ｃｍ）

長繊維ポリエステル系不織布 Ｔ１．５ｍｍ　２９４Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010024
土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 厚２．０～２．１ｍｍ　２００ｇ／ｍ２　（３９０
Ｎ／５ｃｍ）

長繊維ポリエステル系不織布 Ｔ２．１ｍｍ　３９０Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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土木シート 1913010026
土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 厚３．０ｍｍ　３００ｇ／ｍ２　（６３５Ｎ／５ｃ
ｍ）

長繊維ポリエステル系不織布 Ｔ３ｍｍ　６３５Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010028
土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 厚４．０ｍｍ　４００ｇ／ｍ２　（８８２Ｎ／５ｃ
ｍ）

長繊維ポリエステル系不織布 Ｔ４ｍｍ　８８２Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010030
土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 厚５．０ｍｍ　５００ｇ／ｍ２　（１１７５Ｎ／５
ｃｍ） 港湾用防砂シート（沈降性）を含む

長繊維ポリエステル系不織布 Ｔ５ｍｍ　１１７５Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010032
土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（スパンボンド不織布） 厚６．０～８．０ｍｍ　８００ｇ／ｍ２　（２４５
０Ｎ／５ｃｍ） 港湾用防砂シート（沈降性）を含む

長繊維ポリエステル系不織布 Ｔ８ｍｍ　２４５０Ｎ ｍ２ 393 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010052 土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（特殊加工） （１２５Ｎ／５ｃｍ） 長繊維ポリエステル系不織布特殊 １２５Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010054 土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（特殊加工） （１７５Ｎ／５ｃｍ） 長繊維ポリエステル系不織布特殊 １７５Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010056 土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（特殊加工） （２９０Ｎ／５ｃｍ） 長繊維ポリエステル系不織布特殊 ２９０Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010058 土木シート 長繊維ポリエステル系不織布（特殊加工） （３９０Ｎ／５ｃｍ） 長繊維ポリエステル系不織布特殊 ３９０Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913010050 土木シート 短繊維ポリエステル系不織布 厚５．０ｍｍ　（８８２Ｎ／５ｃｍ） 港湾用防砂シート（沈降性）を含む 短繊維ポリエステル系不織布 Ｔ５ｍｍ　８８２Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913013250 土木シート ポリエチレン製ネット 目合５～１５ｍｍ　（４９００Ｎ／ｍ） ポリエチレン製ネット 目合１５ｍｍ　４９００Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913013260 土木シート ポリエチレン製ネット 目合５～１５ｍｍ　（６８６０Ｎ／ｍ） ポリエチレン製ネット 目合１５ｍｍ　６８６０Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913013270 土木シート ポリエチレン製ネット 目合５～１５ｍｍ　（９８００Ｎ／ｍ） ポリエチレン製ネット 目合１５ｍｍ　９８００Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913013280 土木シート ポリエチレン製ネット 目合１６～３０ｍｍ　（４９００Ｎ／ｍ） ポリエチレン製ネット 目合３０ｍｍ　４９００Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913013290 土木シート ポリエチレン製ネット 目合１６～３０ｍｍ　（６８６０Ｎ／ｍ） ポリエチレン製ネット 目合３０ｍｍ　６８６０Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913013300 土木シート ポリエチレン製ネット 目合１６～３０ｍｍ　（９８００Ｎ／ｍ） ポリエチレン製ネット 目合３０ｍｍ　９８００Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913030006 土木シート ヤシ繊維系不織布 厚１０．０ｍｍ　（６８Ｎ／５ｃｍ） ヤシ繊維系不織布 Ｔ１０ｍｍ　６８Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913030008 土木シート ヤシ繊維系不織布 厚２０．０ｍｍ　（１３７Ｎ／５ｃｍ） ヤシ繊維系不織布 Ｔ２０ｍｍ　１３７Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913030010 土木シート ヤシ繊維系不織布 厚３０．０ｍｍ　（２０５Ｎ／５ｃｍ） ヤシ繊維系不織布 Ｔ３０ｍｍ　２０５Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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土木シート 1913030020 土木シート ヤシ繊維系不織布 厚５０．０ｍｍ　（３４３Ｎ／５ｃｍ） ヤシ繊維系不織布 Ｔ５０ｍｍ　３４３Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913030012 土木シート 合繊不織布 厚１０．０ｍｍ　（１１７Ｎ／５ｃｍ） 合繊不織布 Ｔ１０ｍｍ　１１７Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913030014 土木シート 合繊不織布 厚２０．０ｍｍ　（２３５Ｎ／５ｃｍ） 合繊不織布 Ｔ２０ｍｍ　２３５Ｎ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913030016 土木シート 合繊不織布 厚１０．０ｍｍ　（９．８ｋＮ／ｍ） 合繊不織布 Ｔ１０ｍｍ　９．８ＫＮ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート 1913030018 土木シート 合繊不織布 厚２０．０ｍｍ　（１９．６ｋＮ／ｍ） 合繊不織布 Ｔ２０ｍｍ　１９．６ＫＮ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011085 土木シート メッシュタイプネット状シート ダイオ土木シート ＧＦ１８　厚０．３４ｍｍ　ガラス繊維 ダイオ化成 ダイオ土木シート ＧＦ１８　Ｔ０．３４ｍｍ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011087 土木シート メッシュタイプネット状シート ダイオ土木シート ＤＢ９０　厚０．５５ｍｍ　メッシュＰＰ ダイオ化成 ダイオ土木シート ＤＢ９０　Ｔ０．５５ｍｍ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011150 土木シート メッシュタイプネット状シート ストレッチファイバー ４０１６　メッシュＰＥ 大嘉産業 ストレッチファイバー ４０１６　メッシュ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012425 土木シート メッシュタイプネット状シート ワイドメッシュ ＃１９１９　メッシュＰＥ 日本ワイドクロス ワイドメッシュ ＃１９１９　メッシュＰＥ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012430 土木シート メッシュタイプネット状シート ワイドメッシュ ＃２１２１Ｍ　メッシュＰＥ 日本ワイドクロス ワイドメッシュ ＃２１２１Ｍ　メッシュＰＥ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012435 土木シート メッシュタイプネット状シート ワイドメッシュ ＥＸ－２０００　メッシュＰＥ 日本ワイドクロス ワイドメッシュ ＥＸ－２０００　メッシュＰＥ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012475 土木シート 不織布（長繊維）系 テクトン ３２０１　ＰＰ 新江州 テクトン ３２０１　ＰＰ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012480 土木シート 不織布（長繊維）系 テクトン ３４０１　ＰＰ 新江州 テクトン ３４０１　ＰＰ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012485 土木シート 不織布（長繊維）系 テクトン ３６０１　ＰＰ 新江州 テクトン ３６０１　ＰＰ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012487 土木シート 不織布（長繊維）系 テクトン ＳＫ 新江州 テクトン ＳＫ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011965 土木シート 不織布（長繊維）系 ＩＬＢイオシート ＥＯ６０　厚０．５ｍｍ　ポリエステル 太平洋プレコン工業 ＩＬＢイオシート ＥＯ６０　Ｔ０．５ｍｍ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913033420 土木シート 不織布（長繊維）系 ボランス ４０６１Ｎ　厚０．５ｍｍ　ポリエステル 東洋紡 ボランス ４０６１Ｎ　Ｔ０．５ｍｍ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913033422 土木シート 不織布（長繊維）系 ｅ－ボランス ４３０ＲＮ　ＰＥＴボトルリサイクル品 東洋紡 ｅ－ボランス ４３０ＲＮ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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土木シート―ブランド品― 1913033424 土木シート 不織布（長繊維）系 ｅ－ボランス ４４５ＲＮＢ　ＰＥＴボトルリサイクル品 東洋紡 ｅ－ボランス ４４５ＲＮＢ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913033426 土木シート 不織布（長繊維）系 ｅ－ボランス ４６４ＲＮＢ　ＰＥＴボトルリサイクル品 東洋紡 ｅ－ボランス ４６４ＲＮＢ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913042805 土木シート 不織布（長繊維）系 テラムミニパック １０００／ＵＶ　厚０．７ｍｍ　ＰＰ＋ＰＥ フジアルファ テラムミニパック １０００／ＵＶ　Ｔ０．７ｍｍ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913032605 土木シート 不織布（長繊維）系 ポリフェルト／タフネル ＥＸ－２６　厚１．５ｍｍ　ＰＰ 三井化学産資 ポリフェルト／タフネル ＥＸ－２６　Ｔ１．５ｍｍ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913032610 土木シート 不織布（長繊維）系 ポリフェルト／タフネル ＥＸ－４０　厚２．０ｍｍ　ＰＰ 三井化学産資 ポリフェルト／タフネル ＥＸ－４０　Ｔ２ｍｍ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913032615 土木シート 不織布（長繊維）系 ポリフェルト／タフネル ＥＸ－６０　厚３．０ｍｍ　ＰＰ 三井化学産資 ポリフェルト／タフネル ＥＸ－６０　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913032620 土木シート 不織布（長繊維）系 ポリフェルト／タフネル ＥＸ－８０　厚４．０ｍｍ　ＰＰ 三井化学産資 ポリフェルト／タフネル ＥＸ－８０　Ｔ４ｍｍ ｍ２ 394 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913080040 土木シート 不織布（短繊維）系 あんしんマット ＮＦ－１０１２　厚１０．０ｍｍ オーツカ シート保護用　あんしんマット ＮＦ－１０１２　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913080050 土木シート 不織布（短繊維）系 あんしんマット ＮＦ－１０１２Ｐ６　厚１０．０ｍｍ オーツカ シート保護用　あんしんマット ＮＦ－１０１２Ｐ６　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913030645 土木シート 不織布（短繊維）系 サンドマット ＳＰ－１０　厚１０．０ｍｍ　ＰＰ基布 共英産業 サンドマツト ＳＰ－１０　Ｔ１０ｍｍＰＰ基布 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913080010 土木シート 不織布（短繊維）系 エコキーパー ＨＡ－１０　厚１０．０ｍｍ 田中 シート保護マット　エコキーパー ＨＡ－１０　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913080020 土木シート 不織布（短繊維）系 エコライナー ＬＨ－１０　厚１０．０ｍｍ 田中 シート保護マット　エコライナー ＬＨ－１０　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913031690 土木シート 不織布（短繊維）系 ニードキーパー ＮＫ－７００Ｓ　厚７．０ｍｍ　ポリエステル 田中 ニードキーパー ＮＫ－７００Ｓ　Ｔ７ｍｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913031670 土木シート 不織布（短繊維）系 ニードキーパー ＮＫ－１０００Ｓ　厚１０．０ｍｍ　ポリエステル 田中 ニードキーパー ＮＫ－１０００Ｓ　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913031680 土木シート 不織布（短繊維）系 パームグリッド Ｔ３７８　ヤシ繊維 田中 パームグリッド Ｔ３７８　ヤシ繊維 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913031685 土木シート 不織布（短繊維）系 パームグリッド Ｔ３８４　ヤシ繊維 田中 パームグリッド Ｔ３８４　ヤシ繊維 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913014090 土木シート 不織布（短繊維）系 テンロン Ｔ－４　Ｗ２．６ｍ　ポリエステル 天龍建設 テンロン Ｔ－４　Ｗ２．６ｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913014092 土木シート 不織布（短繊維）系 テンロン Ｔ－８　Ｗ２．６ｍ　ポリエステル 天龍建設 テンロン Ｔ－８　Ｗ２．６ｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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土木シート―ブランド品― 1913014094 土木シート 不織布（短繊維）系 テンロン Ｔ－１２　Ｗ２．６ｍ　ポリエステル 天龍建設 テンロン Ｔ－１２　Ｗ２．６ｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913014082 土木シート 不織布（短繊維）系 テンロン Ｔ－１６　Ｗ２．６ｍ　ポリエステル 天龍建設 テンロン Ｔ－１６　Ｗ２．６ｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913014084 土木シート 不織布（短繊維）系 テンロン Ｔ－２０　Ｗ２．６ｍ　ポリエステル 天龍建設 テンロン Ｔ－２０　Ｗ２．６ｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913014086 土木シート 不織布（短繊維）系 テンロン Ｔ－２４　Ｗ２．６ｍ　ポリエステル 天龍建設 テンロン Ｔ－２４　Ｗ２．６ｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913031822
土木シート 不織布（短繊維）系 トスコマット ＃６００　厚３．０ｍｍ　リサイクルポリエステル＋ＰＰクロス トス
コ

トスコマット ＃６００リサイクルポリエステル ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011290 土木シート 不織布（短繊維）系 ＦＰシート ＰＲ－５　厚５．０ｍｍ　ＰＰ織布＋ＰＰ不織布 ドレイン工業 ＦＰシート ＰＲ－５　ＰＰ織布＋不織布 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011300 土木シート 不織布（短繊維）系 ＦＰシート ＰＲ－１０　厚１０．０ｍｍ　ＰＰ織布＋ＰＰ不織布 ドレイン工業 ＦＰシート ＰＲ－１０　ＰＰ織布＋不織布 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011310 土木シート 不織布（短繊維）系 ＦＰシート ＰＲ－２０　厚２０．０ｍｍ　ＰＰ織布＋ＰＰ不織布 ドレイン工業 ＦＰシート ＰＲ－２０　ＰＰ織布＋不織布 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011320 土木シート 不織布（短繊維）系 ＦＰシート ＰＲ－３０　厚３０．０ｍｍ　ＰＰ織布＋ＰＰ不織布 ドレイン工業 ＦＰシート ＰＲ－３０　ＰＰ織布＋不織布 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913032420 土木シート 不織布（短繊維）系 ステラシート ＳＨ－１０　厚１０．０ｍｍ　ＰＰ基布 日建工学 ステラシート ＳＨ－１０　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913031205 土木シート 不織布（短繊維）系 サンドフ ＣＦ－１００　厚３．０ｍｍ　ポリエステル 前田工繊 サンドフ ＣＦ－１００　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913031210 土木シート 不織布（短繊維）系 サンドフ ＣＦ－１３０　厚４．０ｍｍ　ポリエステル 前田工繊 サンドフ ＣＦ－１３０　Ｔ４ｍｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913031225 土木シート 不織布（短繊維）系 サンドフ Ｓ－１０Ｇ　厚１０．０ｍｍ　ポリエステル 前田工繊 サンドフ Ｓ－１０Ｇ　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913032802 土木シート 不織布（短繊維）系 ダイヤベース ＰＰ０４　厚４．０ｍｍ　ＰＰ 三菱ケミカルインフラテック ダイヤベース ＰＰ０４　Ｔ４ｍｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913032804 土木シート 不織布（短繊維）系 ダイヤベース ＰＰ０３　厚３．０ｍｍ　ＰＰ 三菱ケミカルインフラテック ダイヤベース ＰＰ０３　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913032807 土木シート 不織布（短繊維）系 ダイヤベース ＰＥＴ１０　厚１０．０ｍｍ　ＰＥＴ 三菱ケミカルインフラテック ダイヤベース ＰＥＴ１０　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913032840 土木シート 不織布（短繊維）系 ダイヤベース ＨＳ４０　厚５．０ｍｍ 三菱ケミカルインフラテック ダイヤベース ＨＳ４０　Ｔ５ｍｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913032845 土木シート 不織布（短繊維）系 ダイヤベース ＨＳ６０　厚５．０ｍｍ 三菱ケミカルインフラテック ダイヤベース ＨＳ６０　Ｔ５ｍｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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土木シート―ブランド品― 1913032850 土木シート 不織布（短繊維）系 ダイヤベース ＨＳ１２０　厚５．０ｍｍ 三菱ケミカルインフラテック ダイヤベース ＨＳ１２０　Ｔ５ｍｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012140 土木シート ポリエチレン製ネット トリカルネット Ｎ－９　幅１００・１２４ｃｍ タキロンシーアイシビル トリカルネット Ｎ－９　Ｗ１００・１２４ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012150 土木シート ポリエチレン製ネット トリカルネット Ｎ－２３　幅６２・１００ｃｍ タキロンシーアイシビル トリカルネット Ｎ－２３　Ｗ６２・１００ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012160 土木シート ポリエチレン製ネット トリカルネット Ｎ－２４　幅１００・２００ｃｍ タキロンシーアイシビル トリカルネット Ｎ－２４　Ｗ１００・２００ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012170 土木シート ポリエチレン製ネット トリカルネット Ｎ－２９　幅１００・２００ｃｍ タキロンシーアイシビル トリカルネット Ｎ－２９　Ｗ１００・２００ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012180 土木シート ポリエチレン製ネット トリカルネット Ｎ－３４　幅１００・２００ｃｍ タキロンシーアイシビル トリカルネット Ｎ－３４　Ｗ１００・２００ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012200 土木シート ポリエチレン製ネット トリカルネット Ｎ－５９８　幅１２４ｃｍ タキロンシーアイシビル トリカルネット Ｎ－５９８　Ｗ１２４ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012060 土木シート ポリエチレン製ネット ネトロンシート ＷＦ－１　幅１２４・２００ｃｍ タキロンシーアイシビル ネトロンシート ＷＦ－１　Ｗ１２４・２００ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012070 土木シート ポリエチレン製ネット ネトロンシート ＷＦ－２　幅２００ｃｍ タキロンシーアイシビル ネトロンシート ＷＦ－２　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012080 土木シート ポリエチレン製ネット ネトロンシート ＷＦ－５　幅２００ｃｍ タキロンシーアイシビル ネトロンシート ＷＦ－５　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012110 土木シート ポリエチレン製ネット ネトロンシート ＡＮ－２　幅１２４ｃｍ タキロンシーアイシビル ネトロンシート ＡＮ－２　Ｗ１２４ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012120 土木シート ポリエチレン製ネット ネトロンシート ＡＮ－３　幅１２４ｃｍ タキロンシーアイシビル ネトロンシート ＡＮ－３　Ｗ１２４ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012102 土木シート ポリエチレン製ネット ネトロンシート Ｃ－ＷＦ９　幅２００ｃｍ タキロンシーアイシビル ネトロンシート Ｃ－ＷＦ９　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1905052005 土木シート ポリエチレン製ネット ベストしがら ＢＳ－１　幅０．６２×長３０ｍ タキロンシーアイシビル 柵工材　ベストしがら ＢＳ－１　Ｗ０．６２×Ｌ３０ｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1905 擁壁材

土木シート―ブランド品― 1905052010 土木シート ポリエチレン製ネット ベストしがら ＢＳ－２　幅０．６２×長３０ｍ タキロンシーアイシビル 柵工材　ベストしがら ＢＳ－２　Ｗ０．６２×Ｌ３０ｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1905 擁壁材

土木シート―ブランド品― 1913012460 土木シート ポリエチレン製ネット スミネット ＳＮ－Ｈ１５０５　幅１２０ｃｍ 前田工繊 スミネット ＳＮ－Ｈ１５０５　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012470 土木シート ポリエチレン製ネット スミネット ＳＮ－Ｈ２５０５　幅１２０ｃｍ 前田工繊 スミネット ＳＮ－Ｈ２５０５　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012220 土木シート ポリエチレン製ネット ネトロンシート Ｚ－１　幅１２４ｃｍ 三井化学産資 ネトロンシート Ｚ－１　Ｗ１２４ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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土木シート―ブランド品― 1913012230 土木シート ポリエチレン製ネット ネトロンシート Ｚ－３　幅１２４ｃｍ 三井化学産資 ネトロンシート Ｚ－３　Ｗ１２４ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012240 土木シート ポリエチレン製ネット ネトロンシート Ｚ－１３　幅１２４ｃｍ 三井化学産資 ネトロンシート Ｚ－１３　Ｗ１２４ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012250 土木シート ポリエチレン製ネット ネトロンシート Ｚ－２８　幅２００ｃｍ 三井化学産資 ネトロンシート Ｚ－２８　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012390 土木シート ポリエチレン製ネット ネトロンシート ＫＺ－２－２００ 三井化学産資 ネトロンシート ＫＺ－２－２００ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913013242 土木シート ポリエチレン製ネット ネトロンシート ＴＳＸ－２４６　スーパーシガラ 三井化学産資 ネトロンシート ＴＳＸ－２４６　スーパーシガラ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913013245 土木シート ポリエチレン製ネット ネトロンシート ＴＳＸ－２５２　スーパーシガラ 三井化学産資 ネトロンシート ＴＳＸ－２５２　スーパーシガラ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012280 土木シート ポリエチレン製ネット ユカロンネット Ｕ－１　幅１００ｃｍ 三菱ケミカルインフラテック ユカロンネット Ｕ－１　Ｗ１００ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012490 土木シート ポリエチレン製ネット ユカロンネット Ｕ－３　幅１００・２００ｃｍ 三菱ケミカルインフラテック ユカロンネット Ｕ－３　Ｗ１００・２００ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012500 土木シート ポリエチレン製ネット ユカロンネット Ｕ－１３　幅１００・２００ｃｍ 三菱ケミカルインフラテック ユカロンネット Ｕ－１３　Ｗ１００・２００ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012510 土木シート ポリエチレン製ネット ユカロンネット Ｕ－２０　幅１００・２００ｃｍ 三菱ケミカルインフラテック ユカロンネット Ｕ－２０　Ｗ１００・２００ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913013318 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ５０Ｌ　幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ パラリンク ５０Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913013320 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク １００Ｌ　幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ パラリンク １００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913013330 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク １５０Ｌ　幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ パラリンク １５０Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913013340 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ２００Ｌ　幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ パラリンク ２００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913013350 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ２５０Ｌ　幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ パラリンク ２５０Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913013360 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ３００Ｌ　幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ パラリンク ３００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913013380 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ４００Ｌ　幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ パラリンク ４００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913013400 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ５００Ｌ　幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ パラリンク ５００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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土木シート―ブランド品― 1913013420 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ６００Ｌ　幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ パラリンク ６００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913013440 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ７００Ｌ　幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ パラリンク ７００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913013460 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ８００Ｌ　幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ パラリンク ８００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913013462 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク ９００Ｌ　幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ パラリンク ９００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913013464 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 パラリンク １０００Ｌ　幅４５０ｃｍ エターナルプレザーブ パラリンク １０００Ｌ　Ｗ４５０ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011163 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 ファイバーグリッド ＳＨ－４０　メッシュ　ポリエステル 大嘉産業 ファイバーグリッド ＳＨ－４０　メッシュ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011165 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 ファイバーグリッド ＳＨ－７０　メッシュ　ポリエステル 大嘉産業 ファイバーグリッド ＳＨ－７０　メッシュ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011167 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 ファイバーグリッド ＳＨ－１００　メッシュ　ポリエステル 大嘉産業 ファイバーグリッド ＳＨ－１００　メッシュ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011169 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 ファイバーグリッド ＳＨ－１５０　メッシュ　ポリエステル 大嘉産業 ファイバーグリッド ＳＨ－１５０　メッシュ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011002 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 ストロンググリッド ＴＳＧ４０００　メッシュ 太陽工業 ストロンググリッド ＴＳＧ４０００　メッシュ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011004 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 ストロンググリッド ＴＳＧ７０００　メッシュ 太陽工業 ストロンググリッド ＴＳＧ７０００　メッシュ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011006 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 ストロンググリッド ＴＳＧ１００００　メッシュ 太陽工業 ストロンググリッド ＴＳＧ１００００　メッシュ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012672 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 インターフォース ＩＧ－４００　幅２００ｃｍ 田中 インターフォース ＩＧ－４００　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012673 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 インターフォース ＩＧ－８００　幅２００ｃｍ 田中 インターフォース ＩＧ－８００　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012674 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 インターフォース ＩＧ－１０００　幅２００ｃｍ 田中 インターフォース ＩＧ－１０００　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012690 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 ハイメッシュ ＨＭＴ－４０ 前田工繊 ハイメッシュ ＨＭＴ－４０ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012705 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 ハイメッシュ ＨＭＴ－８０ 前田工繊 ハイメッシュ ＨＭＴ－８０ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012710 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 ハイメッシュ ＨＭＴ－１００ 前田工繊 ハイメッシュ ＨＭＴ－１００ ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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土木シート―ブランド品― 1913011982 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ１５０　高盛土用 前田工繊 エーステックス ＧＴ１５０　高盛土用 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011984 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ２００　高盛土用 前田工繊 エーステックス ＧＴ２００　高盛土用 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011986 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ３００　高盛土用 前田工繊 エーステックス ＧＴ３００　高盛土用 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011988 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ４００　高盛土用 前田工繊 エーステックス ＧＴ４００　高盛土用 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011990 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ６５０　高盛土用 前田工繊 エーステックス ＧＴ６５０　高盛土用 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011992 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ８００　高盛土用 前田工繊 エーステックス ＧＴ８００　高盛土用 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011994 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ１０００　高盛土用 前田工繊 エーステックス ＧＴ１０００　高盛土用 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011996 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ１２００　高盛土用 前田工繊 エーステックス ＧＴ１２００　高盛土用 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011998 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ１５０ＭＬ　マットレス用 前田工繊 エーステックス ＧＴ１５０ＭＬ　マットレス用 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012000 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ２００ＭＬ　マットレス用 前田工繊 エーステックス ＧＴ２００ＭＬ　マットレス用 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012002 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ３００ＭＬ　マットレス用 前田工繊 エーステックス ＧＴ３００ＭＬ　マットレス用 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012004 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ４００ＭＬ　マットレス用 前田工繊 エーステックス ＧＴ４００ＭＬ　マットレス用 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012006 土木シート 軟弱地盤安定工補強材 エーステックス ＧＴ６５０ＭＬ　マットレス用 前田工繊 エーステックス ＧＴ６５０ＭＬ　マットレス用 ｍ２ 395 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012720 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テラムグリッド Ｔ５０　幅２００ｃｍ アイワ産業 テラムグリッド Ｔ５０　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012725 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テラムグリッド Ｔ７０　幅２００ｃｍ アイワ産業 テラムグリッド Ｔ７０　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012730 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テラムグリッド Ｔ１１０　幅２００ｃｍ アイワ産業 テラムグリッド Ｔ１１０　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012735 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テラムグリッド Ｔ１５０　幅２００ｃｍ アイワ産業 テラムグリッド Ｔ１５０　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012762 土木シート 補強盛土工ジオグリッド トリグリッド ＥＸ－４０ 岡三リビック トリグリッド ＥＸ－４０ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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土木シート―ブランド品― 1913012764 土木シート 補強盛土工ジオグリッド トリグリッド ＥＸ－６０ 岡三リビック トリグリッド ＥＸ－６０ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012766 土木シート 補強盛土工ジオグリッド トリグリッド ＥＸ－８０ 岡三リビック トリグリッド ＥＸ－８０ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012768 土木シート 補強盛土工ジオグリッド トリグリッド ＥＸ－１００ 岡三リビック トリグリッド ＥＸ－１００ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012770 土木シート 補強盛土工ジオグリッド トリグリッド ＥＸ－１５０ 岡三リビック トリグリッド ＥＸ－１５０ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012772 土木シート 補強盛土工ジオグリッド トリグリッド ＥＸ－２００ 岡三リビック トリグリッド ＥＸ－２００ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012740 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テナックスＴＴ ＴＴ０４５ ジオシステム テナックスＴＴ ＴＴ０４５ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012745 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テナックスＴＴ ＴＴ０６０ ジオシステム テナックスＴＴ ＴＴ０６０ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012750 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テナックスＴＴ ＴＴ０９０ ジオシステム テナックスＴＴ ＴＴ０９０ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012755 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テナックスＴＴ ＴＴ１２０ ジオシステム テナックスＴＴ ＴＴ１２０ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012760 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テナックスＴＴ ＴＴ１６０ ジオシステム テナックスＴＴ ＴＴ１６０ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011153 土木シート 補強盛土工ジオグリッド コスモグリッド ＣＧ－４０　幅２００ｃｍ 大嘉産業 コスモグリッド ＣＧ－４０　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011155 土木シート 補強盛土工ジオグリッド コスモグリッド ＣＧ－６０　幅２００ｃｍ 大嘉産業 コスモグリッド ＣＧ－６０　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011157 土木シート 補強盛土工ジオグリッド コスモグリッド ＣＧ－８０　幅２００ｃｍ 大嘉産業 コスモグリッド ＣＧ－８０　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011159 土木シート 補強盛土工ジオグリッド コスモグリッド ＣＧ－１００　幅２００ｃｍ 大嘉産業 コスモグリッド ＣＧ－１００　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913011161 土木シート 補強盛土工ジオグリッド コスモグリッド ＣＧ－１５０　幅２００ｃｍ 大嘉産業 コスモグリッド ＣＧ－１５０　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012540 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム Ｇ－３５　幅１２０ｃｍ 前田工繊 アデム Ｇ－３５　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012542 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム Ｇ－５０　幅１２０ｃｍ 前田工繊 アデム Ｇ－５０　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012530 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム Ｇ－６０　幅１２０ｃｍ 前田工繊 アデム Ｇ－６０　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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土木シート―ブランド品― 1913012532 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム Ｇ－８０　幅１２０ｃｍ 前田工繊 アデム Ｇ－８０　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012534 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム Ｇ－１００　幅１２０ｃｍ 前田工繊 アデム Ｇ－１００　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012544 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム Ｇ－１２０　幅１２０ｃｍ 前田工繊 アデム Ｇ－１２０　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012546 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム Ｇ－１５０　幅１２０ｃｍ 前田工繊 アデム Ｇ－１５０　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012522 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム ＨＧ－３６　幅１２０ｃｍ 前田工繊 アデム ＨＧ－３６　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012524 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム ＨＧ－５０　幅１２０ｃｍ 前田工繊 アデム ＨＧ－５０　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012526 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム ＨＧ－６０　幅１２０ｃｍ 前田工繊 アデム ＨＧ－６０　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012528 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム ＨＧ－８０　幅１２０ｃｍ 前田工繊 アデム ＨＧ－８０　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012538 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム ＨＧ－１００　幅１２０ｃｍ 前田工繊 アデム ＨＧ－１００　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012548 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム ＨＧ－１２０　幅１２０ｃｍ 前田工繊 アデム ＨＧ－１２０　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012552 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム ＨＧ－１５０　幅１２０ｃｍ 前田工繊 アデム ＨＧ－１５０　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012554 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム ＨＧ－２００　幅１２０ｃｍ 前田工繊 アデム ＨＧ－２００　Ｗ１２０ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012536 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム Ｆ－８０　幅２００ｃｍ 前田工繊 アデム Ｆ－８０　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012550 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム Ｆ－１００　幅２００ｃｍ 前田工繊 アデム Ｆ－１００　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012555 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム Ｆ－１５０　幅２００ｃｍ 前田工繊 アデム Ｆ－１５０　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012556 土木シート 補強盛土工ジオグリッド アデム Ｆ－２００　幅２００ｃｍ 前田工繊 アデム Ｆ－２００　Ｗ２００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913013304 土木シート 補強盛土工ジオグリッド フォートラック ３５／２０－２０　幅２４５ｃｍ　ポリエステル 前田工繊 フォートラック ３５／２０－２０　Ｗ２４５ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913012590 土木シート 補強盛土工ジオグリッド フォートラック ５５／３０－２０　幅２４５ｃｍ　ポリエステル 前田工繊 フォートラック ５５／３０－２０　Ｗ２４５ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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土木シート―ブランド品― 1913013305 土木シート 補強盛土工ジオグリッド フォートラック ８０／３０－２０　幅２４５ｃｍ　ポリエステル 前田工繊 フォートラック ８０／３０－２０　Ｗ２４５ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913013310 土木シート 補強盛土工ジオグリッド フォートラック １１０／３０－２０　幅２４５ｃｍ　ポリエステル 前田工繊 フォートラック １１０／３０－２０Ｗ２４５ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913042415 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＳＳ１　幅４００ｃｍ 三井化学産資，三菱ケミカルインフラテック テンサー ＳＳ１　Ｗ４００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913042405 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＳＳ２　幅４００ｃｍ 三井化学産資，三菱ケミカルインフラテック テンサー ＳＳ２　Ｗ４００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913042440 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＳＳ３５　幅３５０ｃｍ 三井化学産資，三菱ケミカルインフラテック テンサー ＳＳ３５　Ｗ３５０ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913042502 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＲＥ４０　幅１００ｃｍ 三井化学産資，三菱ケミカルインフラテック テンサー ＲＥ４０　Ｗ１００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913042504 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＲＥ５５　幅１００ｃｍ 三井化学産資，三菱ケミカルインフラテック テンサー ＲＥ５５　Ｗ１００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913042506 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＲＥ７０　幅１００ｃｍ 三井化学産資，三菱ケミカルインフラテック テンサー ＲＥ７０　Ｗ１００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913042508 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＲＥ９０　幅１００ｃｍ 三井化学産資，三菱ケミカルインフラテック テンサー ＲＥ９０　Ｗ１００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913042485
土木シート 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＲＥ１２５　幅１００ｃｍ 三井化学産資，三菱ケミカルインフラテッ
ク

テンサー ＲＥ１２５　Ｗ１００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913042495
土木シート 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＲＥ１６０　幅１００ｃｍ 三井化学産資，三菱ケミカルインフラテッ
ク

テンサー ＲＥ１６０　Ｗ１００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913042450 土木シート 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＧＭ４　幅４００ｃｍ 三井化学産資，三菱ケミカルインフラテック テンサー ＧＭ４　Ｗ４００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木シート―ブランド品― 1913042510
土木シート 補強盛土工ジオグリッド テンサー ＲＥ－１　幅１００ｃｍ　壁面強化材 三井化学産資，三菱ケミカルイ
ンフラテック

テンサー ＲＥ－１　Ｗ１００ｃｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防砂板―ブランド品― 1913040210 防砂板 サンドマット ＳＷ－３０　厚３０ｍｍ　金網付き 共英産業 サンドマット　ＳＷ－３０ Ｔ３０ｍｍ　塩ビ被覆金網付 ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防砂板―ブランド品― 1913040215 防砂板 サンドマット ＳＷ－５０　厚５０ｍｍ　塩ビ被覆 共英産業 サンドマット　ＳＷ－５０ Ｔ５０ｍｍ　塩ビ被覆金網付 ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防砂板―ブランド品― 1913041330 防砂板 サンスイ防砂目地板 ＳＢＭ－５　厚５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　ＰＶＣ 山水産業 サンスイ防砂目地板　ＳＢＭ－５ Ｔ５×Ｗ１０００ｍｍ　ＰＶＣ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防砂板―ブランド品― 1913033232 防砂板 ヘチマロン（全透水） ５０２ＦＴ　厚２０×幅５００ｍｍ 新光ナイロン ヘチマロン（全透水） ５０２ＦＴ　２０×５００ｍｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防砂板―ブランド品― 1913033234 防砂板 ヘチマロン（全透水） ４３ＦＴ　厚３０×幅４００ｍｍ 新光ナイロン ヘチマロン（全透水） ４３ＦＴ　３０×４００ｍｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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防砂板―ブランド品― 1913033236 防砂板 ヘチマロン（全透水） ５０５ＦＴ　厚５０×幅５００ｍｍ 新光ナイロン ヘチマロン（全透水） ５０５ＦＴ　５０×５００ｍｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防砂板―ブランド品― 1913033238 防砂板 ヘチマロン（全透水） ３１０ＦＴ　厚１００×幅３００ｍｍ 新光ナイロン ヘチマロン（全透水） ３１０ＦＴ　１００×３００ｍｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防砂板―ブランド品― 1913033240 防砂板 ヘチマロン（全透水） ５１０ＦＴ　厚１００×幅５００ｍｍ 新光ナイロン ヘチマロン（全透水） ５１０ＦＴ　１００×５００ｍｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

防砂板―ブランド品― 1913033242 防砂板 透水フィルター ＥＰ１２０　２ｍ幅　ＰＰ 新光ナイロン 透水フィルター ＥＰ１２０　２ｍ幅　ＰＰ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913041245 沈床材 アンカーマット ＳＰＭ－５　厚５ｍｍ×幅６ｍ 山水産業 アンカーマット ＳＰＭ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ６ｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913041250 沈床材 アンカーマット ＳＰＭ－５　厚５ｍｍ×幅７ｍ 山水産業 アンカーマット ＳＰＭ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ７ｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913041255 沈床材 アンカーマット ＳＰＭ－５　厚５ｍｍ×幅８ｍ 山水産業 アンカーマット ＳＰＭ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ８ｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913041260 沈床材 アンカーマット ＳＰＭ－５　厚５ｍｍ×幅９ｍ 山水産業 アンカーマツト ＳＰＭ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ９ｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913041265 沈床材 アンカーマット ＳＰＭ－５　厚５ｍｍ×幅１０ｍ 山水産業 アンカーマット ＳＰＭ－５　５ｍｍ×Ｌ１０ｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913041270 沈床材 アンカーマット ＳＰＭ－５　厚５ｍｍ×幅１１ｍ 山水産業 アンカーマット ＳＰＭ－５　５ｍｍ×Ｌ１１ｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913041210 沈床材 沈床板 ＳＣＳ－５　厚５ｍｍ×幅６ｍ 山水産業 沈床板 ＳＣＳ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ６ｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913041215 沈床材 沈床板 ＳＣＳ－５　厚５ｍｍ×幅７ｍ 山水産業 沈床板 ＳＣＳ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ７ｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913041220 沈床材 沈床板 ＳＣＳ－５　厚５ｍｍ×幅８ｍ 山水産業 沈床板 ＳＣＳ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ８ｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913041225 沈床材 沈床板 ＳＣＳ－５　厚５ｍｍ×幅９ｍ 山水産業 沈床板 ＳＣＳ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ９ｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913041230 沈床材 沈床板 ＳＣＳ－５　厚５ｍｍ×幅１０ｍ 山水産業 沈床板 ＳＣＳ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ１０ｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913041235 沈床材 沈床板 ＳＣＳ－５　厚５ｍｍ×幅１１ｍ 山水産業 沈床板 ＳＣＳ－５　Ｔ５ｍｍ×Ｌ１１ｍ ｍ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913040805 沈床材 エプラマット Ａタイプ（ＫＦ）アルミナイズ 太陽工業 エプラマット　Ａタイプ ＫＦ　アルミナイズ金網付 ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913040810 沈床材 エプラマット Ｂタイプ　金網付き 太陽工業 エプラマット　Ｂタイプ アルミナイズ金網付 ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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沈床材―ブランド品― 1913041025 沈床材 ニードフル沈床マット ＮＮＷ１０Ａ　厚１０ｍｍ　塩ビ金網付き 田中 ニードフル沈床マット ＮＮＷ１０Ａ　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913041010 沈床材 ニードフル沈床マット ＮＷ２５　厚２５ｍｍ　塩ビ金網付き 田中 ニードフル沈床マット ＮＷ２５　Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913041035 沈床材 ニードフル沈床マット ＮＫＷ７００　厚２０ｍｍ　菱形金網付き 田中 ニードフル沈床マット ＮＫＷ７００　Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913041605 沈床材 沈床マット ＰＲＷ－５０　厚５０ｍｍ　ネット＋金網 ドレイン工業 沈床マット　ＰＲＷ－５０ Ｔ５０ｍｍ　ネット＋金網 ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

沈床材―ブランド品― 1913041835 沈床材 ステラ沈床マット ＳＥＣ－５００　特殊樹脂 日建工学 ステラ沈床マット ＳＥＣ－５００　特殊樹脂 ｍ２ 396 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート 1913060005 土木用遮水シート 加硫ゴム系シート 厚１．０ｍｍ 加硫ゴム系シート Ｔ１ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート 1913060010 土木用遮水シート 加硫ゴム系シート 厚１．５ｍｍ 加硫ゴム系シート Ｔ１．５ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート 1913060015 土木用遮水シート 加硫ゴム系シート 厚２．０ｍｍ 加硫ゴム系シート Ｔ２ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート 1913060018 土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚０．５ｍｍ 軟質塩化ビニルシート Ｔ０．５ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート 1913060020 土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚１．０ｍｍ 軟質塩化ビニルシート Ｔ１ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート 1913060025 土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚１．５ｍｍ 軟質塩化ビニルシート Ｔ１．５ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート 1913060030 土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚２．０ｍｍ 軟質塩化ビニルシート Ｔ２ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート 1913060035 土木用遮水シート 高弾性軟質塩化ビニルシート 厚１．０ｍｍ 高弾性軟質塩化ビニルシート Ｔ１ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート 1913060040 土木用遮水シート 高弾性軟質塩化ビニルシート 厚１．５ｍｍ 高弾性軟質塩化ビニルシート Ｔ１．５ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート 1913060045 土木用遮水シート 高弾性軟質塩化ビニルシート 厚２．０ｍｍ 高弾性軟質塩化ビニルシート Ｔ２ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート 1913060050 土木用遮水シート 河川護岸用遮水シート（汎用品） ＰＶＣ＋反毛フェルト 厚１．０＋１０．０ｍｍ 河川護岸用遮水シート（汎用品） ＰＶＣ　Ｔ１＋１０ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート 1913060075 土木用遮水シート 河川護岸用遮水シート ＥＶＡ＋反毛フェルト 厚１．０＋１０．０ｍｍ 河川護岸用遮水シート ＥＶＡ　Ｔ１＋１０ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート 1913060065 土木用遮水シート 塩ビ系二層構造シート ＰＶＣ＋不織布 厚１１．０ｍｍ 塩ビ系二層構造シート Ｔ１１ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

1150 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

土木用遮水シート 1913060070 土木用遮水シート 塩ビ系二層構造シート ＰＶＣ＋不織布 厚１１．５ｍｍ 塩ビ系二層構造シート Ｔ１１．５ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913062635
土木用遮水シート 単層構造　軟質塩化ビニルシート ビノンシート ＳＮＫ　厚１．０×幅２，０３０ｍｍ タキロン
シーアイ

ビノンシート　ＳＮＫ Ｔ１×Ｗ２０３０ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913062640
土木用遮水シート 単層構造　軟質塩化ビニルシート ビノンシート ＳＮＫ　厚１．５×幅２，０３０ｍｍ タキロン
シーアイ

ビノンシート　ＳＮＫ Ｔ１．５×Ｗ２０３０ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913062645
土木用遮水シート 単層構造　軟質塩化ビニルシート ビノンシート ＳＮＫ　厚２．０×幅２，０３０ｍｍ タキロン
シーアイ

ビノンシート　ＳＮＫ Ｔ２×Ｗ２０３０ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913062650
土木用遮水シート 単層構造　耐寒用超軟質塩化ビニルシート ビノンソフシート ＳＯＦ　厚１．０×幅２，０３０ｍｍ
タキロンシーアイ

ビノンソフシート　ＳＯＦ Ｔ１×Ｗ２０３０ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913062655
土木用遮水シート 単層構造　耐寒用超軟質塩化ビニルシート ビノンソフシート ＳＯＦ　厚１．５×幅２，０３０ｍｍ
タキロンシーアイ

ビノンソフシート　ＳＯＦ Ｔ１．５×Ｗ２０３０ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913062660
土木用遮水シート 単層構造　耐寒用超軟質塩化ビニルシート ビノンソフシート ＳＯＦ　厚２．０×幅２，０３０ｍｍ
タキロンシーアイ

ビノンソフシート　ＳＯＦ Ｔ２×Ｗ２０３０ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913062015 土木用遮水シート アスファルト系シート 土木アコシート ３．０ｍｍ×１，０００ｍｍ 三星産業 土木アコシート Ｔ３×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913061605 土木用遮水シート 塩ビ系シート ペーブマット ＰＶ－１０　厚１０ｍｍ ドレイン工業 ペーブマット　ＰＶ－１０ Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913061610 土木用遮水シート 塩ビ系シート ペーブマット ＰＶ－２０　厚２０ｍｍ ドレイン工業 ペーブマット　ＰＶ－２０ Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913062220 土木用遮水シート 繊維補強型加硫ゴムシート ミズシートＳ ＥＰＤＭ－Ｒ　厚１．５ｍｍ 三ツ星ベルト ミズシートＳ　ＥＰＤＭ－Ｒ Ｔ１．５ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913068835 土木用遮水シート ポリエチレン製シート メタプレーン ＸＰ　厚１．５×幅２，０３０ｍｍ ダイヤプラスフィルム メタプレーン　ＸＰ Ｔ１．５×Ｗ２０３０ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913065025 土木用遮水シート ポリエチレン製シート ガンデルシート ＨＤ　厚１．５×幅７，０００ｍｍ 太陽工業 ガンデルシート　ＨＤ Ｔ１．５×Ｗ７０００ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913065030 土木用遮水シート ポリエチレン製シート ガンデルシート ＨＤ　厚２．０×幅７，０００ｍｍ 太陽工業 ガンデルシート　ＨＤ Ｔ２×Ｗ７０００ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913065035 土木用遮水シート ポリエチレン製シート ガンデルシート ＨＤＣＷ　厚１．５×幅７，０００ｍｍ 太陽工業 ガンデルシート　ＨＤＣＷ Ｔ１．５×Ｗ７０００ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913065102
土木用遮水シート ベントナイトシート ローマット ＨＤＢ－Ｐ　厚４．５ｍｍ以上　幅２．０×長５０ｍ 岡三リビッ
ク

ローマット　ＨＤＢ－Ｐ Ｔ４．５ｍｍ以上　Ｗ２ｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913067410
土木用遮水シート ベントナイトシート ガンドシール ＧＣＬ　厚４．５ｍｍ以上　幅２．４×長６０．９ｍ ホージュ
ン

ガンドシール　ＧＣＬ Ｔ４．５ｍｍ以上　Ｗ２．４ｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913067405 土木用遮水シート ベントナイトシート パラシール 厚３．５ｍｍ以上　幅１．２×長７．２ｍ ホージュン パラシール Ｔ３．５ｍｍ以上　Ｗ１．２ｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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土木用遮水シート―ブランド品― 1913068404
土木用遮水シート ベントナイトシート ボルクレイマット ニードルパンチタイプ　厚６．４ｍｍ ボルクレイ・ジャパ
ン

ボルクレイマット ニードルパンチ　Ｔ６．４ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913066408
土木用遮水シート ベントナイトシート テクトシール ニードルパンチタイプ　厚６．０ｍｍ　幅２．５×長４０ｍ 前
田工繊

テクトシール ニードルパンチ　Ｔ６ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913066406
土木用遮水シート ベントナイトシート ナベント ステッチボンドタイプ　厚７．０ｍｍ　幅２．５×長３０ｍ 前田工
繊

ナベント ステッチボンド　Ｔ７ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

土木用遮水シート―ブランド品― 1913068202
土木用遮水シート ベントナイトシート ベントフィックス ニードルパンチタイプ　厚６．０ｍｍ　幅２．５×長２５ｍ
丸紅テツゲン

ベントフィックス ニードルパンチ　Ｔ６ｍｍ ｍ２ 397 ○ ○ 1913 土木工事用シート

盛土用フィルター―ブランド品― 1913050710 盛土用フィルター ジオストリーム ＧＳ－３０ 幅３０ｃｍ×長５０ｍ 田中 ジオストリーム ＧＳ－３０　Ｗ３０ｃｍ ｍ 398 ○ ○ 1913 土木工事用シート

盛土用フィルター―ブランド品― 1913050720 盛土用フィルター ジオストリーム ＧＳ－５０ 幅５０ｃｍ×長５０ｍ 田中 ジオストリーム ＧＳ－５０　Ｗ５０ｃｍ ｍ 398 ○ ○ 1913 土木工事用シート

盛土用フィルター―ブランド品― 1913050730 盛土用フィルター ジオストリーム ＧＳ－１００ 幅１００ｃｍ×長５０ｍ 田中 ジオストリーム ＧＳ－１００　Ｗ１００ｃｍ ｍ 398 ○ ○ 1913 土木工事用シート

盛土用フィルター―ブランド品― 1913050210 盛土用フィルター エンドレンフィルター ＥＦ－３ 幅３０ｃｍ×長５０ｍ 前田工繊 エンドレンフィルター ＥＦ－３　Ｗ３０ｃｍ ｍ 398 ○ ○ 1913 土木工事用シート

盛土用フィルター―ブランド品― 1913050220 盛土用フィルター エンドレンフィルター ＥＦ－５ 幅５０ｃｍ×長５０ｍ 前田工繊 エンドレンフィルター ＥＦ－５　Ｗ５０ｃｍ ｍ 398 ○ ○ 1913 土木工事用シート

盛土用フィルター―ブランド品― 1913050230 盛土用フィルター エンドレンフィルター ＥＦ－１０ 幅１００ｃｍ×長５０ｍ 前田工繊 エンドレンフィルター ＥＦ－１０　Ｗ１００ｃｍ ｍ 398 ○ ○ 1913 土木工事用シート

盛土用フィルター―ブランド品― 1913050645 盛土用フィルター ポリフェルト／タフネル ＥＸ－６０ 幅２００ｃｍ×長５０ｍ 三井化学産資 ポリフェルト／タフネル ＥＸ－６０　Ｗ２００ｃｍ ｍ 398 ○ ○ 1913 土木工事用シート

盛土用フィルター―ブランド品― 1913050640 盛土用フィルター ポリフェルト／タフネル ＥＸ－８０ 幅２００ｃｍ×長５０ｍ 三井化学産資 ポリフェルト／タフネル ＥＸ－８０　Ｗ２００ｃｍ ｍ 398 ○ ○ 1913 土木工事用シート

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607014505 ウィープホール（地下水圧防止具） ＢＢパイプ 内径５０ｍｍ×長１５５ｍｍ 環境資材 ＢＢパイプ 径５０×Ｌ１５５ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607014510 ウィープホール（地下水圧防止具） ＴＳ式ウィープホール 内径５０ｍｍ×長１０５．５ｍｍ 環境資材 ＴＳ式ウィープホール 径５０×Ｌ１０５．５ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607010505
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型 内径４０ｍｍ×長１５０ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型　径４０×Ｌ１５０目皿付 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607010510
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型 内径５０ｍｍ×長１５０ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型　径５０×Ｌ１５０目皿付 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607010515
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ７５－Ｖウィープホール 通常型 内径７５ｍｍ×長２００ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ７５－Ｖウィープホール 通常型　径７５×Ｌ２００目皿付 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607010520
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ１００－Ｖウィープホール 通常型 内径１００ｍｍ×長２００ｍｍ　底部目皿
付き 鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ１００－Ｖウィープホール 通常型径１００×Ｌ２００目皿付 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール
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ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607010528
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール 通常型 内径１２５ｍｍ×長２００ｍｍ　底部目
皿付き 鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール 通常型径１２５×Ｌ２００目皿付 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607010600
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ１５０－ＶＰウィープホール 通常型 内径１５０ｍｍ×長２００ｍｍ　底部目
皿付き 鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ１５０－ＶＰウィープホール 通常型径１５０×Ｌ２００目皿付 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607010530
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ５０－Ｖウィープホール 集水フィルター付 内径５０ｍｍ×長１５０ｍｍ 鬼
頭忠兵衛商店

ＫＭ５０－Ｖウィープホール 集水フィルター付　径５０ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607010535
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ５０－Ｖウィープホール 集水フィルターネット付 内径５０ｍｍ×長１５０ｍ
ｍ 鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ５０－Ｖウィープホール 集水フィルターネット付　径５０ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607010540 ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ式フィルターボックス ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２５０ｍｍ 鬼頭忠兵衛商店 ＫＭ式フィルターボックス ３００×３００×２５０ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607010545 ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ式カップフィルター 径５０ｍｍ用 鬼頭忠兵衛商店 ＫＭ式カップフィルター 径５０ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607010550 ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ式カップフィルター 径６５ｍｍ用 鬼頭忠兵衛商店 ＫＭ式カップフィルター 径６５ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607010555 ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ式カップフィルター 径７５ｍｍ用 鬼頭忠兵衛商店 ＫＭ式カップフィルター 径７５ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607010560 ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ式目皿フィルター 径５０ｍｍ用 鬼頭忠兵衛商店 ＫＭ式目皿フィルター 径５０ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607010565 ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ式目皿フィルター 径７５ｍｍ用 鬼頭忠兵衛商店 ＫＭ式目皿フィルター 径７５ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607010602 ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ式差込型フィルター 径５０ｍｍ用 鬼頭忠兵衛商店 ＫＭ式差込型フィルター 径５０ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607010604 ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ式差込型フィルター 径７５ｍｍ用 鬼頭忠兵衛商店 ＫＭ式差込型フィルター 径７５ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607013005 ウィープホール（地下水圧防止具） パーマフィルター Ｖ－１　３０ｃｍ 田中 パーマフィルター Ｖ－１　径３０ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607014005 ウィープホール（地下水圧防止具） ２重管式ウィープホール ４００Ｌ 外管鋼製・内管塩ビ製 中大実業 ２重管式ウィープホール ４００Ｌ 本 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607014102 ウィープホール（地下水圧防止具） Ｇ型・ウィープホール Ｇ－３０　Ｌ＝２００　フラップ弁型 中部美化企業 Ｇ型・ウィープホール Ｇ－３０　Ｌ２００ 本 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607014104 ウィープホール（地下水圧防止具） Ｇ型・ウィープホール Ｇ－４０　Ｌ＝２００　フラップ弁型 中部美化企業 Ｇ型・ウィープホール Ｇ－４０　Ｌ２００ 本 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607014106 ウィープホール（地下水圧防止具） Ｇ型・ウィープホール Ｇ－５０　Ｌ＝２００　フラップ弁型 中部美化企業 Ｇ型・ウィープホール Ｇ－５０　Ｌ２００ 本 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607014108 ウィープホール（地下水圧防止具） Ｇ型・ウィープホール Ｇ－６５　Ｌ＝２００　フラップ弁型 中部美化企業 Ｇ型・ウィープホール Ｇ－６５　Ｌ２００ 本 398 ○ ○ 1607 ウィープホール
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ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607014110 ウィープホール（地下水圧防止具） Ｇ型・ウィープホール Ｇ－７５　Ｌ＝２００　フラップ弁型 中部美化企業 Ｇ型・ウィープホール Ｇ－７５　Ｌ２００ 本 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607014112 ウィープホール（地下水圧防止具） Ｇ型・ウィープホール Ｇ－１００　Ｌ＝３００　フラップ弁型 中部美化企業 Ｇ型・ウィープホール Ｇ－１００　Ｌ３００ 本 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607014114 ウィープホール（地下水圧防止具） Ｇ型・ウィープホール Ｇ－１２５　Ｌ＝３００　フラップ弁型 中部美化企業 Ｇ型・ウィープホール Ｇ－１２５　Ｌ３００ 本 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607014116 ウィープホール（地下水圧防止具） Ｇ型・ウィープホール Ｇ－１５０　Ｌ＝３００　フラップ弁型 中部美化企業 Ｇ型・ウィープホール Ｇ－１５０　Ｌ３００ 本 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011025 ウィープホール（地下水圧防止具） アンダードレイナー ＹＳ１００ トーテツ アンダードレイナー ＹＳ１００ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011035 ウィープホール（地下水圧防止具） アンダードレイナー ＹＳ１５０　上ぶた鋳造，アルミ トーテツ アンダードレイナー ＹＳ１５０ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011045 ウィープホール（地下水圧防止具） 浮子弁式ウィープホール （側壁用） ＴＭ－５０Ｓ　Ｌ２００ トーテツ 浮子弁ウィープホール　側壁用 ＴＭ－５０Ｓ　Ｌ２００ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011050 ウィープホール（地下水圧防止具） 浮子弁式ウィープホール （底盤用） ＴＭ－５０Ｇ　Ｌ２００ トーテツ 浮子弁ウィープホール　底盤用 ＴＭ－５０Ｇ　Ｌ２００ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011080 ウィープホール（地下水圧防止具） 浮子弁式ウィープホール （側壁用） ＴＭ－７５Ｓ　Ｌ２００ トーテツ 浮子弁ウィープホール　側壁用 ＴＭ－７５Ｓ　Ｌ２００ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011075 ウィープホール（地下水圧防止具） 浮子弁式ウィープホール （底盤用） ＴＭ－７５Ｇ　Ｌ２００ トーテツ 浮子弁ウィープホール　底盤用 ＴＭ－７５Ｇ　Ｌ２００ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011040 ウィープホール（地下水圧防止具） サイドドレイナー ＴＭ１００　ステンレス製 トーテツ サイドドレイナー ＴＭ１００　ステンレス製 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011065 ウィープホール（地下水圧防止具） ＴＭフィルター ５０型 ＴＭＦ－５０　ＶＰ・ＶＵ５０用 トーテツ ＴＭフィルター　５０型 ＴＭＦ－５０ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011070 ウィープホール（地下水圧防止具） ＴＭフィルター ７５型 ＴＭＦ－７５　ＶＰ・ＶＵ７５用 トーテツ ＴＭフィルター　７５型 ＴＭＦ－７５ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011005 ウィープホール（地下水圧防止具） パットフィルター Ｍ型 ＰＦ－Ｍ　φ３００ｍｍ トーテツ パットフィルター　Ｍ型 ＰＦ－Ｍ　径３００ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011060 ウィープホール（地下水圧防止具） パットフィルター Ｓ型 ＰＦ－Ｓ　φ１８０ｍｍ トーテツ パットフィルター　Ｓ型 ＰＦ－Ｓ　径１８０ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011010 ウィープホール（地下水圧防止具） フロート式ウィープホイール ＹＳ－５０　Ｌ＝１５０ｍｍ以下 トーテツ フロート式ウィープホイール ＹＳ－５０　Ｌ１５０以下 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011015 ウィープホール（地下水圧防止具） フロート式ウィープホイール ＹＳ－５０　Ｌ＝２００ｍｍ以下 トーテツ フロート式ウィープホイール ＹＳ－５０　Ｌ２００以下 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011020 ウィープホール（地下水圧防止具） フロート式ウィープホイール ＹＳ－５０　Ｌ＝３００ｍｍ以下 トーテツ フロート式ウィープホイール ＹＳ－５０　Ｌ３００以下 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール
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ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011505 ウィープホール（地下水圧防止具） アプリフター 内径５０ｍｍ×長２００ｍｍ 日之出水道機器 アプリフター 内径５０×Ｌ２００ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011510 ウィープホール（地下水圧防止具） アプリフター 内径５０ｍｍ×長２５０ｍｍ 日之出水道機器 アプリフター 内径５０×Ｌ２５０ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011515 ウィープホール（地下水圧防止具） アプリフター 内径５０ｍｍ×長３００ｍｍ 日之出水道機器 アプリフター 内径５０×Ｌ３００ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011520 ウィープホール（地下水圧防止具） アプリフター 内径５０ｍｍ×長３５０ｍｍ 日之出水道機器 アプリフター 内径５０×Ｌ３５０ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011525 ウィープホール（地下水圧防止具） アプリフター 内径５０ｍｍ×長４００ｍｍ 日之出水道機器 アプリフター 内径５０×Ｌ４００ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011530 ウィープホール（地下水圧防止具） アプリフター 内径５０ｍｍ×長４５０ｍｍ 日之出水道機器 アプリフター 内径５０×Ｌ４５０ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011535 ウィープホール（地下水圧防止具） アプリフター 内径７５ｍｍ×長２００ｍｍ 日之出水道機器 アプリフター 内径７５×Ｌ２００ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011540 ウィープホール（地下水圧防止具） アプリフター 内径７５ｍｍ×長２５０ｍｍ 日之出水道機器 アプリフター 内径７５×Ｌ２５０ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011545 ウィープホール（地下水圧防止具） アプリフター 内径７５ｍｍ×長３００ｍｍ 日之出水道機器 アプリフター 内径７５×Ｌ３００ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011550 ウィープホール（地下水圧防止具） アプリフター 内径７５ｍｍ×長３５０ｍｍ 日之出水道機器 アプリフター 内径７５×Ｌ３５０ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607011555 ウィープホール（地下水圧防止具） アプリフター 内径７５ｍｍ×長４００ｍｍ 日之出水道機器 アプリフター 内径７５×Ｌ４００ 個 398 ○ ○ 1607 ウィープホール

深層軟弱地盤用排水材 1913020005 深層軟弱地盤用排水材 バーチカルドレーン材 バーチカルドレーン材 ｍ 398 ○ ○ 1913 土木工事用シート

深層軟弱地盤用排水材 1913020010 深層軟弱地盤用排水材 バーチカルドレーン材（被感知材付き） バーチカルドレーン材 被感知材付 ｍ 398 ○ ○ 1913 土木工事用シート

止水板（塩ビ止水板） 0315010515 塩ビ止水板 ＦＦ（フラット形フラット） 幅１５０ｍｍ×厚５ｍｍ 塩ビ止水板　ＦＦ Ｗ１５０×Ｔ５ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315010525 塩ビ止水板 ＦＦ（フラット形フラット） 幅１５０ｍｍ×厚９ｍｍ 塩ビ止水板　ＦＦ Ｗ１５０×Ｔ９ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315010530 塩ビ止水板 ＦＦ（フラット形フラット） 幅２００ｍｍ×厚５ｍｍ 塩ビ止水板　ＦＦ Ｗ２００×Ｔ５ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315010535 塩ビ止水板 ＦＦ（フラット形フラット） 幅２００ｍｍ×厚６ｍｍ 塩ビ止水板　ＦＦ Ｗ２００×Ｔ６ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315011010 塩ビ止水板 ＦＣ（フラット形コルゲート） 幅２００ｍｍ×厚５ｍｍ 塩ビ止水板　ＦＣ Ｗ２００×Ｔ５ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板
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止水板（塩ビ止水板） 0315011505 塩ビ止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット） 幅１５０ｍｍ×厚５ｍｍ 塩ビ止水板　ＣＦ Ｗ１５０×Ｔ５ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315011515 塩ビ止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット） 幅２００ｍｍ×厚５ｍｍ 塩ビ止水板　ＣＦ Ｗ２００×Ｔ５ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315011525 塩ビ止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット） 幅２３０ｍｍ×厚６ｍｍ 塩ビ止水板　ＣＦ Ｗ２３０×Ｔ６ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315011530 塩ビ止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット） 幅２３０ｍｍ×厚９ｍｍ 塩ビ止水板　ＣＦ Ｗ２３０×Ｔ９ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315011540 塩ビ止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット） 幅３００ｍｍ×厚７ｍｍ 塩ビ止水板　ＣＦ Ｗ３００×Ｔ７ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315011545 塩ビ止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット） 幅３００ｍｍ×厚９ｍｍ 塩ビ止水板　ＣＦ Ｗ３００×Ｔ９ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315012010 塩ビ止水板 ＣＣ（センターバルブ形コルゲート） 幅１００ｍｍ×厚５ｍｍ 塩ビ止水板　ＣＣ Ｗ１００×Ｔ５ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315012015 塩ビ止水板 ＣＣ（センターバルブ形コルゲート） 幅１５０ｍｍ×厚５ｍｍ 塩ビ止水板　ＣＣ Ｗ１５０×Ｔ５ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315012025 塩ビ止水板 ＣＣ（センターバルブ形コルゲート） 幅２００ｍｍ×厚５ｍｍ 塩ビ止水板　ＣＣ Ｗ２００×Ｔ５ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315012035 塩ビ止水板 ＣＣ（センターバルブ形コルゲート） 幅２３０ｍｍ×厚６ｍｍ 塩ビ止水板　ＣＣ Ｗ２３０×Ｔ６ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315012040 塩ビ止水板 ＣＣ（センターバルブ形コルゲート） 幅２３０ｍｍ×厚９ｍｍ 塩ビ止水板　ＣＣ Ｗ２３０×Ｔ９ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315012045 塩ビ止水板 ＣＣ（センターバルブ形コルゲート） 幅３００ｍｍ×厚７ｍｍ 塩ビ止水板　ＣＣ Ｗ３００×Ｔ７ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315012515 塩ビ止水板 ＵＣ（アンカット形コルゲート） 幅２２０ｍｍ×厚５ｍｍ 塩ビ止水板　ＵＣ Ｗ２２０×Ｔ５ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315012520 塩ビ止水板 ＵＣ（アンカット形コルゲート） 幅２２０ｍｍ×厚６ｍｍ 塩ビ止水板　ＵＣ Ｗ２２０×Ｔ６ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315012525 塩ビ止水板 ＵＣ（アンカット形コルゲート） 幅３００ｍｍ×厚７ｍｍ 塩ビ止水板　ＵＣ Ｗ３００×Ｔ７ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315012535 塩ビ止水板 ＵＣ（アンカット形コルゲート） 幅３００ｍｍ×厚９ｍｍ 塩ビ止水板　ＵＣ Ｗ３００×Ｔ９ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315012540 塩ビ止水板 ＵＣ（アンカット形コルゲート） 幅４００ｍｍ×厚９ｍｍ 塩ビ止水板　ＵＣ Ｗ４００×Ｔ９ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板（塩ビ止水板） 0315013020 塩ビ止水板 Ｓ（特殊形） 幅３００ｍｍ×厚７ｍｍ 塩ビ止水板　Ｓ（特殊形） Ｗ３００×Ｔ７ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板
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止水板―ブランド品― 0317012405 止水板 アイシール １Ｓ－１ 厚１０ｍｍ×幅１００ｍｍ×長１ｍ 愛善産業 目地板　アイシール　１Ｓ－１ Ｔ１０×Ｗ１００ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 399 ○ ○ 0317 目地材

止水板―ブランド品― 0317012410 止水板 アイシール １Ｓ－４ 厚２０ｍｍ×幅１００ｍｍ×長１ｍ 愛善産業 目地板　アイシール　１Ｓ－４ Ｔ２０×Ｗ１００ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 399 ○ ○ 0317 目地材

止水板―ブランド品― 0317012415 止水板 アイビー １Ｂ－１ 厚７ｍｍ×幅３０ｍｍ×長１０ｍ 愛善産業 目地板　アイビー　１Ｂ－１ Ｔ７×Ｗ３０ｍｍ×Ｌ１０ｍ ｍ 399 ○ ○ 0317 目地材

止水板―ブランド品― 0317012420 止水板 アイビー １Ｂ－２ 厚９ｍｍ×幅３０ｍｍ×長１０ｍ 愛善産業 目地板　アイビー　１Ｂ－２ Ｔ９×Ｗ３０ｍｍ×Ｌ１０ｍ ｍ 399 ○ ○ 0317 目地材

止水板―ブランド品― 0315021080 止水板 キッスシーラー Ｐ０６１５ 厚６ｍｍ×幅１５０ｍｍ アオイ化学工業 ゴム止水板　キッスシーラー Ｐ０６１５　Ｔ６×Ｗ１５０ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板―ブランド品― 0315021090 止水板 キッスシーラー Ｐ０６２０ 厚６ｍｍ×幅２００ｍｍ アオイ化学工業 ゴム止水板　キッスシーラー Ｐ０６２０　Ｔ６×Ｗ２００ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板―ブランド品― 0315021100 止水板 キッスシーラー Ｍ０６２０ 厚６ｍｍ×幅２００ｍｍ アオイ化学工業 ゴム止水板　キッスシーラー Ｍ０６２０　Ｔ６×Ｗ２００ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板―ブランド品― 0315021105 止水板 キッスシーラー Ｍ１００４ 厚１０ｍｍ×幅４０ｍｍ アオイ化学工業 ゴム止水板　キッスシーラー Ｍ１００４　Ｔ１０×Ｗ４０ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板―ブランド品― 0317012605 止水板 アデカウルトラシール ＭＣ－２０１０Ｍ 厚１０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長２５ｍ ＡＤＥＫＡ 目地板　アデカウルトラシール ＭＣ－２０１０Ｍ　Ｔ１０ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0317 目地材

止水板―ブランド品― 0317012610 止水板 アデカウルトラシール ＫＭ－２０２０Ｍ 厚２０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ ＡＤＥＫＡ 目地板　アデカウルトラシール ＫＭ－２０２０Ｍ　Ｔ２０ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0317 目地材

止水板―ブランド品― 0317012615 止水板 アデカウルトラシール ＭＣ－２００５Ｔ 厚５ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ ＡＤＥＫＡ 目地板　アデカウルトラシール ＭＣ－２００５Ｔ　Ｔ５ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0317 目地材

止水板―ブランド品― 0315021140 止水板 クニシール Ｃ－３１ 厚１２ｍｍ×幅２８ｍｍ×長１ｍ クニミネ工業 ゴム止水板　クニシール Ｃ－３１　Ｔ１２ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板―ブランド品― 0315021130 止水板 アルファー・ゾル止水板 厚５ｍｍ×幅４０ｍｍ 三生化工 ゴム止水板　アルファー・ゾル Ｔ５×Ｗ４０ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板―ブランド品― 0317013205 止水板 ロックシール 厚１０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１ｍ 山陽化学 目地板　ロックシール Ｔ１０×Ｗ２０ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 399 ○ ○ 0317 目地材

止水板―ブランド品― 0317013210 止水板 ロックシール 厚１２ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１ｍ 山陽化学 目地板　ロックシール Ｔ１２×Ｗ２０ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 399 ○ ○ 0317 目地材

止水板―ブランド品― 0317013215 止水板 ロックシール 厚１５ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１ｍ 山陽化学 目地板　ロックシール Ｔ１５×Ｗ２０ｍｍ×Ｌ１ｍ ｍ 399 ○ ○ 0317 目地材

止水板―ブランド品― 0317013820 止水板 ブラックシール ２００ＥＡ 厚６ｍｍ×幅２００ｍｍ 西武ポリマ化成 目地板ブラックシール２００ＥＡ Ｔ６×Ｗ２００ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0317 目地材

止水板―ブランド品― 0317013825 止水板 ブラックシール ２００ＥＢ 厚９ｍｍ×幅２００ｍｍ 西武ポリマ化成 目地板ブラックシール２００ＥＢ Ｔ９×Ｗ２００ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0317 目地材
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止水板―ブランド品― 0317013810 止水板 ブラックシール ２３０ＥＤ 厚１０ｍｍ×幅２３０ｍｍ 西武ポリマ化成 目地板ブラックシール２３０ＥＤ Ｔ１０×Ｗ２３０ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0317 目地材

止水板―ブランド品― 0317013815 止水板 ブラックシール ３００ＥＢ 厚１２．５ｍｍ×幅３００ｍｍ 西武ポリマ化成 目地板ブラックシール３００ＥＢ Ｔ１２．５×Ｗ３００ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0317 目地材

止水板―ブランド品― 0315021160 止水板 リステンシールＢ Ｂ２０１０ 厚１０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長５ｍ 日本リステン ゴム止水板　リステンシールＢ Ｂ２０１０　Ｔ１０ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板―ブランド品― 0315021165 止水板 リステンロープＭ Ｍ２３０８ 厚８ｍｍ×幅２３ｍｍ×長５ｍ 日本リステン ゴム止水板　リステンロープＭ Ｍ２３０８　Ｔ８ｍｍ ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板―ブランド品― 0315021010 止水板 サンタックゴム止水板（スパンシール付き） Ｅ６２０Ｎ 厚６ｍｍ×幅２００ｍｍ 早川ゴム ゴム止水板　サンタック Ｅ６２０Ｎ　スパンシール付き ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板―ブランド品― 0315021030 止水板 サンタックゴム止水板（スパンシール付き） Ｅ８３０Ｎ 厚８ｍｍ×幅３００ｍｍ 早川ゴム ゴム止水板　サンタック Ｅ８３０Ｎ　スパンシール付き ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板―ブランド品― 0315021040 止水板 スパンシール（鉄板入り） 厚６ｍｍ×幅１５０ｍｍ 早川ゴム ゴム止水板　スパンシール Ｔ６×Ｗ１５０ｍｍ　鉄板入り ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板―ブランド品― 0315021050 止水板 スパンシール（鉄板入り） 厚６ｍｍ×幅２００ｍｍ 早川ゴム ゴム止水板　スパンシール Ｔ６×Ｗ２００ｍｍ　鉄板入り ｍ 399 ○ ○ 0315 止水板

止水板―ブランド品― 0317014204 止水板 スーパーストップ １２ 厚１２ｍｍ×幅２５ｍｍ×長６ｍ ホージュン 目地板　スーパーストップ１２ Ｔ１２×Ｗ２５ｍｍ×Ｌ６ｍ ｍ 399 ○ ○ 0317 目地材

止水板―ブランド品― 0315029010
止水板 ブラックシールとサンタックゴム止水板・ゴム止水板（伸縮継目用）のＬ型コーナー役物加工費 １箇所当たり
の加算額

ゴム止水板Ｌ型コーナ役物加算額 ブラックシール・伸縮継目用他 箇所 399 ○ ○ 0315 止水板

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310510 産業用火薬類（工場渡し） 火薬 黒色火薬 黒色鉱山火薬 ２０ｋｇ入 カヤク・ジャパン 黒色火薬 黒色鉱山火薬 ｋｇ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310110
産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 ＴＮＴ系爆薬 コーズマイト ４０ｍｍ×５００ｇ　５０ｍｍ×７５０ｇ　２２．５ｋ
ｇ入 中国化薬

ＴＮＴ系爆薬　コーズマイト ４０×５００　５０×７５０ ｋｇ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310210
産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 アンモン爆薬 アランドマイト ３０ｍｍ×１００ｇ　２５ｋｇ入　５０ｍｍ×７５０
ｇ　２２．５ｋｇ入 日本アンホ火薬製造

アンモン爆薬　アランドマイト ３０×１００　５０×７５０ ｋｇ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310120 産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 アンモン爆薬 Ｔ－ＭＡＸ ５０ｍｍ×７５０ｇ　２２．５ｋｇ入 ワイ・エス・ケー アンモン爆薬　Ｔ－ＭＡＸ ５０×７５０ ｋｇ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310310
産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 含水爆薬 含水爆薬（坑内用）１００ｇ ２５ｍｍ×１００ｇ　３０ｍｍ×１００ｇ
２０ｋｇ入 カヤク・ジャパン，ジャペックス，中国化薬

含水爆薬（坑内用）１００ｇ ２５×１００　３０×１００ ｋｇ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310320
産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 含水爆薬 含水爆薬（坑内用）２００ｇ ３０ｍｍ×２００ｇ　２０ｋｇ入 カヤク・
ジャパン，ジャペックス，中国化薬

含水爆薬（坑内用）２００ｇ ３０×２００ ｋｇ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310330
産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 含水爆薬 含水爆薬（坑外用）大口径 ４０ｍｍ×５００ｇ　５０ｍｍ×５００ｇ　５
０ｍｍ×１，０００ｇ　２０ｋｇ入 カヤク・ジャパン，ジャペックス，中国化薬

含水爆薬（坑外用）大口径 ４０×５００　５０×５００ ｋｇ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310332
産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 含水爆薬 含水爆薬（坑外用）大口径 ５０ｍｍ×７５０ｇ　２２．５ｋｇ入 カヤク・
ジャパン，ジャペックス，中国化薬

含水爆薬（坑外用）大口径 ５０×７５０ ｋｇ 401 ○ ○ 1901 火薬類
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産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310720
産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 含水爆薬 加算額 規格外太物サイズ　大口径に適用 カヤク・ジャパン，ジャペック
ス，中国化薬

含水爆薬　加算額 規格外太物サイズ　大口径に適用 ｋｇ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310360 産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 含水爆薬 ランデックス 粒状　装填機賃料は別途　２０ｋｇ入 カヤク・ジャパン 含水爆薬　ランデックス 粒状　装填機賃料は別途 ｋｇ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310340
産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 含水爆薬 含水爆薬ＳＢ ２０ｍｍ×２００ｇ　コンテナ入　２０ｋｇ入 カヤク・ジャ
パン，ジャペックス

含水爆薬ＳＢ ２０×２００　コンテナ入 ｋｇ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310350
産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 含水爆薬 含水爆薬ＰＳ ２０ｍｍ×３，１００ｇ　１５．５ｋｇ入 カヤク・ジャパ
ン，ジャペックス

含水爆薬ＰＳ ２０×３１００ ｋｇ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310370
産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 含水爆薬 高威力含水爆薬 ３０ｍｍ×１５０ｇ　１５ｋｇ入 カヤク・ジャパン，ジャ
ペックス

高威力含水爆薬 ３０×１５０ ｋｇ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310410
産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 硝安油剤爆薬 ＡＮ－ＦＯ 重袋（バラ）　２５ｋｇ入 カヤク・ジャパン，ジャペック
ス，中国化薬，日本アンホ火薬製造，ワイ・エス・ケー

硝安油剤爆薬　ＡＮ－ＦＯ 重袋（バラ） ｋｇ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310420
産業用火薬類（工場渡し） 爆薬 硝安油剤爆薬 ＡＮ－ＦＯ ５０ｍｍ×７５０ｇ（ピース）　２２．５ｋｇ入 カヤク・
ジャパン，ジャペックス，中国化薬，日本アンホ火薬製造，ワイ・エス・ケー

硝安油剤爆薬　ＡＮ－ＦＯ ５０×７５０（ピース） ｋｇ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310820 産業用火薬類（工場渡し） 火工品 導爆線 導爆線 ２種　５０グレーン　５００ｍ カヤク・ジャパン，ジャペックス 導爆線 ２種　５０グレーン ｍ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310830
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 導爆線 導爆線 ２種　２５グレーン　５００又は６００ｍ カヤク・ジャパン，ジャ
ペックス

導爆線 ２種　２５グレーン ｍ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901310840
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 導爆線 導爆線 導火管起爆用　１８０又は２００ｍ カヤク・ジャパン，ジャペック
ス

導爆線 導火管起爆用 ｍ 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311010
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 瞬発電気雷管 脚線３．０ｍ付き　５００個入 カヤク・ジャパン，ジャ
ペックス

瞬発電気雷管 脚線３ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311020
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 瞬発電気雷管 脚線４．５ｍ付き　５００個入 カヤク・ジャパン，ジャ
ペックス

瞬発電気雷管 脚線４．５ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311030
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 瞬発電気雷管 脚線６．０ｍ付き　２５０個入 カヤク・ジャパン，ジャ
ペックス

瞬発電気雷管 脚線６ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311040
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 瞬発電気雷管 脚線７．５ｍ付き　２５０又は５００個入 カヤク・ジャパ
ン，ジャペックス

瞬発電気雷管 脚線７．５ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311050
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 瞬発電気雷管 脚線９．０ｍ付き　２５０又は４００個入 カヤク・ジャパ
ン，ジャペックス

瞬発電気雷管 脚線９ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311060
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（２～５段） 脚線３．０ｍ付き　５００個入 カ
ヤク・ジャパン，ジャペックス

ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 ２～５段　脚線３ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311070
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（２～５段） 脚線４．５ｍ付き　５００個入 カ
ヤク・ジャパン，ジャペックス

ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 ２～５段　脚線４．５ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311080
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（２～５段） 脚線６．０ｍ付き　２５０個入 カ
ヤク・ジャパン，ジャペックス

ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 ２～５段　脚線６ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類
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産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311090
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（２～５段） 脚線７．５ｍ付き　２５０又は５
００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス

ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 ２～５段　脚線７．５ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311100
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（２～５段） 脚線９．０ｍ付き　２５０又は４
００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス

ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 ２～５段　脚線９ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311110
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（６～１０段） 脚線３．０ｍ付き　５００個入
カヤク・ジャパン，ジャペックス

ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 ６～１０段　脚線３ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311120
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（６～１０段） 脚線４．５ｍ付き　５００個入
カヤク・ジャパン，ジャペックス

ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 ６～１０段　脚線４．５ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311130
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（６～１０段） 脚線６．０ｍ付き　２５０個入
カヤク・ジャパン，ジャペックス

ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 ６～１０段　脚線６ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311140
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（６～１０段） 脚線７．５ｍ付き　２５０又は
５００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス

ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 ６～１０段　脚線７．５ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311150
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（６～１０段） 脚線９．０ｍ付き　２５０又は
４００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス

ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 ６～１０段　脚線９ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311160
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（１１～１５段） 脚線３．０ｍ付き　５００個
入 カヤク・ジャパン，ジャペックス

ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 １１～１５段　脚線３ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311170
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（１１～１５段） 脚線４．５ｍ付き　５００個
入 カヤク・ジャパン，ジャペックス

ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 １１～１５段　脚線４．５ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311180
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（１１～１５段） 脚線６．０ｍ付き　２５０個
入 カヤク・ジャパン，ジャペックス

ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 １１～１５段　脚線６ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311190
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（１１～１５段） 脚線７．５ｍ付き　２５０又
は５００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス

ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 １１～１５段　脚線７．５ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311200
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管（１１～１５段） 脚線９．０ｍ付き　２５０又
は４００個入 カヤク・ジャパン，ジャペックス

ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 １１～１５段　脚線９ｍ付き 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311210
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＥＤＤ 電子遅延式電気雷管　トンネル用　３．０ｍ　２００個入 カヤ
ク・ジャパン

ＥＤＤ　電子遅延式電気雷管 トンネル用　３ｍ 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311220
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＥＤＤ 電子遅延式電気雷管　明かり用　６．０ｍ　２００個入 カヤク・
ジャパン

ＥＤＤ　電子遅延式電気雷管 明かり用　６ｍ 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311225
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ＥＤＤ 電子遅延式電気雷管　ＳＢ工法用　３．９ｍ　４００個入 カヤ
ク・ジャパン

ＥＤＤ　電子遅延式電気雷管 ＳＢ工法用　３．９ｍ 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311227 産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ｅＤｅｖⅡ電子雷管 ６．０ｍ　４０個入 ジャペックス ｅＤｅｖ２電子雷管 ６ｍ 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311228 産業用火薬類（工場渡し） 火工品 電気雷管 ハイトロニック電子雷管 ６．０ｍ　５０個入 ジャペックス ハイトロニック電子雷管 ６ｍ 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311240
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 導火管付雷管 導火管付雷管 トンネル用　６．０ｍ　６０又は７０個入 カヤク・
ジャパン，ジャペックス

導火管付雷管 トンネル用　６ｍ 個 401 ○ ○ 1901 火薬類
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産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311260
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 導火管付雷管 導火管付雷管 コネクター　４．８ｍ　４０個入 カヤク・ジャパン，
ジャペックス

導火管付雷管 コネクター　４．８ｍ 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類（工場渡し）【公表価格】 1901311262
産業用火薬類（工場渡し） 火工品 導火管付雷管 導火管付雷管 コネクター　６．０ｍ　８０個入 カヤク・ジャパン，
ジャペックス

導火管付雷管 コネクター　６ｍ 個 401 ○ ○ 1901 火薬類

発破用品 1901150010 発破用品 脚線 銅線・径０．４１～０．４２ｍｍ　単線２００ｍ 脚線　銅線 径０．４２ｍｍ　単線２００ｍ巻 巻 402 ○ ○ 1901 火薬類

発破用品 1901260010 発破用品 発破母線 銅線・ＶＣＴ２心透明　単線１００ｍ 発破母線　銅線 ＶＣＴ　２心　単線１００ｍ巻 巻 402 ○ ○ 1901 火薬類

発破用品―ブランド品― 1901160140 発破用品 火薬用発破器 ＫＪ－５０－Ｎ ５０発掛け カヤク・ジャパン 火薬用発破器　カヤク・ジャパン ＫＪ－５０－Ｎ　５０発掛け 台 402 ○ ○ 1901 火薬類

発破用品―ブランド品― 1901160150 発破用品 火薬用発破器 ＫＪ－１００－Ｎ １００発掛け カヤク・ジャパン 火薬用発破器　カヤク・ジャパン ＫＪ－１００－Ｎ　１００発掛け 台 402 ○ ○ 1901 火薬類

発破用品―ブランド品― 1901160160 発破用品 火薬用発破器 ＫＪ－２００－Ｎ ２００発掛け カヤク・ジャパン 火薬用発破器　カヤク・ジャパン ＫＪ－２００－Ｎ　２００発掛け 台 402 ○ ○ 1901 火薬類

発破用品―ブランド品― 1901160110 発破用品 火薬用発破器 ＤＸ－５０－Ｎ ５０発掛け 日油 火薬用発破器　日油 ＤＸ－５０－Ｎ　５０発掛け 台 402 ○ ○ 1901 火薬類

発破用品―ブランド品― 1901160120 発破用品 火薬用発破器 ＤＸ－１００－Ｎ １００発掛け 日油 火薬用発破器　日油 ＤＸ－１００－Ｎ　１００発掛け 台 402 ○ ○ 1901 火薬類

発破用品―ブランド品― 1901160130 発破用品 火薬用発破器 Ｈ３－２００ ２００発掛け 日油 火薬用発破器　日油 Ｈ３－２００　２００発掛け 台 402 ○ ○ 1901 火薬類

発破用品―ブランド品― 1901170010 発破用品 火薬用発破回路テスター Ｓ型 ５０　１００　２００（Ω）　携帯バック付き カヤク・ジャパン 火薬用発破回路　カヤク Ｓ型　５０～２００オーム 台 402 ○ ○ 1901 火薬類

発破用品―ブランド品― 1901170040 発破用品 火薬用発破回路テスター Ｓ型 ３００　５００（Ω）　携帯バック付き カヤク・ジャパン 火薬用発破回路　カヤク Ｓ型　３００・５００オーム 台 402 ○ ○ 1901 火薬類

発破用品―ブランド品― 1901170100 発破用品 火薬用検知器・試験器 光電池式テスター カヤク・ジャパン 火薬用検知器・試験器　カヤク 光電池式テスター 台 402 ○ ○ 1901 火薬類

発破用品―ブランド品― 1901170050 発破用品 火薬用検知器・試験器 漏洩電流測定器 日油 火薬用検知器・試験器　日油 漏洩電流測定器 台 402 ○ ○ 1901 火薬類

発破用品―ブランド品― 1901170070 発破用品 火薬用検知器・試験器 発破能力測定器 日油 火薬用検知器・試験器　日油 発破能力測定器 台 402 ○ ○ 1901 火薬類

発破用品―ブランド品― 1901170090 発破用品 火薬用検知器・試験器 安全導通試験器 日油 火薬用検知器・試験器　日油 安全導通試験器 台 402 ○ ○ 1901 火薬類

発破用品―ブランド品― 1901250030 発破用品 発破用防護品 ブラスティングマット２７ １．５ｍ×１．５ｍ　２７．０ｋｇ 牛尾商店 ブラスティングマット２７ １．５ｍ×１．５ｍ 枚 402 ○ ○ 1901 火薬類

発破用品―ブランド品― 1901190030 発破用品 自動警報装置＜デジタル＞ Ｄ．Ｎ．Ｍ－１型 本体・外箱付　運賃・取付費別途 日機工業 自動警報装置＜デジタル＞ Ｄ．Ｎ．Ｍ－１型　本体・外箱付 個 402 ○ ○ 1901 火薬類
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移動式火薬庫―ブランド品― 1901200010 移動式火薬庫 地上式鋼製（移動式）２級火薬庫 ＫＳＧ０５２型 ０．５ｔ庫　１．９９ｍ２　組立費含む 日機工業 火薬庫　２級　ＫＳＧ０５２型 ０．５ｔ庫　組立費含む 棟 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901200080 移動式火薬庫 地上式鋼製（移動式）２級火薬庫 Ｋ１０３型 １ｔ庫　３．２４ｍ２　組立費含む 日機工業 火薬庫　２級　Ｋ１０３型 １ｔ庫　組立費含む 棟 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901200090 移動式火薬庫 地上式鋼製（移動式）２級火薬庫 Ｋ２０３型 ２ｔ庫　５．０２ｍ２　組立費含む 日機工業 火薬庫　２級　Ｋ２０３型 ２ｔ庫　組立費含む 棟 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901200100 移動式火薬庫 地上式鋼製（移動式）２級火薬庫 Ｋ３０３型 ３ｔ庫　６．８０ｍ２　組立費含む 日機工業 火薬庫　２級　Ｋ３０３型 ３ｔ庫　組立費含む 棟 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901200110 移動式火薬庫 地上式鋼製（移動式）２級火薬庫 Ｋ５０３型 ５ｔ庫　１０．５５ｍ２　組立費含む 日機工業 火薬庫　２級　Ｋ５０３型 ５ｔ庫　組立費含む 棟 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901200120 移動式火薬庫 地上式鋼製（移動式）２級火薬庫 Ｋ７０３型 ７ｔ庫　１４．２９ｍ２　組立費含む 日機工業 火薬庫　２級　Ｋ７０３型 ７ｔ庫　組立費含む 棟 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901200130 移動式火薬庫 地上式鋼製（移動式）２級火薬庫 Ｋ１００３型 １０ｔ庫　２１．８０ｍ２　組立費含む 日機工業 火薬庫　２級　Ｋ１００３型 １０ｔ庫　組立費含む 棟 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901210040 移動式火薬庫 火薬類取扱所（組立） Ｎ－１０３型 ３．３ｍ２　組立費含む 日機工業 火薬類取扱所　Ｎ－１０３型 組立式３．３ｍ２　組立費含む 棟 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901210020 移動式火薬庫 火薬類取扱所（組立） ＳＧ－０５１型 １．９９ｍ２　組立費含む 日機工業 火薬類取扱所　ＳＧ－０５１型 組立式１．９９ｍ２　組立費含む 棟 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901210030 移動式火薬庫 火薬類取扱所（組立） Ｓ－０２１型 ０．４５ｍ２　運賃・組立費別途 日機工業 火薬類取扱所　Ｓ－０２１型 組立式０．４５ｍ２運賃組立費別 棟 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901210050 移動式火薬庫 火薬類取扱所（組立） ＮＳＧ－２０１型 ４．３８ｍ２　組立費含む 日機工業 火薬類取扱所　ＮＳＧ－２０１型 組立式４．３８ｍ２　組立費含む 棟 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901220010 移動式火薬庫 火薬類火工所 Ｔ－０５１型 １．８６ｍ２　テント式 日機工業 火薬類火工所　Ｔ－０５１型 １．８６ｍ２　テント式 棟 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901220020 移動式火薬庫 火薬類火工所 ＴＳ－１００型 ３．３３ｍ２　鋼製　組立費含む 日機工業 火薬類火工所　ＴＳ－１００型 ３．３３ｍ２　組立費含む　鋼製 棟 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901220030 移動式火薬庫 火薬類火工所 ＴＳ－２００型 ７．２７ｍ２　鋼製　組立費含む 日機工業 火薬類火工所　ＴＳ－２００型 ７．２７ｍ２　組立費含む　鋼製 棟 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901230010
移動式火薬庫 火薬類庫外貯蔵庫 Ｋ－０１２型 ９９８（６５０）×６３０（４８５）×５４０（４００）ｍｍ　運賃別
途 日機工業

火薬類庫外貯蔵庫　Ｋ－０１２型 ６５０×４８５×４００運賃別途 棟 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901330010
移動式火薬庫 実包類庫外貯蔵庫 ＳＫ－１型（１０，０００個用） １７００×１３００×５３０ｍｍ　運賃別途 日機
工業

実包類庫外貯蔵庫　ＳＫ－１型 １７００×１３００×５３０ｍｍ 台 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901330020 移動式火薬庫 実包類庫外貯蔵庫 ＳＫ－２型（７，５００個用） １７００×９００×５３０ｍｍ　運賃別途 日機工業 実包類庫外貯蔵庫　ＳＫ－２型 １７００×９００×５３０ｍｍ 台 402 ○ ○ 1901 火薬類

移動式火薬庫―ブランド品― 1901330030
移動式火薬庫 実包類庫外貯蔵庫 ＳＫ－３型（建設用びょう打銃用） １０００×８００×７７０ｍｍ　運賃別途 日機
工業

実包類庫外貯蔵庫　ＳＫ－３型 １０００×８００×７７０ｍｍ 台 402 ○ ○ 1901 火薬類
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非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100280 静的破砕剤 ブライスター 一般型　練混ぜタイプ　小孔径用 太平洋マテリアル 静的破砕剤　ブライスター 一般型　練混ぜタイプ　小孔径用 ｋｇ 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100290 静的破砕剤 ブライスター 一般型　練混ぜタイプ　大孔径用 太平洋マテリアル 静的破砕剤　ブライスター 一般型　練混ぜタイプ　大孔径用 ｋｇ 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100300 静的破砕剤 ブライスター 一般型　パックタイプ 太平洋マテリアル 静的破砕剤　ブライスター 一般型　パックタイプ ｋｇ 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100310 静的破砕剤 パワーブライスター 速効型　練混ぜタイプ 太平洋マテリアル 静的破砕剤　パワーブライスター 速効型　練混ぜタイプ ｋｇ 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100320 静的破砕剤 クイカッター くい頭処理用 太平洋マテリアル 静的破砕剤　クイカッター くい頭処理用 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100352 破砕薬 ロックラック　カートリッジ １００（φ３０×１００ｇ） カヤク・ジャパン ロックラック　カートリッジ １００　径３０×１００ｇ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100354 破砕薬 ロックラック　カートリッジ ２００（φ３８×２００ｇ） カヤク・ジャパン ロックラック　カートリッジ ２００　径３８×２００ｇ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100356 破砕薬 ロックラック　カートリッジ ３００（φ３０×３００ｇ） カヤク・ジャパン ロックラック　カートリッジ ３００　径３０×３００ｇ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100358 破砕薬 ロックラック　カートリッジ ５００（φ３８×５００ｇ） カヤク・ジャパン ロックラック　カートリッジ ５００　径３８×５００ｇ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100360 破砕薬 ロックラック　カートリッジ ８００（φ３８×８００ｇ） カヤク・ジャパン ロックラック　カートリッジ ８００　径３８×８００ｇ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100362 破砕薬 ロックラック　カートリッジ １０００（φ５５×１０００ｇ） カヤク・ジャパン ロックラック　カートリッジ １０００　径５５×１０００ｇ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100364 破砕薬 ロックラック　点火具 瞬発　脚線　３．０（ｍ） カヤク・ジャパン ロックラック　点火具 瞬発　脚線　３ｍ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100366 破砕薬 ロックラック　点火具 段発　脚線　３．０（ｍ） カヤク・ジャパン ロックラック　点火具 段発　脚線　３ｍ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901090120 破砕薬 ＮＲＣ　カートリッジ ２００ｇ ＮＲＣジャパン ＮＲＣ　カートリッジ ２００ｇ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901090130 破砕薬 ＮＲＣ　カートリッジ ４００ｇ ＮＲＣジャパン ＮＲＣ　カートリッジ ４００ｇ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901090140 破砕薬 ＮＲＣ　カートリッジ １０００ｇ ＮＲＣジャパン ＮＲＣ　カートリッジ １０００ｇ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901090150 破砕薬 ＮＲＣ　イニシエーター 瞬発 ＮＲＣジャパン ＮＲＣ　イニシエーター 瞬発 個 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901090160 破砕薬 ＮＲＣ　イニシエーター 段発 ＮＲＣジャパン ＮＲＣ　イニシエーター 段発 個 402 ○ ○ 1901 火薬類
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非火薬破砕剤―ブランド品― 1901090170 破砕薬 ＮＲＣ　コントローラー 点火器 ＮＲＣジャパン ＮＲＣ　コントローラー 点火器 台 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100333 破砕薬 ガンサイザー（薬筒） ２８－６型（φ２８×６０ｇ） 日本工機 ガンサイザー薬筒　２８－６型 径２８×６０ｇ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100334 破砕薬 ガンサイザー（薬筒） ２８－１２型（φ２８×１２０ｇ） 日本工機 ガンサイザー薬筒　２８－１２型 径２８×１２０ｇ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100336 破砕薬 ガンサイザー（薬筒） ５５－５０型（φ５５×５００ｇ） 日本工機 ガンサイザー薬筒　５５－５０型 径５５×５００ｇ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100338 破砕薬 ガンサイザー（薬筒） ５５－１００型（φ５５×１，０００ｇ） 日本工機 ガンサイザー薬筒５５－１００型 径５５×１０００ｇ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100340 破砕薬 ガンサイザー（薬筒） ３８－３０型（φ３８×３００ｇ） 日本工機 ガンサイザー薬筒　３８－３０型 径３８×３００ｇ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100342 破砕薬 ガンサイザー（薬筒） ３８－７５型（φ３８×７５０ｇ） 日本工機 ガンサイザー薬筒　３８－７５型 径３８×７５０ｇ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100344 破砕薬 ガンサイザー（着火具） 瞬発イグナイタ　脚線１．８ｍ 日本工機 ガンサイザー着火具 瞬発イグナイタ　脚線１．８ｍ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100346 破砕薬 ガンサイザー（着火具） 瞬発イグナイタ　脚線２．４ｍ 日本工機 ガンサイザー着火具 瞬発イグナイタ　脚線２．４ｍ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100348 破砕薬 ガンサイザー（着火具） 瞬発イグナイタ　脚線４．５ｍ 日本工機 ガンサイザー着火具 瞬発イグナイタ　脚線４．５ｍ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

非火薬破砕剤―ブランド品― 1901100350 破砕薬 ガンサイザー（着火具） ＩＣ段発イグナイタ 日本工機 ガンサイザー着火具 ＩＣ段発イグナイタ 本 402 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類 1901320310 産業用火薬類 爆薬 含水爆薬（坑内用） １００ｇ ２５ｍｍ×１００ｇ　３０ｍｍ×１００ｇ ２０ｋｇ入 含水爆薬（坑内用） ２５・３０ｍｍ×１００ｇ ｋｇ 403 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類 1901320410 産業用火薬類 爆薬 ＡＮ－ＦＯ 重袋（バラ） ２５ｋｇ入 ＡＮ－ＦＯ 重袋（バラ）　２５ｋｇ入 ｋｇ 403 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類 1901321010 産業用火薬類 火工品 瞬発電気雷管 脚線３．０ｍ付き ５００個入 瞬発電気雷管 脚線３ｍ付き　５００個入 個 403 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類 1901321060 産業用火薬類 火工品 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 脚線３．０ｍ付き　２～５段 ５００個入 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 脚線３ｍ付き　２～５段 個 403 ○ ○ 1901 火薬類

産業用火薬類 1901321110 産業用火薬類 火工品 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 脚線３．０ｍ付き　６～１０段 ５００個入 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 脚線３ｍ付き　６～１０段 個 403 ○ ○ 1901 火薬類

針葉樹・高木 1405201030 針葉樹・高木 アカマツ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ アカマツ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405201035 針葉樹・高木 アカマツ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 アカマツ Ｈ２×Ｗ０．６ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹
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針葉樹・高木 1405201045 針葉樹・高木 アカマツ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 アカマツ Ｈ２．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405201060 針葉樹・高木 アカマツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 アカマツ Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１．５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405201070 針葉樹・高木 アカマツ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 アカマツ Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．８ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405201080 針葉樹・高木 アカマツ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格 アカマツ Ｈ３．５×Ｃ０．２５×Ｗ２ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405201090 針葉樹・高木 アカマツ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格 アカマツ Ｈ４×Ｃ０．３×Ｗ２ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405021050 針葉樹・高木 イチイ（オンコ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ イチイ（オンコ） Ｈ０．５　コン径１２ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405021062 針葉樹・高木 イチイ（オンコ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ イチイ（オンコ） Ｈ１×Ｗ０．３　コン径１８ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405021068 針葉樹・高木 イチイ（オンコ） 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 イチイ（オンコ） Ｈ１．２×Ｗ０．４ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405021078 針葉樹・高木 イチイ（オンコ） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 イチイ（オンコ） Ｈ１．５×Ｗ０．５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405021088 針葉樹・高木 イチイ（オンコ） 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 イチイ（オンコ） Ｈ１．８×Ｗ０．６ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405021098 針葉樹・高木 イチイ（オンコ） 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 イチイ（オンコ） Ｈ２×Ｗ０．７ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405121010 針葉樹・高木 イトヒバ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ イトヒバ Ｈ１．５×Ｗ０．６ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405121020 針葉樹・高木 イトヒバ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ イトヒバ Ｈ２×Ｗ０．８ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405121030 針葉樹・高木 イトヒバ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張１．０ｍ イトヒバ Ｈ２．５×Ｗ１ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405031055 針葉樹・高木 イヌマキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ イヌマキ Ｈ０．５　コン径１０．５ｃｍ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405031058 針葉樹・高木 イヌマキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ イヌマキ Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405031060 針葉樹・高木 イヌマキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ イヌマキ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１８ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405031005 針葉樹・高木 イヌマキ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ イヌマキ Ｈ１．２×Ｗ０．２　コン径１８ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹
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針葉樹・高木 1405031010 針葉樹・高木 イヌマキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ イヌマキ Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405031070 針葉樹・高木 イヌマキ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 イヌマキ Ｈ１．８×Ｗ０．４ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405031020 針葉樹・高木 イヌマキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 イヌマキ Ｈ２×Ｗ０．５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405031080 針葉樹・高木 イヌマキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 イヌマキ Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405031090 針葉樹・高木 イヌマキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 イヌマキ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405321010 針葉樹・高木 ウラジロモミ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 ウラジロモミ Ｈ２×Ｗ０．６ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405321020 針葉樹・高木 ウラジロモミ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ウラジロモミ Ｈ２．５×Ｗ０．８ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405321030 針葉樹・高木 ウラジロモミ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ウラジロモミ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405321040 針葉樹・高木 ウラジロモミ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ウラジロモミ Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405041010 針葉樹・高木 オウゴンコノテ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ オウゴンコノテ Ｈ０．５　コンテナ径１０．５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405041020 針葉樹・高木 オウゴンコノテ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ オウゴンコノテ Ｈ０．８　コンテナ径１５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405041030 針葉樹・高木 オウゴンコノテ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１８．０ｃｍ オウゴンコノテ Ｈ１　コンテナ径１８ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405051080 針葉樹・高木 カイズカイブキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ カイズカイブキ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１８ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405051005 針葉樹・高木 カイズカイブキ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 カイズカイブキ Ｈ１．２×Ｗ０．２ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405051090 針葉樹・高木 カイズカイブキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 カイズカイブキ Ｈ１．５×Ｗ０．２ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405051020 針葉樹・高木 カイズカイブキ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 カイズカイブキ Ｈ１．８×Ｗ０．３ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405051100 針葉樹・高木 カイズカイブキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 カイズカイブキ Ｈ２×Ｗ０．３ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405051110 針葉樹・高木 カイズカイブキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 カイズカイブキ Ｈ２．５×Ｗ０．４ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹
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針葉樹・高木 1405051120 針葉樹・高木 カイズカイブキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 カイズカイブキ Ｈ３×Ｗ０．５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405051130 針葉樹・高木 カイズカイブキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 カイズカイブキ Ｈ３．５×Ｗ０．７ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405331010 針葉樹・高木 カラマツ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 カラマツ Ｈ２×Ｗ０．４ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405331020 針葉樹・高木 カラマツ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 カラマツ Ｈ２．５×Ｗ０．５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405331030 針葉樹・高木 カラマツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 カラマツ Ｈ３×Ｗ０．６ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405331040 針葉樹・高木 カラマツ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 カラマツ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405061070 針葉樹・高木 クロマツ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ クロマツ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405061075 針葉樹・高木 クロマツ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ クロマツ Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405061080 針葉樹・高木 クロマツ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ クロマツ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405061082 針葉樹・高木 クロマツ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ クロマツ Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405061085 針葉樹・高木 クロマツ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ クロマツ Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405061086 針葉樹・高木 クロマツ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 クロマツ Ｈ２×Ｗ０．６ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405061087 針葉樹・高木 クロマツ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 クロマツ Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405061088 針葉樹・高木 クロマツ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 クロマツ Ｈ２．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405061100 針葉樹・高木 クロマツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 クロマツ Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１．５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405061105 針葉樹・高木 クロマツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 クロマツ Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405061115 針葉樹・高木 クロマツ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 クロマツ Ｈ３．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．８ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405061130 針葉樹・高木 クロマツ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格 クロマツ Ｈ４×Ｃ０．３×Ｗ２ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹
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針葉樹・高木 1405161040 針葉樹・高木 コウヤマキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コウヤマキ Ｈ１．５×Ｗ０．３ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405161050 針葉樹・高木 コウヤマキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コウヤマキ Ｈ２×Ｗ０．５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405161060 針葉樹・高木 コウヤマキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コウヤマキ Ｈ２．５×Ｗ０．６ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405161070 針葉樹・高木 コウヤマキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 コウヤマキ Ｈ３×Ｗ０．８ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405071060 針葉樹・高木 サワラ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 サワラ Ｈ１．２×Ｗ０．２ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405071010 針葉樹・高木 サワラ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 サワラ Ｈ１．５×Ｗ０．３ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405071020 針葉樹・高木 サワラ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 サワラ Ｈ１．８×Ｗ０．４ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405071030 針葉樹・高木 サワラ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 サワラ Ｈ２×Ｗ０．４ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405071040 針葉樹・高木 サワラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 サワラ Ｈ２．５×Ｗ０．６ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405071050 針葉樹・高木 サワラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 サワラ Ｈ３×Ｗ０．７ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405341010 針葉樹・高木 スギ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ スギ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405341020 針葉樹・高木 スギ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ スギ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１８ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405341030 針葉樹・高木 スギ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 スギ Ｈ２×Ｗ０．４ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405341040 針葉樹・高木 スギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 スギ Ｈ３×Ｗ０．６ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405341050 針葉樹・高木 スギ 高さ４．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 スギ Ｈ４×Ｗ０．８ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405141050 針葉樹・高木 チャボヒバ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 チャボヒバ Ｈ１．２×Ｗ０．２ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405141010 針葉樹・高木 チャボヒバ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 チャボヒバ Ｈ１．５×Ｗ０．３ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405141020 針葉樹・高木 チャボヒバ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 チャボヒバ Ｈ１．８×Ｗ０．３ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹
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針葉樹・高木 1405141030 針葉樹・高木 チャボヒバ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 チャボヒバ Ｈ２×Ｗ０．４ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405141040 針葉樹・高木 チャボヒバ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 チャボヒバ Ｈ２．５×Ｗ０．５ 本 406 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405101070 針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ドイツトウヒ Ｈ０．５　コン径１２ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405101080 針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ドイツトウヒ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１８ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405101090 針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 ドイツトウヒ Ｈ１．２×Ｗ０．３ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405101010 針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ドイツトウヒ Ｈ１．５×Ｗ０．５ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405101020 針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 ドイツトウヒ Ｈ１．８×Ｗ０．６ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405101030 針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 ドイツトウヒ Ｈ２×Ｗ０．７ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405101040 針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．９ｍ 国土交通省規格 ドイツトウヒ Ｈ２．５×Ｗ０．９ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405101050 針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ドイツトウヒ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405101055 針葉樹・高木 ドイツトウヒ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ドイツトウヒ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405131055 針葉樹・高木 ニオイヒバ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ ニオイヒバ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405131060 針葉樹・高木 ニオイヒバ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ニオイヒバ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１８ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405131010 針葉樹・高木 ニオイヒバ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 ニオイヒバ Ｈ１．２×０．３ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405131020 針葉樹・高木 ニオイヒバ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 ニオイヒバ Ｈ１．５×Ｗ０．４ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405131025 針葉樹・高木 ニオイヒバ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ニオイヒバ Ｈ１．８×Ｗ０．５ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405131030 針葉樹・高木 ニオイヒバ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 ニオイヒバ Ｈ２×Ｗ０．６ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405131040 針葉樹・高木 ニオイヒバ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 ニオイヒバ Ｈ２．５×Ｗ０．７ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹
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針葉樹・高木 1405131050 針葉樹・高木 ニオイヒバ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ニオイヒバ Ｈ３×Ｗ０．８ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405151040 針葉樹・高木 ニッコウヒバ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 ニッコウヒバ Ｈ１．２×Ｗ０．２ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405151010 針葉樹・高木 ニッコウヒバ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 ニッコウヒバ Ｈ１．５×Ｗ０．３ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405151015 針葉樹・高木 ニッコウヒバ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 ニッコウヒバ Ｈ１．８×Ｗ０．３ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405151020 針葉樹・高木 ニッコウヒバ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 ニッコウヒバ Ｈ２×Ｗ０．４ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405151050 針葉樹・高木 ニッコウヒバ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ニッコウヒバ Ｈ２．５×Ｗ０．５ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405151030 針葉樹・高木 ニッコウヒバ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 ニッコウヒバ Ｈ３×Ｗ０．６ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405111040 針葉樹・高木 ヒノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ヒノキ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405111050 針葉樹・高木 ヒノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ヒノキ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１８ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405111060 針葉樹・高木 ヒノキ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 ヒノキ Ｈ１．２×Ｗ０．２ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405111010 針葉樹・高木 ヒノキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 ヒノキ Ｈ１．５×Ｗ０．３ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405111015 針葉樹・高木 ヒノキ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 ヒノキ Ｈ１．８×Ｗ０．４ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405111020 針葉樹・高木 ヒノキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 ヒノキ Ｈ２×Ｗ０．４ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405111070 針葉樹・高木 ヒノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 ヒノキ Ｈ２．５×Ｗ０．６ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405111080 針葉樹・高木 ヒノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 ヒノキ Ｈ３×Ｗ０．７ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405171075 針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ ヒマラヤスギ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405171080 針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ヒマラヤスギ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１８ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405171010 針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ヒマラヤスギ Ｈ１．５×Ｗ０．５ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹
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針葉樹・高木 1405171020 針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 ヒマラヤスギ Ｈ２×Ｗ０．７ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405171030 針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．９ｍ 国土交通省規格 ヒマラヤスギ Ｈ２．５×Ｗ０．９ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405171040 針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ヒマラヤスギ Ｈ３×Ｗ１．２ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405171045 針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ヒマラヤスギ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．５ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405171055 針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ヒマラヤスギ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405171100 針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 ヒマラヤスギ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405171110 針葉樹・高木 ヒマラヤスギ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 ヒマラヤスギ Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．８ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405011010 針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 メタセコイヤ（アケボノスギ） Ｈ２×Ｗ０．５ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405011020 針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 メタセコイヤ（アケボノスギ） Ｈ２．５×Ｗ０．８ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405011030 針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 メタセコイヤ（アケボノスギ） Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405011040 針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 メタセコイヤ（アケボノスギ） Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405011044 針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 メタセコイヤ（アケボノスギ） Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405011052 針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 メタセコイヤ（アケボノスギ） Ｈ４．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405011062 針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 メタセコイヤ（アケボノスギ） Ｈ５×Ｃ０．２５×Ｗ１．８ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405011070 針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格 メタセコイヤ（アケボノスギ） Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ２ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405011080 針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ６．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張２．５ｍ 国土交通省規格 メタセコイヤ（アケボノスギ） Ｈ６×Ｃ０．４×Ｗ２．５ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405011100 針葉樹・高木 メタセコイヤ（アケボノスギ） 高さ７．０ｍ 目通り幹周０．５０ｍ 枝張３．０ｍ 国土交通省規格 メタセコイヤ（アケボノスギ） Ｈ７×Ｃ０．５×Ｗ３ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405351010 針葉樹・高木 ラカンマキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ラカンマキ Ｈ１　コン径１８ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹
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針葉樹・高木 1405351020 針葉樹・高木 ラカンマキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ ラカンマキ Ｈ１．５×Ｗ０．２　コン径２１ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405191010 針葉樹・高木 ラクウショウ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ラクウショウ Ｈ２×Ｗ０．５ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405191030 針葉樹・高木 ラクウショウ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 ラクウショウ Ｈ２．５×Ｗ０．６ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405191040 針葉樹・高木 ラクウショウ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．９ｍ 国土交通省規格 ラクウショウ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．９ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

針葉樹・高木 1405191050 針葉樹・高木 ラクウショウ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ラクウショウ Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 407 ○ ○ 1405 針葉樹

常緑広葉樹・高木 1407381010 常緑広葉樹・高木 アカシア類 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ アカシア類 Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407011070
常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単
幹とは限らない

アラカシ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407011075
常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限
らない

アラカシ Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407011080
常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必ず
しも単幹とは限らない

アラカシ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407011085
常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限
らない

アラカシ Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407011090
常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ず
しも単幹とは限らない

アラカシ Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407011095
常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ コンテナ径２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限
らない

アラカシ Ｈ１．８×Ｗ０．４　コン径２１ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407011010
常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ 必ず
しも単幹とは限らない

アラカシ Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407011100 常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない アラカシ Ｈ２．５×Ｗ０．７ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407011110
常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限
らない

アラカシ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407011120
常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限
らない

アラカシ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407011130 常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 株立物 アラカシ Ｈ３×Ｃ０．２１　株立 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407011140 常緑広葉樹・高木 アラカシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張－ 株立物 アラカシ Ｈ３．５×Ｃ０．２５　株立 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑
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常緑広葉樹・高木 1407021040 常緑広葉樹・高木 イスノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ イスノキ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407021000 常緑広葉樹・高木 イスノキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 イスノキ Ｈ１．５×Ｗ０．３ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407021010 常緑広葉樹・高木 イスノキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ イスノキ Ｈ２×Ｗ０．５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407021020 常緑広葉樹・高木 イスノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ イスノキ Ｈ３×Ｗ０．８ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407021030 常緑広葉樹・高木 イスノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周－ 枝張１．２ｍ イスノキ Ｈ４×Ｗ１．２ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407041070 常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ウバメガシ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407041075 常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ ウバメガシ Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407041080 常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ウバメガシ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407041010 常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ウバメガシ Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407041020 常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ ウバメガシ Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407041030 常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ウバメガシ Ｈ１．８×Ｗ０．５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407041040 常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 ウバメガシ Ｈ２×Ｗ０．６ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407041050 常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ウバメガシ Ｈ２．５×Ｗ０．８ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407041060 常緑広葉樹・高木 ウバメガシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ウバメガシ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407451010 常緑広葉樹・高木 ウラジロガシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ウラジロガシ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407161005
常緑広葉樹・高木 オトメツバキ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らな
い

オトメツバキ Ｈ１．２×Ｗ０．３ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407161035
常緑広葉樹・高木 オトメツバキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らな
い

オトメツバキ Ｈ１．５×Ｗ０．４ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407161050
常緑広葉樹・高木 オトメツバキ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らな
い

オトメツバキ Ｈ１．８×Ｗ０．６ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑
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常緑広葉樹・高木 1407161055
常緑広葉樹・高木 オトメツバキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らな
い

オトメツバキ Ｈ２×Ｗ０．７ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407051055
常緑広葉樹・高木 カクレミノ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らな
い

カクレミノ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407051058
常緑広葉樹・高木 カクレミノ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは
限らない

カクレミノ Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407051060
常緑広葉樹・高木 カクレミノ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必
ずしも単幹とは限らない

カクレミノ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407051020 常緑広葉樹・高木 カクレミノ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない カクレミノ Ｈ１．５×Ｗ０．５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407051030 常緑広葉樹・高木 カクレミノ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない カクレミノ Ｈ２×Ｗ０．６ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407051040 常緑広葉樹・高木 カクレミノ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない カクレミノ Ｈ２．５×Ｗ０．７ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407051070 常緑広葉樹・高木 カクレミノ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない カクレミノ Ｈ３×Ｗ０．８ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407061050
常緑広葉樹・高木 キンモクセイ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ
必ずしも単幹とは限らない

キンモクセイ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407061060
常緑広葉樹・高木 キンモクセイ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ
必ずしも単幹とは限らない

キンモクセイ Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407061010
常緑広葉樹・高木 キンモクセイ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ
必ずしも単幹とは限らない

キンモクセイ Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407061070
常緑広葉樹・高木 キンモクセイ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らな
い

キンモクセイ Ｈ１．８×Ｗ０．５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407061080
常緑広葉樹・高木 キンモクセイ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らな
い

キンモクセイ Ｈ２×Ｗ０．６ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407061090
常緑広葉樹・高木 キンモクセイ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らな
い

キンモクセイ Ｈ２．５×Ｗ０．８ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407061100
常緑広葉樹・高木 キンモクセイ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らな
い

キンモクセイ Ｈ３×Ｗ１ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407071130 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ クスノキ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407071135 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ クスノキ Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407071140 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ クスノキ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑
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常緑広葉樹・高木 1407071145 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ クスノキ Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407071150 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ クスノキ Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407071160 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ クスノキ Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407071005 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 クスノキ Ｈ２．５×Ｗ０．６ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407071020 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 クスノキ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407071037 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 クスノキ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ０．８ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407071039 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 クスノキ Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407071057 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 クスノキ Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１．２ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407071059 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 クスノキ Ｈ４×Ｃ０．３×Ｗ１．５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407071072 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 クスノキ Ｈ４×Ｃ０．４×Ｗ１．８ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407071095 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．５０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 クスノキ Ｈ５×Ｃ０．５×Ｗ１．８ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407071100 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．６０ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格 クスノキ Ｈ５×Ｃ０．６×Ｗ２ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407071110 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ６．０ｍ 目通り幹周０．７０ｍ 枝張２．５ｍ 国土交通省規格 クスノキ Ｈ６×Ｃ０．７×Ｗ２．５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407071120 常緑広葉樹・高木 クスノキ 高さ７．０ｍ 目通り幹周０．８０ｍ 枝張３．０ｍ 国土交通省規格 クスノキ Ｈ７×Ｃ０．８×Ｗ３ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407081075 常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ クロガネモチ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407081080 常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ クロガネモチ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407081090 常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ クロガネモチ Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407081010 常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ クロガネモチ Ｈ２×Ｗ０．６　コン径２４ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑
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常緑広葉樹・高木 1407081100 常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 コンテナ径－ クロガネモチ Ｈ２．５×Ｗ０．７　コン径－ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407081115 常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 クロガネモチ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407081110 常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 クロガネモチ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407081120 常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 クロガネモチ Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407081135 常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 クロガネモチ Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407081050 常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 クロガネモチ Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１．２ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407081060 常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 クロガネモチ Ｈ４×Ｃ０．３×Ｗ１．５ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407081150 常緑広葉樹・高木 クロガネモチ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 クロガネモチ Ｈ４．５×Ｃ０．４×Ｗ１．８ 本 408 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407091040 常緑広葉樹・高木 ゲッケイジュ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ゲッケイジュ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407091050 常緑広葉樹・高木 ゲッケイジュ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ゲッケイジュ Ｈ１　コン径１５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407091060 常緑広葉樹・高木 ゲッケイジュ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ ゲッケイジュ Ｈ１．５×Ｗ０．２　コン径２１ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407091070 常緑広葉樹・高木 ゲッケイジュ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 ゲッケイジュ Ｈ２×Ｗ０．３ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407361010
常緑広葉樹・高木 コウオトメツバキ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０
ｃｍ

コウオトメツバキ Ｈ１．２×Ｗ０．２　コン径１８ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407361020
常緑広葉樹・高木 コウオトメツバキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０
ｃｍ

コウオトメツバキ Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407361030
常緑広葉樹・高木 コウオトメツバキ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０
ｃｍ

コウオトメツバキ Ｈ１．８×Ｗ０．４　コン径２１ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407361040
常緑広葉樹・高木 コウオトメツバキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０
ｃｍ

コウオトメツバキ Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407101045 常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない サザンカ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407101048
常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限
らない

サザンカ Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑
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常緑広葉樹・高木 1407101050
常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必ず
しも単幹とは限らない

サザンカ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407101060
常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 必ず
しも単幹とは限らない

サザンカ Ｈ１．２×Ｗ０．２　コン径１８ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407101070
常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ず
しも単幹とは限らない

サザンカ Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407101080
常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ず
しも単幹とは限らない

サザンカ Ｈ１．８×Ｗ０．４　コン径２１ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407101090
常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ 必ず
しも単幹とは限らない

サザンカ Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407101100
常緑広葉樹・高木 サザンカ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 コンテナ径－ 必ずしも単幹と
は限らない

サザンカ Ｈ２．５×Ｗ０．７　コン径－ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407111045
常緑広葉樹・高木 サンゴジュ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らな
い

サンゴジュ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407111048
常緑広葉樹・高木 サンゴジュ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らな
い

サンゴジュ Ｈ０．８　コン径１５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407111050
常緑広葉樹・高木 サンゴジュ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必
ずしも単幹とは限らない

サンゴジュ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407111005
常緑広葉樹・高木 サンゴジュ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 必
ずしも単幹とは限らない

サンゴジュ Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407111010
常緑広葉樹・高木 サンゴジュ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必
ずしも単幹とは限らない

サンゴジュ Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407111020 常緑広葉樹・高木 サンゴジュ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない サンゴジュ Ｈ１．８×Ｗ０．５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407111030 常緑広葉樹・高木 サンゴジュ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない サンゴジュ Ｈ２×Ｗ０．６ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407111040 常緑広葉樹・高木 サンゴジュ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない サンゴジュ Ｈ２．５×Ｗ０．８ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407481010 常緑広葉樹・高木 シマトネリコ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 シマトネリコ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407481020 常緑広葉樹・高木 シマトネリコ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 シマトネリコ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407481030 常緑広葉樹・高木 シマトネリコ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 シマトネリコ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407481060 常緑広葉樹・高木 シマトネリコ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 シマトネリコ Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑
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常緑広葉樹・高木 1407481070 常緑広葉樹・高木 シマトネリコ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 シマトネリコ Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１．８ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407121090 常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ シラカシ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407121095 常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ シラカシ Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407121100 常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ シラカシ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407121110 常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ シラカシ Ｈ１．２×Ｗ０．２　コン径１５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407121120 常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ シラカシ Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407121130 常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ シラカシ Ｈ１．８×Ｗ０．４　コン径２１ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407121004 常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ シラカシ Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407121140 常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コンテナ径－ シラカシ Ｈ２．５×Ｗ０．６　コン径－ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407121020 常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 シラカシ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407121030 常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 シラカシ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407121040 常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 シラカシ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407121150 常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 シラカシ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407121065 常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 シラカシ Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．２ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407121075 常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 シラカシ Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ１．５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407121080 常緑広葉樹・高木 シラカシ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 シラカシ Ｈ５×Ｃ０．４×Ｗ１．８ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407391010 常緑広葉樹・高木 シロダモ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ シロダモ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407391020 常緑広葉樹・高木 シロダモ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ シロダモ Ｈ０．８　コン径１５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑
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常緑広葉樹・高木 1407131510 常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ スダジイ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407131520 常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ スダジイ Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407131530 常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ スダジイ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407131540 常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ スダジイ Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407131550 常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ スダジイ Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407131560 常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ スダジイ Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２４ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407131570 常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径－ スダジイ Ｈ２．５×Ｗ０．５　コン径－ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407131580 常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 スダジイ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407131590 常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 スダジイ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．７ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407131600 常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 スダジイ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407131610 常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 スダジイ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407131620 常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 スダジイ Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．２ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407131630 常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 スダジイ Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ１．５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407131640 常緑広葉樹・高木 スダジイ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 スダジイ Ｈ５×Ｃ０．４×Ｗ１．８ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407401010 常緑広葉樹・高木 ソヨゴ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ソヨゴ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407401020 常緑広葉樹・高木 ソヨゴ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ソヨゴ Ｈ１　コン径１５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407401030 常緑広葉樹・高木 ソヨゴ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ ソヨゴ Ｈ１．８ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407401040 常緑広葉樹・高木 ソヨゴ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ ソヨゴ Ｈ２×Ｗ０．６ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑
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常緑広葉樹・高木 1407401050 常緑広葉樹・高木 ソヨゴ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 ソヨゴ Ｈ２．５×Ｗ０．７ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407401060 常緑広葉樹・高木 ソヨゴ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 株立物 ソヨゴ Ｈ２．５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407151080 常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ タブノキ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407151085 常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ タブノキ Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407151090 常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ タブノキ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407151100 常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ タブノキ Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407151110 常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ タブノキ Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407151120 常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径－ タブノキ Ｈ２．５×Ｗ０．５　コン径－ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407151130 常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 タブノキ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407151140 常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 タブノキ Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１ 本 409 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407461010 常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ツブラジイ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407461020 常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ ツブラジイ Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407461030 常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ツブラジイ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407461040 常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ ツブラジイ Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407461050 常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ ツブラジイ Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407461060 常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ ツブラジイ Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２４ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407461070 常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ツブラジイ Ｈ２．５×Ｗ０．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407461080 常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 ツブラジイ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

1180 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

常緑広葉樹・高木 1407461090 常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 ツブラジイ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．７ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407461100 常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ツブラジイ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407461110 常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ツブラジイ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407461120 常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ツブラジイ Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．２ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407461130 常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ツブラジイ Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ１．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407461140 常緑広葉樹・高木 ツブラジイ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 ツブラジイ Ｈ５×Ｃ０．４×Ｗ１．８ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407151035 常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 タブノキ Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407151045 常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 タブノキ Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１．２ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407151050 常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 タブノキ Ｈ４×Ｃ０．３×Ｗ１．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407151060 常緑広葉樹・高木 タブノキ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 タブノキ Ｈ４．５×Ｃ０．４×Ｗ１．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407471010
常緑広葉樹・高木 トキワマンサク（白） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃ
ｍ

トキワマンサク（白） Ｈ０．５　コン径１５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407471020
常緑広葉樹・高木 トキワマンサク（白） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１
８．０ｃｍ

トキワマンサク（白） Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１８ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407471030 常緑広葉樹・高木 トキワマンサク（白） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 トキワマンサク（白） Ｈ１．５×Ｗ０．３ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407471040 常緑広葉樹・高木 トキワマンサク（白） 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 トキワマンサク（白） Ｈ２×Ｗ０．４ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407201055
常緑広葉樹・高木 ネズミモチ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らな
い

ネズミモチ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407201058
常緑広葉樹・高木 ネズミモチ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らな
い

ネズミモチ Ｈ０．８　コン径１５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407201060
常緑広葉樹・高木 ネズミモチ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必
ずしも単幹とは限らない

ネズミモチ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407201010
常緑広葉樹・高木 ネズミモチ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 必
ずしも単幹とは限らない

ネズミモチ Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑
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常緑広葉樹・高木 1407201020
常緑広葉樹・高木 ネズミモチ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必
ずしも単幹とは限らない

ネズミモチ Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407201030
常緑広葉樹・高木 ネズミモチ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必
ずしも単幹とは限らない

ネズミモチ Ｈ１．８×Ｗ０．５　コン径２１ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407201035
常緑広葉樹・高木 ネズミモチ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ 必
ずしも単幹とは限らない

ネズミモチ Ｈ２×Ｗ０．６　コン径２４ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407411010 常緑広葉樹・高木 ハマビワ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ ハマビワ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407211060
常緑広葉樹・高木 ヒイラギ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必ず
しも単幹とは限らない

ヒイラギ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407211010
常緑広葉樹・高木 ヒイラギ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 必ず
しも単幹とは限らない

ヒイラギ Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407211020
常緑広葉樹・高木 ヒイラギ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必ず
しも単幹とは限らない

ヒイラギ Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407211030 常緑広葉樹・高木 ヒイラギ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない ヒイラギ Ｈ１．８×Ｗ０．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407211040 常緑広葉樹・高木 ヒイラギ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない ヒイラギ Ｈ２×Ｗ０．６ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407211045 常緑広葉樹・高木 ヒイラギ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない ヒイラギ Ｈ２．５×Ｗ０．８ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407221005
常緑広葉樹・高木 ヒイラギモクセイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは
限らない

ヒイラギモクセイ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407221010
常緑広葉樹・高木 ヒイラギモクセイ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０
ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない

ヒイラギモクセイ Ｈ１×Ｗ０．３　コン径１５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407221020
常緑広葉樹・高木 ヒイラギモクセイ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０
ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない

ヒイラギモクセイ Ｈ１．２×Ｗ０．４　コン径１８ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407221030
常緑広葉樹・高木 ヒイラギモクセイ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０
ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない

ヒイラギモクセイ Ｈ１．５×Ｗ０．５　コン径２１ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407221040
常緑広葉樹・高木 ヒイラギモクセイ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限
らない

ヒイラギモクセイ Ｈ１．８×Ｗ０．６ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407221045
常緑広葉樹・高木 ヒイラギモクセイ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限
らない

ヒイラギモクセイ Ｈ２×Ｗ０．７ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407221055
常緑広葉樹・高木 ヒイラギモクセイ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限
らない

ヒイラギモクセイ Ｈ２．５×Ｗ０．８ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407421010 常緑広葉樹・高木 ヒメユズリハ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ヒメユズリハ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑
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常緑広葉樹・高木 1407421020 常緑広葉樹・高木 ヒメユズリハ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ ヒメユズリハ Ｈ０．８　コン径１０．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407421030 常緑広葉樹・高木 ヒメユズリハ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ヒメユズリハ Ｈ１　コン径１５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407231005 常緑広葉樹・高木 フサアカシア 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 フサアカシア Ｈ２．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407231010 常緑広葉樹・高木 フサアカシア 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張－ 国土交通省規格 フサアカシア Ｈ３×Ｃ０．１２ｍ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407141010 常緑広葉樹・高木 ホソバタイサンボク 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 ホソバタイサンボク Ｈ２×Ｗ０．６ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407141020 常緑広葉樹・高木 ホソバタイサンボク 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ホソバタイサンボク Ｈ２．５×Ｗ０．８ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407141030 常緑広葉樹・高木 ホソバタイサンボク 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ホソバタイサンボク Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407141035 常緑広葉樹・高木 ホソバタイサンボク 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ホソバタイサンボク Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407141060 常緑広葉樹・高木 ホソバタイサンボク 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ホソバタイサンボク Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407141065 常緑広葉樹・高木 ホソバタイサンボク 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ホソバタイサンボク Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407241005 常緑広葉樹・高木 ホルトノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ホルトノキ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407241040 常緑広葉樹・高木 ホルトノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ ホルトノキ Ｈ１　コン径１５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407241050 常緑広葉樹・高木 ホルトノキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径２１．０ｃｍ ホルトノキ Ｈ１．５　コン径２１ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407241060 常緑広葉樹・高木 ホルトノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ホルトノキ Ｈ２．５×Ｗ０．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407241020 常緑広葉樹・高木 ホルトノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ホルトノキ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ｍ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407241070 常緑広葉樹・高木 ホルトノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ホルトノキ Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ０．８ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407251105
常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らな
い

マテバシイ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407251108
常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは
限らない

マテバシイ Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑
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常緑広葉樹・高木 1407251110
常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 必
ずしも単幹とは限らない

マテバシイ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407251120
常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ 必
ずしも単幹とは限らない

マテバシイ Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407251005
常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ 必
ずしも単幹とは限らない

マテバシイ Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２４ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407251010 常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない マテバシイ Ｈ２．５×Ｗ０．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407251020
常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは
限らない

マテバシイ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407251030
常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは
限らない

マテバシイ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407251040
常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは
限らない

マテバシイ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407251130
常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは
限らない

マテバシイ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407251065
常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは
限らない

マテバシイ Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407251135
常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは
限らない

マテバシイ Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ１．５ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407251140
常緑広葉樹・高木 マテバシイ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは
限らない

マテバシイ Ｈ５×Ｃ０．４×Ｗ１．８ 本 410 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407261005 常緑広葉樹・高木 モチノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ モチノキ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407261050 常緑広葉樹・高木 モチノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ モチノキ Ｈ１　コン径１５ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407261009 常緑広葉樹・高木 モチノキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ モチノキ Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407261015 常緑広葉樹・高木 モチノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 モチノキ Ｈ２．５×Ｗ０．７ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407261025 常緑広葉樹・高木 モチノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 モチノキ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407261040 常緑広葉樹・高木 モチノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 モチノキ Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407271070 常緑広葉樹・高木 モッコク 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ モッコク Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

1184 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

常緑広葉樹・高木 1407271080 常緑広葉樹・高木 モッコク 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ モッコク Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407271085 常緑広葉樹・高木 モッコク 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ モッコク Ｈ１．８×Ｗ０．５　コン径２１ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407271095 常緑広葉樹・高木 モッコク 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ モッコク Ｈ２×Ｗ０．６　コン径２４ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407271035 常緑広葉樹・高木 モッコク 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 コンテナ径３０．０ｃｍ モッコク Ｈ２．５×Ｗ０．８　コン径３０ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407271045 常緑広葉樹・高木 モッコク 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 モッコク Ｈ３×Ｗ１ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407271105 常緑広葉樹・高木 モッコク 高さ３．５ｍ 目通り幹周－ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 モッコク Ｈ３．５×Ｗ１．２ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407171070
常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．
５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない

ヤブツバキ（ヤマツバキ） Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407171075
常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ 必
ずしも単幹とは限らない

ヤブツバキ（ヤマツバキ） Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407171080
常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径
１５．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない

ヤブツバキ（ヤマツバキ） Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407171005
常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径
１８．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない

ヤブツバキ（ヤマツバキ） Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407171010
常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径
２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない

ヤブツバキ（ヤマツバキ） Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407171020
常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径
２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない

ヤブツバキ（ヤマツバキ） Ｈ１．８×Ｗ０．５　コン径２１ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407171030
常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コンテナ径
２４．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない

ヤブツバキ（ヤマツバキ） Ｈ２×Ｗ０．６　コン径２４ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407171040
常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単
幹とは限らない

ヤブツバキ（ヤマツバキ） Ｈ２．５×Ｗ０．８ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407171060
常緑広葉樹・高木 ヤブツバキ（ヤマツバキ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．９ｍ 国土交通省規格 必ずしも単
幹とは限らない

ヤブツバキ（ヤマツバキ） Ｈ３×Ｗ０．９ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407431010 常緑広葉樹・高木 ヤブニッケイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ヤブニッケイ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407431020 常緑広葉樹・高木 ヤブニッケイ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ヤブニッケイ Ｈ１　コン径１５ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407291100 常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ヤマモモ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑
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常緑広葉樹・高木 1407291110 常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ヤマモモ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407291120 常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ ヤマモモ Ｈ１．５×Ｗ０．３　コン径２１ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407291010 常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ ヤマモモ Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407291020 常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コンテナ径－ ヤマモモ Ｈ２．５×０．１２　コン径－ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407291145 常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ヤマモモ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407291140 常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ヤマモモ Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ０．８ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407291150 常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ヤマモモ Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ０．８ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407291050 常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ヤマモモ Ｈ３．５×Ｃ０．２５×Ｗ１ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407291060 常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ヤマモモ Ｈ３．５×Ｃ０．３×Ｗ１．２ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407291070 常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ヤマモモ Ｈ４×Ｃ０．４×Ｗ１．２ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407291085 常緑広葉樹・高木 ヤマモモ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．５０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ヤマモモ Ｈ５×Ｃ０．５×Ｗ１．５ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407441010 常緑広葉樹・高木 ユーカリ類 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ ユーカリ類 Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407301035 常緑広葉樹・高木 ユズリハ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ ユズリハ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407301040 常緑広葉樹・高木 ユズリハ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ユズリハ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407301020 常緑広葉樹・高木 ユズリハ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２４．０ｃｍ ユズリハ Ｈ２×Ｗ０．８　コン径２４ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407301030 常緑広葉樹・高木 ユズリハ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ユズリハ Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

常緑広葉樹・高木 1407301060 常緑広葉樹・高木 ユズリハ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ユズリハ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 411 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

落葉広葉樹・高木 1409601010 落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ アカシデ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409601020 落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ アカシデ Ｈ１　コン径１２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409601030 落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 アカシデ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409601040 落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 アカシデ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409601050 落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 アカシデ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409601060 落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 アカシデ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409601070 落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物 アカシデ Ｈ３×Ｃ０．１５　株立 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409601080 落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物 アカシデ Ｈ３．５×Ｃ０．２１　株立 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409601090 落葉広葉樹・高木 アカシデ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物 アカシデ Ｈ４×Ｃ０．２５　株立 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409021070 落葉広葉樹・高木 アキニレ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ アキニレ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409021010 落葉広葉樹・高木 アキニレ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 アキニレ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409021020 落葉広葉樹・高木 アキニレ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 アキニレ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409021030 落葉広葉樹・高木 アキニレ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 アキニレ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409021040 落葉広葉樹・高木 アキニレ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 アキニレ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409021080 落葉広葉樹・高木 アキニレ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 アキニレ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409021060 落葉広葉樹・高木 アキニレ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 アキニレ Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．８ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409021090 落葉広葉樹・高木 アキニレ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格 アキニレ Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409781010 落葉広葉樹・高木 アベマキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ アベマキ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409781020 落葉広葉樹・高木 アベマキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ アベマキ Ｈ１　コン径１５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409421010 落葉広葉樹・高木 イタヤカエデ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ イタヤカエデ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409421020 落葉広葉樹・高木 イタヤカエデ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ イタヤカエデ Ｈ１　コン径１２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409421030 落葉広葉樹・高木 イタヤカエデ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ イタヤカエデ Ｈ１．５　コン径１８ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409421040 落葉広葉樹・高木 イタヤカエデ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 イタヤカエデ Ｈ２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409421050 落葉広葉樹・高木 イタヤカエデ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 イタヤカエデ Ｈ２．５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409071005 落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 イチョウ Ｈ２×Ｗ０．６ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409071010 落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 イチョウ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409071020 落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 イチョウ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409071030 落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 イチョウ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409071040 落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 イチョウ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409071110 落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 イチョウ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409071060 落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 イチョウ Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．８ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409071075 落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 イチョウ Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ１．８ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409071088 落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ６．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格 イチョウ Ｈ６×Ｃ０．４×Ｗ２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409071130 落葉広葉樹・高木 イチョウ 高さ７．０ｍ 目通り幹周０．５０ｍ 枝張２．５ｍ 国土交通省規格 イチョウ Ｈ７×Ｃ０．５×Ｗ２．５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409061070 落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ イヌシデ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409061080 落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ イヌシデ Ｈ１　コン径１２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409061010 落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 イヌシデ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409061020 落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 イヌシデ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409061090 落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 イヌシデ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409061100 落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 イヌシデ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409061040 落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物 イヌシデ Ｈ３×Ｃ０．１５　株立 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409061110 落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物 イヌシデ Ｈ３．５×Ｃ０．２１　株立 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409061055 落葉広葉樹・高木 イヌシデ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物 イヌシデ Ｈ４×Ｃ０．２５　株立 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409081070
落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１
０．５ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない

イロハモミジ（含ヤマモミジ） Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409081075
落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ 必ず
しも単幹とは限らない

イロハモミジ（含ヤマモミジ） Ｈ０．８　コン径１２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409081080
落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１
２．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない

イロハモミジ（含ヤマモミジ） Ｈ１　コン径１２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409081085
落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ 必ず
しも単幹とは限らない

イロハモミジ（含ヤマモミジ） Ｈ１．２　コン径１５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409081090
落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１
８．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない

イロハモミジ（含ヤマモミジ） Ｈ１．５　コン径１８ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409081095
落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１８．０ｃｍ 必ず
しも単幹とは限らない

イロハモミジ（含ヤマモミジ） Ｈ１．８　コン径１８ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409081100
落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテ
ナ径２１．０ｃｍ 必ずしも単幹とは限らない

イロハモミジ（含ヤマモミジ） Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２１ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409081010
落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 コンテ
ナ径－ 必ずしも単幹とは限らない

イロハモミジ（含ヤマモミジ） Ｈ２．５×Ｗ０．８ｍコン径－ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409081020
落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格
必ずしも単幹とは限らない

イロハモミジ（含ヤマモミジ） Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409081030
落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格
必ずしも単幹とは限らない

イロハモミジ（含ヤマモミジ） Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409081040
落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格
必ずしも単幹とは限らない

イロハモミジ（含ヤマモミジ） Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１．５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409081110
落葉広葉樹・高木 イロハモミジ（含ヤマモミジ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格
必ずしも単幹とは限らない

イロハモミジ（含ヤマモミジ） Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．８ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409101010
落葉広葉樹・高木 ウメ（白） 高さ２．０ｍ 根元周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限ら
ない

ウメ　白 Ｈ２×Ｃ０．１×Ｗ１ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409101020
落葉広葉樹・高木 ウメ（白） 高さ２．５ｍ 根元周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限ら
ない

ウメ　白 Ｈ２．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409101110
落葉広葉樹・高木 ウメ（白） 高さ２．５ｍ 根元周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限ら
ない

ウメ　白 Ｈ２．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409101120
落葉広葉樹・高木 ウメ（白） 高さ３．０ｍ 根元周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限ら
ない

ウメ　白 Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409101040
落葉広葉樹・高木 ウメ（白） 高さ３．５ｍ 根元周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限ら
ない

ウメ　白 Ｈ３．５×Ｃ０．３×Ｗ１．５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409101050
落葉広葉樹・高木 ウメ（赤） 高さ２．０ｍ 根元周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限ら
ない

ウメ　赤 Ｈ２×Ｃ０．１×Ｗ１ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409101060
落葉広葉樹・高木 ウメ（赤） 高さ２．５ｍ 根元周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限ら
ない

ウメ　赤 Ｈ２．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409101090
落葉広葉樹・高木 ウメ（赤） 高さ２．５ｍ 根元周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限ら
ない

ウメ　赤 Ｈ２．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409101100
落葉広葉樹・高木 ウメ（赤） 高さ３．０ｍ 根元周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限ら
ない

ウメ　赤 Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409101080
落葉広葉樹・高木 ウメ（赤） 高さ３．５ｍ 根元周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限ら
ない

ウメ　赤 Ｈ３．５×Ｃ０．３×Ｗ１．５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409611010 落葉広葉樹・高木 ウメモドキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ウメモドキ Ｈ０．５×Ｗ０．２ｍコン径１５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409611020 落葉広葉樹・高木 ウメモドキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ウメモドキ Ｈ１×Ｗ０．４ｍ　コン径１５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409531050 落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ エゴノキ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409531055 落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ エゴノキ Ｈ０．８　コン径１２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409531060 落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ エゴノキ Ｈ１　コン径１２ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409531070 落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ エゴノキ Ｈ１．５　コン径１５ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409531100 落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１８．０ｃｍ エゴノキ Ｈ１．８　コン径１８ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409531110 落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ コンテナ径２１．０ｃｍ エゴノキ Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２１ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409531010 落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 エゴノキ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 412 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409531040 落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 エゴノキ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409531020 落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 エゴノキ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409531080 落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物 エゴノキ Ｈ３×Ｃ０．１５　株立 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409531090 落葉広葉樹・高木 エゴノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物 エゴノキ Ｈ３．５×Ｃ０．２１　株立 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409111030 落葉広葉樹・高木 エノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ エノキ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409111040 落葉広葉樹・高木 エノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ エノキ Ｈ１　コン径１２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409111010 落葉広葉樹・高木 エノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 エノキ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ１ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409111080 落葉広葉樹・高木 エノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 エノキ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１．２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409111090 落葉広葉樹・高木 エノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 エノキ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409111100 落葉広葉樹・高木 エノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 エノキ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409121010 落葉広葉樹・高木 エンジュ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 エンジュ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409121020 落葉広葉樹・高木 エンジュ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 エンジュ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409121030 落葉広葉樹・高木 エンジュ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 エンジュ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409121040 落葉広葉樹・高木 エンジュ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 エンジュ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409121060 落葉広葉樹・高木 エンジュ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 エンジュ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409171010 落葉広葉樹・高木 オオシマザクラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 オオシマザクラ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409171020 落葉広葉樹・高木 オオシマザクラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 オオシマザクラ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409171060 落葉広葉樹・高木 オオシマザクラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 オオシマザクラ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409171040 落葉広葉樹・高木 オオシマザクラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 オオシマザクラ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409171070 落葉広葉樹・高木 オオシマザクラ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 オオシマザクラ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409441010 落葉広葉樹・高木 オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 オオヤマザクラ Ｈ２．５×Ｗ０．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409441020
落葉広葉樹・高木 オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省
規格

オオヤマザクラ Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409441030
落葉広葉樹・高木 オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省
規格

オオヤマザクラ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409441040
落葉広葉樹・高木 オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省
規格

オオヤマザクラ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409441050
落葉広葉樹・高木 オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省
規格

オオヤマザクラ Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ１ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409441060
落葉広葉樹・高木 オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省
規格

オオヤマザクラ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409731010 落葉広葉樹・高木 カシワ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ カシワ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409731020 落葉広葉樹・高木 カシワ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ カシワ Ｈ１　コン径１２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409141045 落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ カツラ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409141048 落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ カツラ Ｈ０．８　コン径１２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409141050 落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ カツラ Ｈ１　コン径１２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409141055 落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ カツラ Ｈ１．２　コン径１５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409141060 落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ カツラ Ｈ１．５　コン径１８ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409141063 落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１８．０ｃｍ カツラ Ｈ１．８　コン径１８ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409141064 落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ コンテナ径２１．０ｃｍ カツラ Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２１ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409141010 落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 カツラ Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．８ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409141020 落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 カツラ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409141070 落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 カツラ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409141035 落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 カツラ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409141080 落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 カツラ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409141090 落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 カツラ Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．８ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409141100 落葉広葉樹・高木 カツラ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格 カツラ Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409541010 落葉広葉樹・高木 カリン 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ カリン Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409541020 落葉広葉樹・高木 カリン 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ カリン Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409621010 落葉広葉樹・高木 カンヒザクラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 カンヒザクラ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409621020 落葉広葉樹・高木 カンヒザクラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 カンヒザクラ Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409621030 落葉広葉樹・高木 カンヒザクラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 カンヒザクラ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409621040 落葉広葉樹・高木 カンヒザクラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 カンヒザクラ Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409621050 落葉広葉樹・高木 カンヒザクラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 カンヒザクラ Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．８ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409551050 落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ クヌギ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409551055 落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ クヌギ Ｈ０．８　コン径１２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409551060 落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ クヌギ Ｈ１　コン径１２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409551070 落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ クヌギ Ｈ１．５　コン径１８ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409551090 落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１８．０ｃｍ クヌギ Ｈ１．８　コン径１８ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409551100 落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ コンテナ径２１．０ｃｍ クヌギ Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２１ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409551030 落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 クヌギ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409551040 落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 クヌギ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409551010 落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 クヌギ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409551080 落葉広葉樹・高木 クヌギ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 クヌギ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409151100 落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ケヤキ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409151105 落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ ケヤキ Ｈ０．８　コン径１２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409151110 落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ケヤキ Ｈ１　コン径１２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409151120 落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ケヤキ Ｈ１．５　コン径１８ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409151130 落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ ケヤキ Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２１ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409151010 落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ケヤキ Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ１ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409151025 落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ケヤキ Ｈ３．５×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409151035 落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ケヤキ Ｈ４×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409151045 落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ケヤキ Ｈ４．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409151065 落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ケヤキ Ｈ５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409151068 落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格 ケヤキ Ｈ５×Ｃ０．２５×Ｗ２ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409151078 落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ６．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張２．５ｍ 国土交通省規格 ケヤキ Ｈ６×Ｃ０．３×Ｗ２．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409151080 落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ６．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張３．０ｍ 国土交通省規格 ケヤキ Ｈ６×Ｃ０．４×Ｗ３ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409151088 落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ７．０ｍ 目通り幹周０．５０ｍ 枝張３．５ｍ 国土交通省規格 ケヤキ Ｈ７×Ｃ０．５×Ｗ３．５ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409151090 落葉広葉樹・高木 ケヤキ 高さ７．０ｍ 目通り幹周０．６０ｍ 枝張４．０ｍ 国土交通省規格 ケヤキ Ｈ７×Ｃ０．６×Ｗ４ 本 413 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409561040 落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ コナラ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409561045 落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ コナラ Ｈ０．８　コン径１２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409561050 落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ コナラ Ｈ１　コン径１２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409561055 落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ コナラ Ｈ１．２　コン径１５ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409561060 落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ コナラ Ｈ１．５　コン径１８ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409561070 落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ コナラ Ｈ２×Ｗ０．４ｍ　コン径２１ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409561010 落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コナラ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409561080 落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 コナラ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409561020 落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 コナラ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409561090 落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 コナラ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409561100 落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物 コナラ Ｈ３×Ｃ０．１５　株立 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409561110 落葉広葉樹・高木 コナラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物 コナラ Ｈ３．５×Ｃ０．２１　株立 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409161065 落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ コブシ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409161068 落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ コブシ Ｈ０．８　コン径１２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409161070 落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ コブシ Ｈ１　コン径１２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409161080 落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ コブシ Ｈ１．５　コン径１８ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409161010 落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 コブシ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409161020 落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 コブシ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409161030 落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 コブシ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409161040 落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 コブシ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409161055 落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 コブシ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409161105 落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 コブシ Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．５ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409161110 落葉広葉樹・高木 コブシ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 コブシ Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ１．８ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409181060
落葉広葉樹・高木 サトザクラ（含ヤエザクラ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１
２．０ｃｍ 品質によっては枝張りが異なる

サトザクラ（含ヤエザクラ） Ｈ１　コン径１２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409181070
落葉広葉樹・高木 サトザクラ（含ヤエザクラ） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１
８．０ｃｍ 品質によっては枝張りが異なる

サトザクラ（含ヤエザクラ） Ｈ１．５　コン径１８ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409181010
落葉広葉樹・高木 サトザクラ（含ヤエザクラ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張－ 国土交通省規格 品質に
よっては枝張りが異なる

サトザクラ（含ヤエザクラ） Ｈ２．５×Ｃ０．１ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409181020
落葉広葉樹・高木 サトザクラ（含ヤエザクラ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格
品質によっては枝張りが異なる

サトザクラ（含ヤエザクラ） Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409181030
落葉広葉樹・高木 サトザクラ（含ヤエザクラ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格
品質によっては枝張りが異なる

サトザクラ（含ヤエザクラ） Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409181040
落葉広葉樹・高木 サトザクラ（含ヤエザクラ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格
品質によっては枝張りが異なる

サトザクラ（含ヤエザクラ） Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409181080
落葉広葉樹・高木 サトザクラ（含ヤエザクラ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格
品質によっては枝張りが異なる

サトザクラ（含ヤエザクラ） Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409181090
落葉広葉樹・高木 サトザクラ（含ヤエザクラ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格
品質によっては枝張りが異なる

サトザクラ（含ヤエザクラ） Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１．８ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409221010
落葉広葉樹・高木 サルスベリ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは
限らない

サルスベリ Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409221020
落葉広葉樹・高木 サルスベリ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは
限らない

サルスベリ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409221060
落葉広葉樹・高木 サルスベリ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは
限らない

サルスベリ Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409221070
落葉広葉樹・高木 サルスベリ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは
限らない

サルスベリ Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409221040
落葉広葉樹・高木 サルスベリ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは
限らない

サルスベリ Ｈ３．５×Ｃ０．２５×Ｗ２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409571005 落葉広葉樹・高木 サンシュユ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 サンシュユ Ｈ１．５×Ｗ０．４ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409571010 落葉広葉樹・高木 サンシュユ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 サンシュユ Ｈ２×Ｗ０．５ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409571015 落葉広葉樹・高木 サンシュユ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 サンシュユ Ｈ２．５×Ｗ０．７ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409571030 落葉広葉樹・高木 サンシュユ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 サンシュユ Ｈ３×Ｗ０．８ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409211005 落葉広葉樹・高木 シダレザクラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張－ 国土交通省規格 シダレザクラ Ｈ２．５×Ｃ０．１２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409211010 落葉広葉樹・高木 シダレザクラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 シダレザクラ Ｈ３×Ｃ０．１５ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409211025 落葉広葉樹・高木 シダレザクラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張－ 国土交通省規格 シダレザクラ Ｈ３．５×Ｃ０．１８ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409211040 落葉広葉樹・高木 シダレザクラ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 国土交通省規格 シダレザクラ Ｈ４×Ｃ０．２１ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409791010 落葉広葉樹・高木 シダレモミジ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 シダレモミジ Ｈ１ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409791020 落葉広葉樹・高木 シダレモミジ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ シダレモミジ Ｈ１．５ｍ　コン径２１ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409791030 落葉広葉樹・高木 シダレモミジ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 シダレモミジ Ｈ１．８ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409791040 落葉広葉樹・高木 シダレモミジ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 シダレモミジ Ｈ２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409791050 落葉広葉樹・高木 シダレモミジ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張－ 国土交通省規格 シダレモミジ Ｈ２．５×Ｃ０．１ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409791060 落葉広葉樹・高木 シダレモミジ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張－ 国土交通省規格 シダレモミジ Ｈ２．５×Ｃ０．１２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409791070 落葉広葉樹・高木 シダレモミジ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張－ 国土交通省規格 シダレモミジ Ｈ３×Ｃ０．１８ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409791080 落葉広葉樹・高木 シダレモミジ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 国土交通省規格 シダレモミジ Ｈ３×Ｃ０．２１ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409231060 落葉広葉樹・高木 シダレヤナギ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張－ 国土交通省規格 シダレヤナギ Ｈ２．５×Ｃ０．１ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409231070 落葉広葉樹・高木 シダレヤナギ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張－ 国土交通省規格 シダレヤナギ Ｈ２．５×Ｃ０．１２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409231080 落葉広葉樹・高木 シダレヤナギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 シダレヤナギ Ｈ３×Ｃ０．１５ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409231035 落葉広葉樹・高木 シダレヤナギ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張－ 国土交通省規格 シダレヤナギ Ｈ３．５×Ｃ０．１８ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409231120 落葉広葉樹・高木 シダレヤナギ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 国土交通省規格 シダレヤナギ Ｈ４．５×Ｃ０．２１ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409231130 落葉広葉樹・高木 シダレヤナギ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 シダレヤナギ Ｈ５×Ｃ０．２５ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409801010 落葉広葉樹・高木 シデコブシ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ シデコブシ Ｈ１ｍ　コン径１５ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409801020 落葉広葉樹・高木 シデコブシ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 シデコブシ Ｈ１．５×Ｗ０．４ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409801030 落葉広葉樹・高木 シデコブシ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 シデコブシ Ｈ２×Ｗ０．８ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409801040 落葉広葉樹・高木 シデコブシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 シデコブシ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409801050 落葉広葉樹・高木 シデコブシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 シデコブシ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409801060 落葉広葉樹・高木 シデコブシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 シデコブシ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409801070 落葉広葉樹・高木 シデコブシ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 シデコブシ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409241030 落葉広葉樹・高木 シモクレン 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない シモクレン Ｈ１．５×Ｗ０．４ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409241040 落葉広葉樹・高木 シモクレン 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない シモクレン Ｈ２×Ｗ０．６ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409091030 落葉広葉樹・高木 ショウジョウノムラ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ ショウジョウノムラ Ｈ２×Ｗ０．６ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409091040 落葉広葉樹・高木 ショウジョウノムラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ ショウジョウノムラ Ｈ２．５×Ｗ０．８ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409091020 落葉広葉樹・高木 ショウジョウノムラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張１．２ｍ ショウジョウノムラ Ｈ３×Ｗ１．２ 本 414 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409261005 落葉広葉樹・高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ シラカンバ（シラカバ） Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409261010 落葉広葉樹・高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 シラカンバ（シラカバ） Ｈ２．５×Ｗ０．７ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409261020 落葉広葉樹・高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 シラカンバ（シラカバ） Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ１ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409261030 落葉広葉樹・高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 シラカンバ（シラカバ） Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１．２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409261040 落葉広葉樹・高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 シラカンバ（シラカバ） Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409261050 落葉広葉樹・高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 シラカンバ（シラカバ） Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ１．５ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409261070 落葉広葉樹・高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 シラカンバ（シラカバ） Ｈ４．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409281010
落葉広葉樹・高木 スズカケノキ（プラタナス） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格
特記のない場合スズカケノキ，アメリカスズカケノキ，モミジバスズカケノキを含む

スズカケノキ（プラタナス） Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．８ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409281020
落葉広葉樹・高木 スズカケノキ（プラタナス） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格
特記のない場合スズカケノキ，アメリカスズカケノキ，モミジバスズカケノキを含む

スズカケノキ（プラタナス） Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409281030
落葉広葉樹・高木 スズカケノキ（プラタナス） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格
特記のない場合スズカケノキ，アメリカスズカケノキ，モミジバスズカケノキを含む

スズカケノキ（プラタナス） Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409281060
落葉広葉樹・高木 スズカケノキ（プラタナス） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格
特記のない場合スズカケノキ，アメリカスズカケノキ，モミジバスズカケノキを含む

スズカケノキ（プラタナス） Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409281080
落葉広葉樹・高木 スズカケノキ（プラタナス） 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格
特記のない場合スズカケノキ，アメリカスズカケノキ，モミジバスズカケノキを含む

スズカケノキ（プラタナス） Ｈ４．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409281090
落葉広葉樹・高木 スズカケノキ（プラタナス） 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格
特記のない場合スズカケノキ，アメリカスズカケノキ，モミジバスズカケノキを含む

スズカケノキ（プラタナス） Ｈ５×Ｃ０．２５×Ｗ２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409191060 落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ソメイヨシノ Ｈ１　コン径１２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409191070 落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ソメイヨシノ Ｈ１．５　コン径１８ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409191080 落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ ソメイヨシノ Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２１ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409191010 落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ソメイヨシノ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409191020 落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ソメイヨシノ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409191090 落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ソメイヨシノ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409191040 落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ソメイヨシノ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409191100 落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 ソメイヨシノ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409191120 落葉広葉樹・高木 ソメイヨシノ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ 国土交通省規格 ソメイヨシノ Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409301075 落葉広葉樹・高木 トウカエデ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ トウカエデ Ｈ０．８　コン径１２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409301080 落葉広葉樹・高木 トウカエデ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ トウカエデ Ｈ１　コン径１２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409301010 落葉広葉樹・高木 トウカエデ 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 トウカエデ Ｈ２．５×Ｗ０．５ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409301020 落葉広葉樹・高木 トウカエデ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 トウカエデ Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．８ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409301030 落葉広葉樹・高木 トウカエデ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 トウカエデ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409301040 落葉広葉樹・高木 トウカエデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 トウカエデ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409301050 落葉広葉樹・高木 トウカエデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 トウカエデ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409301090 落葉広葉樹・高木 トウカエデ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 トウカエデ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409311060 落葉広葉樹・高木 トチノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ トチノキ Ｈ０．５　コン径１２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409311010 落葉広葉樹・高木 トチノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 トチノキ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409311015 落葉広葉樹・高木 トチノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 トチノキ Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409311020 落葉広葉樹・高木 トチノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 トチノキ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409311030 落葉広葉樹・高木 トチノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 トチノキ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409311070 落葉広葉樹・高木 トチノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 トチノキ Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409331065 落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ ナツツバキ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409331070 落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ナツツバキ Ｈ１　コン径１２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409331080 落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ナツツバキ Ｈ１．５ｍ　コン径１８ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409331005 落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 ナツツバキ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409331060 落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ナツツバキ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409331120 落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ナツツバキ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409331130 落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ナツツバキ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409331100 落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物 ナツツバキ Ｈ３×Ｃ０．１５　株立 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409331110 落葉広葉樹・高木 ナツツバキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物 ナツツバキ Ｈ３．５×Ｃ０．２１　株立 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409321060
落葉広葉樹・高木 ナナカマド 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも
単幹とは限らない

ナナカマド Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409321070
落葉広葉樹・高木 ナナカマド 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ 必ずしも
単幹とは限らない

ナナカマド Ｈ１　コン径１２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409321010 落葉広葉樹・高木 ナナカマド 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない ナナカマド Ｈ２×Ｗ０．５ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409321075
落葉広葉樹・高木 ナナカマド 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは
限らない

ナナカマド Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409321085
落葉広葉樹・高木 ナナカマド 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは
限らない

ナナカマド Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409321095
落葉広葉樹・高木 ナナカマド 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは
限らない

ナナカマド Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409341060 落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ナンキンハゼ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409341065 落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ ナンキンハゼ Ｈ０．８　コン径１２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409341070 落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ナンキンハゼ Ｈ１　コン径１２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409341090 落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ ナンキンハゼ Ｈ１．２　コン径１５ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409341100 落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１８．０ｃｍ ナンキンハゼ Ｈ１．８　コン径１８ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409341110 落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ コンテナ径２１．０ｃｍ ナンキンハゼ Ｈ２×Ｗ０．４　コン径２１ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409341010 落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ナンキンハゼ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409341020 落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ナンキンハゼ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409341030 落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ナンキンハゼ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409341040 落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ナンキンハゼ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409341080 落葉広葉樹・高木 ナンキンハゼ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ナンキンハゼ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409581020
落葉広葉樹・高木 ネムノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単
幹とは限らない

ネムノキ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409581030
落葉広葉樹・高木 ネムノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ 必ずしも単
幹とは限らない

ネムノキ Ｈ１　コン径１２ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409581040
落葉広葉樹・高木 ネムノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限
らない

ネムノキ Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409581060
落葉広葉樹・高木 ネムノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限
らない

ネムノキ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409631010 落葉広葉樹・高木 ハクウンボク 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ハクウンボク Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．５ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409631020 落葉広葉樹・高木 ハクウンボク 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 ハクウンボク Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409631040 落葉広葉樹・高木 ハクウンボク 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ハクウンボク Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 415 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409251060 落葉広葉樹・高木 ハクモクレン 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ハクモクレン Ｈ１　コン径１０．５ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409251070 落葉広葉樹・高木 ハクモクレン 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ハクモクレン Ｈ１．５　コン径１８ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409251010 落葉広葉樹・高木 ハクモクレン 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ ハクモクレン Ｈ２×Ｗ０．６　コン径２１ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409251020 落葉広葉樹・高木 ハクモクレン 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ハクモクレン Ｈ２．５×Ｗ０．８ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409251080 落葉広葉樹・高木 ハクモクレン 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ハクモクレン Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409251090 落葉広葉樹・高木 ハクモクレン 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ハクモクレン Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409251050 落葉広葉樹・高木 ハクモクレン 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ハクモクレン Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409251100 落葉広葉樹・高木 ハクモクレン 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 ハクモクレン Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．８ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409641010
落葉広葉樹・高木 ハナカイドウ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らな
い

ハナカイドウ Ｈ１．５×Ｗ０．４ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409641020
落葉広葉樹・高木 ハナカイドウ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らな
い

ハナカイドウ Ｈ２×Ｗ０．６ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351085
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５
ｃｍ

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ０．５　コン径１０．５　白 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351088
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０
ｃｍ

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ０．８　コン径１２　白 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351090
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コ
ンテナ径１２．０ｃｍ

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ１　コン径１２　白 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351100
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コ
ンテナ径１５．０ｃｍ

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ１．５　コン径１５　白 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351105
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１８．０
ｃｍ

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ１．８　コン径１８　白 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351005
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規
格 コンテナ径２１．０ｃｍ

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２１　白 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351015
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土
交通省規格

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６白 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351035
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土
交通省規格

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１　白 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351040
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土
交通省規格

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１　白 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351150
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（白）（アメリカヤマボウシ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土
交通省規格

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１　白 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409351115
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５
ｃｍ

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ０．５　コン径１０．５　赤 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351118
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０
ｃｍ

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ０．８　コン径１２　赤 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351120
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コ
ンテナ径１２．０ｃｍ

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ１　コン径１２　赤 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351130
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コ
ンテナ径１５．０ｃｍ

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ１．５　コン径１５　赤 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351135
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１８．０
ｃｍ

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ１．８　コン径１８　赤 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351045
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規
格 コンテナ径２１．０ｃｍ

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２１　赤 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351055
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ 国土
交通省規格

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６赤 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351075
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土
交通省規格

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１　赤 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351080
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土
交通省規格

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１　赤 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409351160
落葉広葉樹・高木 ハナミズキ（赤）（アメリカヤマボウシ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０ｍ 国土
交通省規格

ハナミズキ　アメリカヤマボウシ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１　赤 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409751010 落葉広葉樹・高木 ハマボウ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ハマボウ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409751020 落葉広葉樹・高木 ハマボウ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ハマボウ Ｈ１　コン径１２ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409031010 落葉広葉樹・高木 ハルニレ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張－ 国土交通省規格 ハルニレ Ｈ２．５×Ｃ０．１ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409031020 落葉広葉樹・高木 ハルニレ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 ハルニレ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409031030 落葉広葉樹・高木 ハルニレ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ハルニレ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409031040 落葉広葉樹・高木 ハルニレ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張０．９ｍ 国土交通省規格 ハルニレ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ０．９ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409031070 落葉広葉樹・高木 ハルニレ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ハルニレ Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409031050 落葉広葉樹・高木 ハルニレ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ハルニレ Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409031060 落葉広葉樹・高木 ハルニレ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ハルニレ Ｈ５×Ｃ０．３×Ｗ１．５ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409811010 落葉広葉樹・高木 ハンノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ハンノキ Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．８ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409811020 落葉広葉樹・高木 ハンノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ハンノキ Ｈ３．５×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409811030 落葉広葉樹・高木 ハンノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ハンノキ Ｈ４×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409821010 落葉広葉樹・高木 ヒトツバダゴ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ヒトツバダゴ Ｈ２×Ｗ０．５ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409821020 落葉広葉樹・高木 ヒトツバダゴ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 ヒトツバダゴ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．７ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409821030 落葉広葉樹・高木 ヒトツバダゴ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ヒトツバダゴ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409821040 落葉広葉樹・高木 ヒトツバダゴ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ヒトツバダゴ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409821050 落葉広葉樹・高木 ヒトツバダゴ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ヒトツバダゴ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409821060 落葉広葉樹・高木 ヒトツバダゴ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ヒトツバダゴ Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409591040 落葉広葉樹・高木 ヒメシャラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ヒメシャラ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．５ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409591050 落葉広葉樹・高木 ヒメシャラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 ヒメシャラ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．６ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409591065 落葉広葉樹・高木 ヒメシャラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ヒメシャラ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409591090 落葉広葉樹・高木 ヒメシャラ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ヒメシャラ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409681010 落葉広葉樹・高木 ブナ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ ブナ Ｈ０．３　コン径１０．５ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409681020 落葉広葉樹・高木 ブナ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ブナ Ｈ０．５　コン径１２ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409681030 落葉広葉樹・高木 ブナ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ブナ Ｈ１　コン径１２ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409681040 落葉広葉樹・高木 ブナ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ブナ Ｈ１．５　コン径１８ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409681050 落葉広葉樹・高木 ブナ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 ブナ Ｈ２ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409681060 落葉広葉樹・高木 ブナ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張－ 国土交通省規格 ブナ Ｈ２．５×Ｃ０．１ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409681080 落葉広葉樹・高木 ブナ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張－ 国土交通省規格 ブナ Ｈ３×Ｃ０．１２ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409761010 落葉広葉樹・高木 ホオノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ホオノキ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409761020 落葉広葉樹・高木 ホオノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ホオノキ Ｈ１　コン径１２ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409361050 落葉広葉樹・高木 ポプラ（イタリアヤマナラシ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張－ 国土交通省規格 ポプラ　（イタリアヤマナラシ） Ｈ３×Ｃ０．１ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409361060 落葉広葉樹・高木 ポプラ（イタリアヤマナラシ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張－ 国土交通省規格 ポプラ　（イタリアヤマナラシ） Ｈ３×Ｃ０．１２ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409361075 落葉広葉樹・高木 ポプラ（イタリアヤマナラシ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 ポプラ（イタリアヤマナラシ） Ｈ４×Ｃ０．１５ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409361100 落葉広葉樹・高木 ポプラ（イタリアヤマナラシ） 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張－ 国土交通省規格 ポプラ（イタリアヤマナラシ） Ｈ４．５×Ｃ０．１８ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409361110 落葉広葉樹・高木 ポプラ（イタリアヤマナラシ） 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 国土交通省規格 ポプラ（イタリアヤマナラシ） Ｈ５×Ｃ０．２１ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409771010 落葉広葉樹・高木 マユミ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ マユミ Ｈ０．５×Ｗ０．２　コン径１５ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409771020 落葉広葉樹・高木 マユミ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ マユミ Ｈ１×Ｗ０．３　コン径１５ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409651005
落葉広葉樹・高木 マンサク 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ 必ず
しも単幹とは限らない

マンサク Ｈ１×Ｗ０．２ｍ　コン径１２ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409651020 落葉広葉樹・高木 マンサク 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない マンサク Ｈ１．５×Ｗ０．４ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409651030 落葉広葉樹・高木 マンサク 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない マンサク Ｈ２×Ｗ０．６ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409651040 落葉広葉樹・高木 マンサク 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない マンサク Ｈ２．５×Ｗ０．８ 本 416 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409691010 落葉広葉樹・高木 ミズナラ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ミズナラ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409691020 落葉広葉樹・高木 ミズナラ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ミズナラ Ｈ１　コン径１２ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409691030 落葉広葉樹・高木 ミズナラ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 ミズナラ Ｈ２×Ｗ０．４ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409691040 落葉広葉樹・高木 ミズナラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 ミズナラ Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．７ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409381050
落葉広葉樹・高木 ムクゲ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ 必ずしも単幹
とは限らない

ムクゲ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409381060
落葉広葉樹・高木 ムクゲ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ 必ずしも単幹
とは限らない

ムクゲ Ｈ１　コン径１２ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409381020
落葉広葉樹・高木 ムクゲ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 必ずし
も単幹とは限らない

ムクゲ Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径１８ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409381030 落葉広葉樹・高木 ムクゲ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない ムクゲ Ｈ１．８×Ｗ０．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409381040 落葉広葉樹・高木 ムクゲ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 必ずしも単幹とは限らない ムクゲ Ｈ２×Ｗ０．６ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409701010 落葉広葉樹・高木 ムクノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ムクノキ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409701020 落葉広葉樹・高木 ムクノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ムクノキ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409701030 落葉広葉樹・高木 ムクノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ムクノキ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409701040 落葉広葉樹・高木 ムクノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ムクノキ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409041070
落葉広葉樹・高木 モミジバフウ（アメリカフウ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１
２．０ｃｍ

モミジバフウ（アメリカフウ） Ｈ１　コン径１２ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409041080
落葉広葉樹・高木 モミジバフウ（アメリカフウ） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１
５．０ｃｍ

モミジバフウ（アメリカフウ） Ｈ１．５　コン径１５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409041010 落葉広葉樹・高木 モミジバフウ（アメリカフウ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 モミジバフウ（アメリカフウ） Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．７ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409041090 落葉広葉樹・高木 モミジバフウ（アメリカフウ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 モミジバフウ（アメリカフウ） Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409041100 落葉広葉樹・高木 モミジバフウ（アメリカフウ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 モミジバフウ（アメリカフウ） Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409041040 落葉広葉樹・高木 モミジバフウ（アメリカフウ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 モミジバフウ（アメリカフウ） Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409041115 落葉広葉樹・高木 モミジバフウ（アメリカフウ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 モミジバフウ（アメリカフウ） Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

1207 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

落葉広葉樹・高木 1409041130 落葉広葉樹・高木 モミジバフウ（アメリカフウ） 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 モミジバフウ（アメリカフウ） Ｈ４．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409711010 落葉広葉樹・高木 ヤシャブシ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ ヤシャブシ Ｈ０．３　コン径１０．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409711020 落葉広葉樹・高木 ヤシャブシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ヤシャブシ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409711030 落葉広葉樹・高木 ヤシャブシ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ヤシャブシ Ｈ１　コン径１２ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409201060 落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ヤマザクラ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409201065 落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ ヤマザクラ Ｈ０．８　コン径１２ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409201070 落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ヤマザクラ Ｈ１　コン径１２ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409201080 落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ヤマザクラ Ｈ１．５　コン径１８ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409201095 落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 ヤマザクラ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．７ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409201105 落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ヤマザクラ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409201110 落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ヤマザクラ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409201120 落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ヤマザクラ Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409201130 落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ヤマザクラ Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409201140 落葉広葉樹・高木 ヤマザクラ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 ヤマザクラ Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１．８ｍ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409521010 落葉広葉樹・高木 ヤマハンノキ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ ヤマハンノキ Ｈ０．３　コン径１０．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409521020 落葉広葉樹・高木 ヤマハンノキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ヤマハンノキ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409521030 落葉広葉樹・高木 ヤマハンノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ヤマハンノキ Ｈ１　コン径１２ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409391060 落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ヤマボウシ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409391070 落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ヤマボウシ Ｈ１　コン径１２ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409391080 落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ヤマボウシ Ｈ１．５　コン径１８ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409391010 落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ヤマボウシ Ｈ２×Ｗ０．８ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409391020 落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ヤマボウシ Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ１ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409391025 落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ヤマボウシ Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409391030 落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ヤマボウシ Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409391090 落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ヤマボウシ Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409391100 落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ 国土交通省規格 ヤマボウシ Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．８ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409391040 落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物 ヤマボウシ Ｈ３×Ｃ０．１５　株立 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409391110 落葉広葉樹・高木 ヤマボウシ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 国土交通省規格 株立物 ヤマボウシ Ｈ３．５×Ｃ０．２１　株立 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409401070 落葉広葉樹・高木 ユリノキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ユリノキ Ｈ１　コン径１２ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409401080 落葉広葉樹・高木 ユリノキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ユリノキ Ｈ１．５　コン径１８ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409401010 落葉広葉樹・高木 ユリノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ユリノキ Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．８ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409401020 落葉広葉樹・高木 ユリノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 ユリノキ Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409401030 落葉広葉樹・高木 ユリノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ユリノキ Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409401085 落葉広葉樹・高木 ユリノキ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ 国土交通省規格 ユリノキ Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409401100 落葉広葉樹・高木 ユリノキ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ユリノキ Ｈ４．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409401110 落葉広葉樹・高木 ユリノキ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ 国土交通省規格 ユリノキ Ｈ５×Ｃ０．２５×Ｗ１．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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落葉広葉樹・高木 1409831010 落葉広葉樹・高木 ロウバイ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 ロウバイ Ｈ１×Ｗ０．３ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409831020 落葉広葉樹・高木 ロウバイ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 ロウバイ Ｈ１．５×Ｗ０．４ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409831030 落葉広葉樹・高木 ロウバイ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ロウバイ Ｈ１．８×Ｗ０．５ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

落葉広葉樹・高木 1409831040 落葉広葉樹・高木 ロウバイ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 ロウバイ Ｈ２×Ｗ０．６ 本 417 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

常緑樹・低木 1411011065 常緑樹・低木 アオキ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ アオキ Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411011070 常緑樹・低木 アオキ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ アオキ Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411011010 常緑樹・低木 アオキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ アオキ Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411011020 常緑樹・低木 アオキ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 アオキ Ｈ０．６×Ｗ０．４ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411011030 常緑樹・低木 アオキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 アオキ Ｈ０．８×Ｗ０．６ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411011040 常緑樹・低木 アオキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 アオキ Ｈ１×Ｗ０．７ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411011050 常緑樹・低木 アオキ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．９ｍ 国土交通省規格 アオキ Ｈ１．２×Ｗ０．９ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411011060 常緑樹・低木 アオキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張１．０ｍ 国土交通省規格 アオキ Ｈ１．５×Ｗ１ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411021055 常緑樹・低木 アセビ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ アセビ Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411021060 常緑樹・低木 アセビ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ アセビ Ｈ０．４×Ｗ０．２５コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411021070 常緑樹・低木 アセビ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ アセビ Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411021080 常緑樹・低木 アセビ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 アセビ Ｈ０．６×Ｗ０．４ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411021090 常緑樹・低木 アセビ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 アセビ Ｈ０．８×Ｗ０．５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411031040
常緑樹・低木 アベリア（ハナゾノツクバネウツギ） 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コン
テナ径１５．０ｃｍ

アベリア　ハナゾノツクバネウツ Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑
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常緑樹・低木 1411031010
常緑樹・低木 アベリア（ハナゾノツクバネウツギ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コン
テナ径１５．０ｃｍ

アベリア　ハナゾノツクバネウツ Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411031020
常緑樹・低木 アベリア（ハナゾノツクバネウツギ） 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コン
テナ径１８．０ｃｍ

アベリア　ハナゾノツクバネウツ Ｈ０．６×Ｗ０．４　コン径１８ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411031030 常緑樹・低木 アベリア（ハナゾノツクバネウツギ） 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 アベリア　ハナゾノツクバネウツ Ｈ０．８×Ｗ０．６ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411041070 常緑樹・低木 イヌツゲ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ イヌツゲ Ｈ０．５×Ｗ０．２　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411041080 常緑樹・低木 イヌツゲ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ イヌツゲ Ｈ０．６×Ｗ０．２５コン径１８ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411041090 常緑樹・低木 イヌツゲ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ イヌツゲ Ｈ０．８×Ｗ０．２５コン径１８ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411041100 常緑樹・低木 イヌツゲ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ イヌツゲ Ｈ１×Ｗ０．３　コン径１８ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411041110 常緑樹・低木 イヌツゲ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 イヌツゲ Ｈ１．２×Ｗ０．４ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411041120 常緑樹・低木 イヌツゲ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 イヌツゲ Ｈ１．５×Ｗ０．５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411081010
常緑樹・低木 オオムラサキツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃ
ｍ

オオムラサキツツジ Ｈ０．３×Ｗ０．３　コン径１２ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411081020
常緑樹・低木 オオムラサキツツジ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃ
ｍ

オオムラサキツツジ Ｈ０．４×Ｗ０．４　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411081070 常緑樹・低木 オオムラサキツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 オオムラサキツツジ Ｈ０．５×Ｗ０．５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411081080 常緑樹・低木 オオムラサキツツジ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 オオムラサキツツジ Ｈ０．６×Ｗ０．６ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411081090 常緑樹・低木 オオムラサキツツジ 高さ０．７ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 オオムラサキツツジ Ｈ０．７×Ｗ０．７ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411081100 常緑樹・低木 オオムラサキツツジ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 オオムラサキツツジ Ｈ０．８×Ｗ０．８ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411141010 常緑樹・低木 カンツバキ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ カンツバキ Ｈ０．３×Ｗ０．３　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411141060 常緑樹・低木 カンツバキ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ カンツバキ Ｈ０．４×Ｗ０．４　コン径１８ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411141020 常緑樹・低木 カンツバキ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 カンツバキ Ｈ０．４×Ｗ０．５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑
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常緑樹・低木 1411141030 常緑樹・低木 カンツバキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 カンツバキ Ｈ０．５×Ｗ０．６ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411681010 常緑樹・低木 キャラボク 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ キャラボク Ｈ０．３　コン径１０．５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411151010
常緑樹・低木 キョウチクトウ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０
ｃｍ

キョウチクトウ Ｈ０．５　２本立　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411151050
常緑樹・低木 キョウチクトウ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１８．０
ｃｍ

キョウチクトウ Ｈ０．８　２本立　コン径１８ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411151030
常緑樹・低木 キョウチクトウ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１８．０
ｃｍ

キョウチクトウ Ｈ１　３本立　コン径１８ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411151040 常緑樹・低木 キョウチクトウ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 キョウチクトウ Ｈ１．２　３本立 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411091010 常緑樹・低木 キリシマツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ キリシマツツジ Ｈ０．３×Ｗ０．２５コン径１２ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411091020 常緑樹・低木 キリシマツツジ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ キリシマツツジ Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411091030 常緑樹・低木 キリシマツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ キリシマツツジ Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411091040 常緑樹・低木 キリシマツツジ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 キリシマツツジ Ｈ０．６×Ｗ０．５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1413051020 常緑樹・低木 キンシバイ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ キンシバイ Ｈ０．４　２本立　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

常緑樹・低木 1413051010 常緑樹・低木 キンシバイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ キンシバイ Ｈ０．５　３本立　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

常緑樹・低木 1411471030 常緑樹・低木 キンメツゲ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．１５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ キンメツゲ Ｈ０．４×Ｗ０．１５コン径１２ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411471040 常緑樹・低木 キンメツゲ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ キンメツゲ Ｈ０．５×Ｗ０．２　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411471050 常緑樹・低木 キンメツゲ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ キンメツゲ Ｈ０．６×Ｗ０．２５コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411471060 常緑樹・低木 キンメツゲ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ キンメツゲ Ｈ０．８×Ｗ０．２５コン径１８ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411471070 常緑樹・低木 キンメツゲ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ キンメツゲ Ｈ１×Ｗ０．３　コン径１８ｃｍ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411471080 常緑樹・低木 キンメツゲ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ キンメツゲ Ｈ１．２×Ｗ０．４　コン径１８ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑
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常緑樹・低木 1411471090 常緑樹・低木 キンメツゲ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ キンメツゲ Ｈ１．５×Ｗ０．５　コン径２１ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411051030 常緑樹・低木 クサツゲ 高さ０．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．１ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ クサツゲ Ｈ０．２×Ｗ０．１　コン径１２ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411051040 常緑樹・低木 クサツゲ 高さ０．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．１５ｍ 国土交通省規格 クサツゲ Ｈ０．２×Ｗ０．１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411161020 常緑樹・低木 クチナシ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ 一重 クチナシ Ｈ０．４×Ｗ０．２５コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411161030 常緑樹・低木 クチナシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 一重 クチナシ Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411161040 常緑樹・低木 クチナシ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 一重 クチナシ Ｈ０．６×Ｗ０．４　コン径１８ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411541010 常緑樹・低木 クルメツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ クルメツツジ Ｈ０．３×Ｗ０．２５コン径１２ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411541020 常緑樹・低木 クルメツツジ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ クルメツツジ Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411541030 常緑樹・低木 クルメツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ クルメツツジ Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411541040 常緑樹・低木 クルメツツジ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 クルメツツジ Ｈ０．６×Ｗ０．５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411171010
常緑樹・低木 コクチナシ（ヒメクチナシ） 高さ０．１ｍ 目通り幹周－ 枝張０．１５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径
１０．５ｃｍ

コクチナシ（ヒメクチナシ） Ｈ０．１×Ｗ０．１５径１０．５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411171020
常緑樹・低木 コクチナシ（ヒメクチナシ） 高さ０．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１
２．０ｃｍ

コクチナシ（ヒメクチナシ） Ｈ０．２×Ｗ０．２　コン径１２ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411171030
常緑樹・低木 コクチナシ（ヒメクチナシ） 高さ０．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１
２．０ｃｍ

コクチナシ（ヒメクチナシ） Ｈ０．２×Ｗ０．３　コン径１２ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411121010 常緑樹・低木 サツキツツジ 高さ０．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 サツキツツジ Ｈ０．２×Ｗ０．３ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411121020 常緑樹・低木 サツキツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ サツキツツジ Ｈ０．３×Ｗ０．４　コン径１２ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411121025 常緑樹・低木 サツキツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 サツキツツジ Ｈ０．３×Ｗ０．５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411121030 常緑樹・低木 サツキツツジ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ サツキツツジ Ｈ０．４×Ｗ０．５　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411571010 常緑樹・低木 シャクナゲ（洋種） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ シャクナゲ（洋種） Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑
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常緑樹・低木 1411571020 常緑樹・低木 シャクナゲ（洋種） 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ シャクナゲ（洋種） Ｈ０．６×Ｗ０．５　コン径１８ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411571030 常緑樹・低木 シャクナゲ（洋種） 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ シャクナゲ（洋種） Ｈ０．８×Ｗ０．６　コン径１８ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411181005 常緑樹・低木 シャリンバイ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ シャリンバイ Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411181010 常緑樹・低木 シャリンバイ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ シャリンバイ Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411181020 常緑樹・低木 シャリンバイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ シャリンバイ Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１８ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411181030 常緑樹・低木 シャリンバイ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ シャリンバイ Ｈ０．６×Ｗ０．５　コン径１８ 本 418 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411191010 常緑樹・低木 ジンチョウゲ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ジンチョウゲ Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411191020 常緑樹・低木 ジンチョウゲ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ジンチョウゲ Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411191030 常緑樹・低木 ジンチョウゲ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ジンチョウゲ Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１８ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411191040 常緑樹・低木 ジンチョウゲ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ジンチョウゲ Ｈ０．６×Ｗ０．５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411651010
常緑樹・低木 セイヨウイワナンテン（アキシラリス） 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０
ｃｍ

セイヨウイワナンテン（アキ） Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411651020
常緑樹・低木 セイヨウイワナンテン（アキシラリス） 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１５．０
ｃｍ

セイヨウイワナンテン（アキ） Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411651030
常緑樹・低木 セイヨウイワナンテン（アキシラリス） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ コンテナ径１８．０
ｃｍ

セイヨウイワナンテン（アキ） Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１８ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411661010
常緑樹・低木 セイヨウイワナンテン（レインボー） 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃ
ｍ

セイヨウイワナンテンレインボー Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411661020
常緑樹・低木 セイヨウイワナンテン（レインボー） 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１５．０ｃ
ｍ

セイヨウイワナンテンレインボー Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411661030
常緑樹・低木 セイヨウイワナンテン（レインボー） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ コンテナ径１８．０ｃ
ｍ

セイヨウイワナンテンレインボー Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１８ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411481040 常緑樹・低木 セイヨウベニカナメモチ（レッドロビン） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１０．５ｃｍ セイヨウベニカナメモチ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411481050
常緑樹・低木 セイヨウベニカナメモチ（レッドロビン） 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格
コンテナ径１５．０ｃｍ

セイヨウベニカナメモチ Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑
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常緑樹・低木 1411481010
常緑樹・低木 セイヨウベニカナメモチ（レッドロビン） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格
コンテナ径１５．０ｃｍ

セイヨウベニカナメモチ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411481020
常緑樹・低木 セイヨウベニカナメモチ（レッドロビン） 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格
コンテナ径１８．０ｃｍ

セイヨウベニカナメモチ Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411481030
常緑樹・低木 セイヨウベニカナメモチ（レッドロビン） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格
コンテナ径２１．０ｃｍ

セイヨウベニカナメモチ Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411481060
常緑樹・低木 セイヨウベニカナメモチ（レッドロビン） 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格
コンテナ径２１．０ｃｍ

セイヨウベニカナメモチ Ｈ１．８×Ｗ０．４　コン径２１ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411481070
常緑樹・低木 セイヨウベニカナメモチ（レッドロビン） 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格
コンテナ径２４．０ｃｍ

セイヨウベニカナメモチ Ｈ２×Ｗ０．５　コン径２４ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411481080 常緑樹・低木 セイヨウベニカナメモチ（レッドロビン） 高さ２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 セイヨウベニカナメモチ Ｈ２．５×Ｗ０．７ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411581005 常緑樹・低木 センリョウ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ センリョウ Ｈ０．３　コン径１２ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411581010 常緑樹・低木 センリョウ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ センリョウ Ｈ０．４　コン径１２ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411581020 常緑樹・低木 センリョウ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ センリョウ Ｈ０．５　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411211050 常緑樹・低木 トベラ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ トベラ Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411211010 常緑樹・低木 トベラ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ トベラ Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411211020 常緑樹・低木 トベラ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ トベラ Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１８ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411211030 常緑樹・低木 トベラ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ トベラ Ｈ０．６×Ｗ０．５　コン径１８ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411221040 常緑樹・低木 ナワシログミ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ナワシログミ Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411221010 常緑樹・低木 ナワシログミ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ナワシログミ Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411221020 常緑樹・低木 ナワシログミ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ナワシログミ Ｈ０．８×Ｗ０．４　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411221030 常緑樹・低木 ナワシログミ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ナワシログミ Ｈ１×Ｗ０．５　コン径１８ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411281005 常緑樹・低木 ナンテン 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ ナンテン Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑
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常緑樹・低木 1411231010 常緑樹・低木 ハイビャクシン 高さ－ 目通り幹周－ 長０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ハイビャクシン Ｌ０．３　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411231020 常緑樹・低木 ハイビャクシン 高さ－ 目通り幹周－ 長０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ハイビャクシン Ｌ０．５　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411241040 常緑樹・低木 ハクチョウゲ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ハクチョウゲ Ｈ０．４×Ｗ０．２　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411241050 常緑樹・低木 ハクチョウゲ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ハクチョウゲ Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411251060 常緑樹・低木 ハマヒサカキ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ハマヒサカキ Ｈ０．３　コン径１２ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411251020 常緑樹・低木 ハマヒサカキ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ハマヒサカキ Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411251030 常緑樹・低木 ハマヒサカキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ハマヒサカキ Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１８ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411251040 常緑樹・低木 ハマヒサカキ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ハマヒサカキ Ｈ０．６×Ｗ０．５　コン径１８ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411251050 常緑樹・低木 ハマヒサカキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ハマヒサカキ Ｈ０．８×Ｗ０．６　コン径１８ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411271050
常緑樹・低木 ヒイラギナンテン 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１８．
０ｃｍ

ヒイラギナンテン Ｈ０．４　２本立　コン径１８ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411271060
常緑樹・低木 ヒイラギナンテン 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．
０ｃｍ

ヒイラギナンテン Ｈ０．５　２本立　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411271030 常緑樹・低木 ヒイラギナンテン 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 ヒイラギナンテン Ｈ０．６　３本立 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411271040 常緑樹・低木 ヒイラギナンテン 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 ヒイラギナンテン Ｈ０．８　３本立 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411261005 常緑樹・低木 ヒサカキ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ヒサカキ Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411261015 常緑樹・低木 ヒサカキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ヒサカキ Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411591010 常緑樹・低木 ヒペリカムヒデコート 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ ヒペリカムヒデコート Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411591020 常緑樹・低木 ヒペリカムヒデコート 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ ヒペリカムヒデコート Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411591030 常緑樹・低木 ヒペリカムヒデコート 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ ヒペリカムヒデコート Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑
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常緑樹・低木 1411291010 常緑樹・低木 ビヨウヤナギ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ビヨウヤナギ Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411291040 常緑樹・低木 ビヨウヤナギ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ビヨウヤナギ Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411291050 常緑樹・低木 ビヨウヤナギ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ビヨウヤナギ Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411201020
常緑樹・低木 ピラカンサ（トキワサンザシ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．
５ｃｍ 特記のない場合インドトキワサンザシ、タチバナモドキを含む

ピラカンサ（トキワサンザシ） Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411201040
常緑樹・低木 ピラカンサ（トキワサンザシ） 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．
０ｃｍ 特記のない場合インドトキワサンザシ、タチバナモドキを含む

ピラカンサ（トキワサンザシ） Ｈ０．８　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411201050
常緑樹・低木 ピラカンサ（トキワサンザシ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径
１５．０ｃｍ 特記のない場合インドトキワサンザシ、タチバナモドキを含む

ピラカンサ（トキワサンザシ） Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411101010 常緑樹・低木 ヒラドツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ヒラドツツジ Ｈ０．３×Ｗ０．３　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411101020 常緑樹・低木 ヒラドツツジ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ヒラドツツジ Ｈ０．４×Ｗ０．４　コン径１８ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411101030 常緑樹・低木 ヒラドツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ヒラドツツジ Ｈ０．５×Ｗ０．５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411101040 常緑樹・低木 ヒラドツツジ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 ヒラドツツジ Ｈ０．６×Ｗ０．６ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411101050 常緑樹・低木 ヒラドツツジ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．８ｍ 国土交通省規格 ヒラドツツジ Ｈ０．８×Ｗ０．８ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411691010
常緑樹・低木 プリベット（セイヨウイボタ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．
５ｃｍ

プリベット（セイヨウイボタ） Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411691020
常緑樹・低木 プリベット（セイヨウイボタ） 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．
０ｃｍ

プリベット（セイヨウイボタ） Ｈ０．８　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411131070 常緑樹・低木 ベニカナメモチ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ベニカナメモチ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411131020 常緑樹・低木 ベニカナメモチ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ベニカナメモチ Ｈ０．８×Ｗ０．２　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411131030 常緑樹・低木 ベニカナメモチ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ベニカナメモチ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411131040 常緑樹・低木 ベニカナメモチ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ベニカナメモチ Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411131050 常緑樹・低木 ベニカナメモチ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ ベニカナメモチ Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑
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常緑樹・低木 1411131060 常緑樹・低木 ベニカナメモチ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ ベニカナメモチ Ｈ１．８×Ｗ０．５　コン径２１ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411601005 常緑樹・低木 ベニバナシャリンバイ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ ベニバナシャリンバイ Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411601010 常緑樹・低木 ベニバナシャリンバイ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ ベニバナシャリンバイ Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411601020 常緑樹・低木 ベニバナシャリンバイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ ベニバナシャリンバイ Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１８ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411301020 常緑樹・低木 ボックスウッド 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．１５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ボックスウッド Ｈ０．３×Ｗ０．１５コン径１２ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411301002 常緑樹・低木 ボックスウッド 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ボックスウッド Ｈ０．４×Ｗ０．２　コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411301004 常緑樹・低木 ボックスウッド 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ボックスウッド Ｈ０．５×Ｗ０．２５コン径１５ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411301010 常緑樹・低木 ボックスウッド 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ボックスウッド Ｈ０．６×Ｗ０．３　コン径１８ 本 419 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411311060 常緑樹・低木 マサキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ マサキ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411311070 常緑樹・低木 マサキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ マサキ Ｈ０．８　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411311080 常緑樹・低木 マサキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ マサキ Ｈ１×Ｗ０．２　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411311090 常緑樹・低木 マサキ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ マサキ Ｈ１．２×Ｗ０．３　コン径１８ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411311100 常緑樹・低木 マサキ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径２１．０ｃｍ マサキ Ｈ１．５×Ｗ０．４　コン径２１ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411311110 常緑樹・低木 マサキ 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 マサキ Ｈ１．８×Ｗ０．５ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411061020 常緑樹・低木 マメツゲ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ マメツゲ Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411061030 常緑樹・低木 マメツゲ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ マメツゲ Ｈ０．４×Ｗ０．３　コン径１２ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411061040 常緑樹・低木 マメツゲ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ マメツゲ Ｈ０．５×Ｗ０．４　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411321005 常緑樹・低木 マルバシャリンバイ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ コンテナ径１５．０ｃｍ マルバシャリンバイ Ｈ０．３×Ｗ０．３　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑
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常緑樹・低木 1411321015 常緑樹・低木 マルバシャリンバイ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ コンテナ径１８．０ｃｍ マルバシャリンバイ Ｈ０．４×Ｗ０．４　コン径１８ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411671010 常緑樹・低木 マンリョウ 高さ０．２ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１２．０ｃｍ マンリョウ Ｈ０．２　コン径１２ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411561010
常緑樹・低木 ヤエクチナシ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 特
記のない場合オオヤエクチナシを含む

ヤエクチナシ含オオヤエクチナシ Ｈ０．４×Ｗ０．２５コン径１５ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411561020
常緑樹・低木 ヤエクチナシ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 特記
のない場合オオヤエクチナシを含む

ヤエクチナシ含オオヤエクチナシ Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411561030
常緑樹・低木 ヤエクチナシ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ 特記
のない場合オオヤエクチナシを含む

ヤエクチナシ含オオヤエクチナシ Ｈ０．６×Ｗ０．４　コン径１８ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411561040
常緑樹・低木 ヤエクチナシ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 特記のない場合オオヤエクチ
ナシを含む

ヤエクチナシ含オオヤエクチナシ Ｈ０．８×Ｗ０．５ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411111010
常緑樹・低木 ヤマツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ 特記
のない場合エゾヤマツツジを含む

ヤマツツジ（含エゾヤマツツジ） Ｈ０．５×Ｗ０．２５コン径１５ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411111020
常緑樹・低木 ヤマツツジ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 特記のない場合エゾヤマツツジ
を含む

ヤマツツジ（含エゾヤマツツジ） Ｈ０．６×Ｗ０．３ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411111030
常緑樹・低木 ヤマツツジ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 特記のない場合エゾヤマツツジ
を含む

ヤマツツジ（含エゾヤマツツジ） Ｈ０．８×Ｗ０．４ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411111040
常緑樹・低木 ヤマツツジ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 特記のない場合エゾヤマツツジ
を含む

ヤマツツジ（含エゾヤマツツジ） Ｈ１×Ｗ０．５ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411421010 常緑樹・低木 リュウキュウツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 リュウキュウツツジ Ｈ０．３×Ｗ０．２ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411421020 常緑樹・低木 リュウキュウツツジ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 リュウキュウツツジ Ｈ０．４×Ｗ０．３ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

常緑樹・低木 1411421030 常緑樹・低木 リュウキュウツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 リュウキュウツツジ Ｈ０．５×Ｗ０．４ 本 420 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

落葉樹・低木 1413351010 落葉樹・低木 アキグミ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ アキグミ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413011010 落葉樹・低木 アジサイ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ アジサイ Ｈ０．３　２本立　コン径１２ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413011015 落葉樹・低木 アジサイ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 コンテナ径１５．０ｃｍ アジサイ Ｈ０．４　２本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413011020 落葉樹・低木 アジサイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ アジサイ Ｈ０．５　３本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413011030 落葉樹・低木 アジサイ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ アジサイ Ｈ０．８　３本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉
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落葉樹・低木 1413321020
落葉樹・低木 ウツギ（ウノハナ） 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１
２．０ｃｍ

ウツギ（ウノハナ） Ｈ０．３　２本立　コン径１２ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413321030
落葉樹・低木 ウツギ（ウノハナ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１
５．０ｃｍ

ウツギ（ウノハナ） Ｈ０．５　３本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413031005 落葉樹・低木 エニシダ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ エニシダ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413031015 落葉樹・低木 エニシダ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ エニシダ Ｈ０．８　コン径１２ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413021010
落葉樹・低木 ガクアジサイ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃ
ｍ

ガクアジサイ Ｈ０．３　２本立　コン径１２ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413021015 落葉樹・低木 ガクアジサイ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 コンテナ径１５．０ｃｍ ガクアジサイ Ｈ０．４　２本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413021020
落葉樹・低木 ガクアジサイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃ
ｍ

ガクアジサイ Ｈ０．５　３本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413021030
落葉樹・低木 ガクアジサイ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃ
ｍ

ガクアジサイ Ｈ０．８　３本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413481010 落葉樹・低木 カシワバアジサイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ カシワバアジサイ Ｈ０．５　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413481020 落葉樹・低木 カシワバアジサイ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 カシワバアジサイ Ｈ０．８×Ｗ０．３ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413481030 落葉樹・低木 カシワバアジサイ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 カシワバアジサイ Ｈ１×Ｗ０．４ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413481040 落葉樹・低木 カシワバアジサイ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 カシワバアジサイ Ｈ１．２×Ｗ０．６ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413451010 落葉樹・低木 ガマズミ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ガマズミ Ｈ０．５　コン径１０．５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413451020 落葉樹・低木 ガマズミ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ガマズミ Ｈ１　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413061070 落葉樹・低木 コデマリ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 コンテナ径１５．０ｃｍ コデマリ Ｈ０．４　２本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413061040 落葉樹・低木 コデマリ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ コデマリ Ｈ０．５　３本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413061050 落葉樹・低木 コデマリ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ コデマリ Ｈ０．８　３本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413061060 落葉樹・低木 コデマリ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コデマリ Ｈ１　３本立 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉
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落葉樹・低木 1413201010 落葉樹・低木 コムラサキシキブ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ コムラサキシキブ Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１２ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413201020 落葉樹・低木 コムラサキシキブ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コムラサキシキブ Ｈ０．８×Ｗ０．４ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413071040 落葉樹・低木 シモツケ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ シモツケ Ｈ０．４　２本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413071050 落葉樹・低木 シモツケ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ シモツケ Ｈ０．５　３本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413071060 落葉樹・低木 シモツケ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ シモツケ Ｈ０．８　３本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413081010
落葉樹・低木 セイヨウアジサイ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１２．
０ｃｍ

セイヨウアジサイ Ｈ０．３　２本立　コン径１２ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413081020
落葉樹・低木 セイヨウアジサイ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．
０ｃｍ

セイヨウアジサイ Ｈ０．５　３本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413081030 落葉樹・低木 セイヨウアジサイ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 セイヨウアジサイ Ｈ０．８　３本立 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413091040
落葉樹・低木 タニウツギ（ベニウツギ） 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ
径１５．０ｃｍ

タニウツギ（ベニウツギ） Ｈ０．４　２本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413091050
落葉樹・低木 タニウツギ（ベニウツギ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ
径１５．０ｃｍ

タニウツギ（ベニウツギ） Ｈ０．５　３本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413091060
落葉樹・低木 タニウツギ（ベニウツギ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ
径１５．０ｃｍ

タニウツギ（ベニウツギ） Ｈ１　３本立　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413111005 落葉樹・低木 ドウダンツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１０．５ｃｍ ドウダンツツジ Ｈ０．３　コン径１０．５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413111010 落葉樹・低木 ドウダンツツジ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ドウダンツツジ Ｈ０．４×Ｗ０．２　コン径１２ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413111020 落葉樹・低木 ドウダンツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ドウダンツツジ Ｈ０．５×Ｗ０．２５コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413111030 落葉樹・低木 ドウダンツツジ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ドウダンツツジ Ｈ０．６×Ｗ０．３　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413111040 落葉樹・低木 ドウダンツツジ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ドウダンツツジ Ｈ０．８×Ｗ０．４　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413111050 落葉樹・低木 ドウダンツツジ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ドウダンツツジ Ｈ１×Ｗ０．５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413121010 落葉樹・低木 トサミズキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 トサミズキ Ｈ０．５×Ｗ０．３ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉
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落葉樹・低木 1413121020 落葉樹・低木 トサミズキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 トサミズキ Ｈ０．８×Ｗ０．４ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413141010 落葉樹・低木 ニシキギ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ニシキギ Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413141020 落葉樹・低木 ニシキギ 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 ニシキギ Ｈ０．６×Ｗ０．４ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413141030 落葉樹・低木 ニシキギ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ニシキギ Ｈ０．８×Ｗ０．５　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413141040 落葉樹・低木 ニシキギ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 ニシキギ Ｈ１×Ｗ０．６ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413141050 落葉樹・低木 ニシキギ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．７ｍ 国土交通省規格 ニシキギ Ｈ１．２×Ｗ０．７ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413461010 落葉樹・低木 ネコヤナギ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ネコヤナギ Ｈ０．５　コン径１５ 本 420 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413101040
落葉樹・低木 ハコネウツギ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃ
ｍ

ハコネウツギ Ｈ０．４　２本立　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413101050
落葉樹・低木 ハコネウツギ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃ
ｍ

ハコネウツギ Ｈ０．５　３本立　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413101060
落葉樹・低木 ハコネウツギ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃ
ｍ

ハコネウツギ Ｈ１　３本立　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413151010 落葉樹・低木 ハナズオウ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ハナズオウ Ｈ０．５×Ｗ０．２　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413151015 落葉樹・低木 ハナズオウ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 ハナズオウ Ｈ０．８×Ｗ０．２ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413151025 落葉樹・低木 ハナズオウ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 ハナズオウ Ｈ１×Ｗ０．３ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413151035 落葉樹・低木 ハナズオウ 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１８．０ｃｍ ハナズオウ Ｈ１．２×Ｗ０．４　コン径１８ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413151050 落葉樹・低木 ハナズオウ 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 ハナズオウ Ｈ１．５×Ｗ０．６ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413261010 落葉樹・低木 ハマナス 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ハマナス Ｈ０．４×Ｗ０．２５コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413261020 落葉樹・低木 ハマナス 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ハマナス Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413261030 落葉樹・低木 ハマナス 高さ０．６ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ハマナス Ｈ０．６×Ｗ０．３　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉
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落葉樹・低木 1413131040 落葉樹・低木 ヒュウガミズキ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ コンテナ径１５．０ｃｍ ヒュウガミズキ Ｈ０．４　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413131010 落葉樹・低木 ヒュウガミズキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ヒュウガミズキ Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413131020 落葉樹・低木 ヒュウガミズキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ヒュウガミズキ Ｈ０．８×Ｗ０．４　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413131030 落葉樹・低木 ヒュウガミズキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ヒュウガミズキ Ｈ１×Ｗ０．５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413171010 落葉樹・低木 フヨウ 高さ－ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ フヨウ ３芽立　コン径１０．５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413181005 落葉樹・低木 ボケ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 ボケ Ｈ０．５×Ｗ０．３ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413181020 落葉樹・低木 ボケ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ボケ Ｈ０．８×Ｗ０．５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413301010 落葉樹・低木 ミツバツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２５ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ミツバツツジ Ｈ０．５×Ｗ０．２５コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413301020 落葉樹・低木 ミツバツツジ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ミツバツツジ Ｈ０．８×Ｗ０．３　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413301030 落葉樹・低木 ミツバツツジ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３５ｍ 国土交通省規格 ミツバツツジ Ｈ１×Ｗ０．３５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413471010 落葉樹・低木 ミツマタ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１２．０ｃｍ ミツマタ Ｈ０．３　コン径１２ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413471020 落葉樹・低木 ミツマタ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ミツマタ Ｈ０．５　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413271010 落葉樹・低木 ヤマハギ 高さ－ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ ヤマハギ ３芽立　コン径１０．５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413271020 落葉樹・低木 ヤマハギ 高さ－ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数５芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ ヤマハギ ５芽立　コン径１０．５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413221070
落葉樹・低木 ヤマブキ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 コンテナ径１５．０ｃｍ 特記のない場合ヤ
エヤマブキを含む

ヤマブキ（含ヤエヤマブキ） Ｈ０．４　２本立　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413221040
落葉樹・低木 ヤマブキ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ
特記のない場合ヤエヤマブキを含む

ヤマブキ（含ヤエヤマブキ） Ｈ０．５　３本立　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413221050
落葉樹・低木 ヤマブキ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ
特記のない場合ヤエヤマブキを含む

ヤマブキ（含ヤエヤマブキ） Ｈ０．８　３本立　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413221060
落葉樹・低木 ヤマブキ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ
特記のない場合ヤエヤマブキを含む

ヤマブキ（含ヤエヤマブキ） Ｈ１　３本立　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉
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落葉樹・低木 1413231070 落葉樹・低木 ユキヤナギ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 コンテナ径１５．０ｃｍ ユキヤナギ Ｈ０．４　２本立　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413231040 落葉樹・低木 ユキヤナギ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ユキヤナギ Ｈ０．５　３本立　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413231050 落葉樹・低木 ユキヤナギ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ユキヤナギ Ｈ０．８　３本立　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413231060 落葉樹・低木 ユキヤナギ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ ユキヤナギ Ｈ１　３本立　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413211010 落葉樹・低木 ライラック（ムラサキハシドイ） 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 ライラック（ムラサキハシドイ） Ｈ０．５×Ｗ０．２ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413211015 落葉樹・低木 ライラック（ムラサキハシドイ） 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 ライラック（ムラサキハシドイ） Ｈ０．８×Ｗ０．２ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413211025
落葉樹・低木 ライラック（ムラサキハシドイ） 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ
径１５．０ｃｍ

ライラック（ムラサキハシドイ） Ｈ１×Ｗ０．３　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413211035 落葉樹・低木 ライラック（ムラサキハシドイ） 高さ１．２ｍ 目通り幹周－ 枝張０．４ｍ 国土交通省規格 ライラック（ムラサキハシドイ） Ｈ１．２×Ｗ０．４ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413211045 落葉樹・低木 ライラック（ムラサキハシドイ） 高さ１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 ライラック（ムラサキハシドイ） Ｈ１．５×Ｗ０．５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413211055 落葉樹・低木 ライラック（ムラサキハシドイ） 高さ１．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．６ｍ 国土交通省規格 ライラック（ムラサキハシドイ） Ｈ１．８×Ｗ０．６ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413241070
落葉樹・低木 レンギョウ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 コンテナ径１５．０ｃｍ 特記のない場合
シナレンギョウ，チョウセンレンギョウを含む

レンギョウ Ｈ０．４　２本立　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413241040
落葉樹・低木 レンギョウ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ
特記のない場合シナレンギョウ，チョウセンレンギョウを含む

レンギョウ Ｈ０．５　２本立　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413241050
落葉樹・低木 レンギョウ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ
特記のない場合シナレンギョウ，チョウセンレンギョウを含む

レンギョウ Ｈ０．８　３本立　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413241060
落葉樹・低木 レンギョウ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数３本立 国土交通省規格 特記のない場合シナレン
ギョウ，チョウセンレンギョウを含む

レンギョウ Ｈ１　３本立 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413251010 落葉樹・低木 レンゲツツジ 高さ０．３ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ レンゲツツジ Ｈ０．３×Ｗ０．２　コン径１２ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413251015 落葉樹・低木 レンゲツツジ 高さ０．４ｍ 目通り幹周－ 枝張０．２ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ レンゲツツジ Ｈ０．４×Ｗ０．２　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413251025 落葉樹・低木 レンゲツツジ 高さ０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張０．３ｍ 国土交通省規格 コンテナ径１５．０ｃｍ レンゲツツジ Ｈ０．５×Ｗ０．３　コン径１５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

落葉樹・低木 1413251035 落葉樹・低木 レンゲツツジ 高さ０．８ｍ 目通り幹周－ 枝張０．５ｍ 国土交通省規格 レンゲツツジ Ｈ０．８×Ｗ０．５ 本 421 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉
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特殊樹木 1423010010 特殊樹木 カナリーヤシ（フェニックスカナリエンシス） 幹高０．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 カナリーヤシ Ｈ０．５ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423010020 特殊樹木 カナリーヤシ（フェニックスカナリエンシス） 幹高１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 カナリーヤシ Ｈ１ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423010030 特殊樹木 カナリーヤシ（フェニックスカナリエンシス） 幹高１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 カナリーヤシ Ｈ１．５ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423010040 特殊樹木 カナリーヤシ（フェニックスカナリエンシス） 幹高２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 カナリーヤシ Ｈ２ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423010050 特殊樹木 カナリーヤシ（フェニックスカナリエンシス） 幹高２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 カナリーヤシ Ｈ２．５ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423010060 特殊樹木 カナリーヤシ（フェニックスカナリエンシス） 幹高３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 カナリーヤシ Ｈ３ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423010070 特殊樹木 カナリーヤシ（フェニックスカナリエンシス） 幹高４．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 カナリーヤシ Ｈ４ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423030005 特殊樹木 トウジュロ 高さ１．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 トウジュロ Ｈ１ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423030020 特殊樹木 トウジュロ 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 トウジュロ Ｈ２ｍ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423030040 特殊樹木 トウジュロ 高さ３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 トウジュロ Ｈ３ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423100030 特殊樹木 フジ 高さ－ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張－ 国土交通省規格 接ぎ木物が多い フジ Ｃ０．１２ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423100040 特殊樹木 フジ 高さ－ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張－ 国土交通省規格 接ぎ木物が多い フジ Ｃ０．１５ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423100050 特殊樹木 フジ 高さ－ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張－ 国土交通省規格 接ぎ木物が多い フジ Ｃ０．２１ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423080010 特殊樹木 ワシントンニア・ロブスター（ワシントンヤシ） 幹高１．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 ワシントンニア・ロブスター Ｈ１．５ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423080020 特殊樹木 ワシントンニア・ロブスター（ワシントンヤシ） 幹高２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 ワシントンニア・ロブスター Ｈ２ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423080030 特殊樹木 ワシントンニア・ロブスター（ワシントンヤシ） 幹高２．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 ワシントンニア・ロブスター Ｈ２．５ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423080040 特殊樹木 ワシントンニア・ロブスター（ワシントンヤシ） 幹高３．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 ワシントンニア・ロブスター Ｈ３ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

特殊樹木 1423080050 特殊樹木 ワシントンニア・ロブスター（ワシントンヤシ） 幹高４．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 ワシントンニア・ロブスター Ｈ４ 本 421 ○ ○ 1423 特殊樹木

1225 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

グラウンドカバープランツ 1421030105 グラウンドカバープランツ 木草本類 アカバメギ 高さ０．３ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ アカバメギ コン径１０．５　Ｈ０．３ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421030305 グラウンドカバープランツ 木草本類 アガパンサス コンテナ径１０．５ｃｍ アガパンサス コン径１０．５ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421030805 グラウンドカバープランツ 木草本類 アジュガ コンテナ径９．０ｃｍ アジュガ コン径９ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421030505 グラウンドカバープランツ 木草本類 アベリアエドワードゴーチャ 高さ０．２ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ アベリアエドワードゴーチャ コン径１２　Ｈ０．２ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421030705 グラウンドカバープランツ 木草本類 イカリソウ コンテナ径１０．５ｃｍ イカリソウ コン径１０．５ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421030905 グラウンドカバープランツ 木草本類 ウンナンオウバイ 長さ０．３ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ ウンナンオウバイ コン径１０．５　Ｌ０．３ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421031005 グラウンドカバープランツ 木草本類 エビネ コンテナ径１０．５ｃｍ エビネ コン径１０．５ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421031105 グラウンドカバープランツ 木草本類 オウバイ 長さ０．３ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ オウバイ コン径１０．５　Ｌ０．３ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421030605 グラウンドカバープランツ 木草本類 オオバジャノヒゲ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ オオバジャノヒゲ コン径１０．５　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421031205 グラウンドカバープランツ 木草本類 キチジョウソウ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ キチジョウソウ コン径１０．５　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421031405 グラウンドカバープランツ 木草本類 ギボウシ コンテナ径１０．５ｃｍ ギボウシ コン径１０．５ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421031505 グラウンドカバープランツ 木草本類 クサソテツ １本立 コンテナ径１２．０ｃｍ クサソテツ コン径１２　１本立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421031705 グラウンドカバープランツ 木草本類 コクチナシ 幅０．３ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ コクチナシ コン径１２　Ｗ０．３ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421031605 グラウンドカバープランツ 木草本類 サルココッカ 高さ０．１５ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ サルココッカ コン径１０．５　Ｈ０．１５ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421032405 グラウンドカバープランツ 木草本類 シバザクラ ３芽立 コンテナ径９．０ｃｍ シバザクラ コン径９　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421032605 グラウンドカバープランツ 木草本類 シャガ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ シャガ コン径１０．５　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421031905 グラウンドカバープランツ 木草本類 シャスターデージ ３芽立 コンテナ径９．０ｃｍ フランスギクを含む シャスターデージ コン径９　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421032005 グラウンドカバープランツ 木草本類 シュンラン コンテナ径１０．５ｃｍ シュンラン コン径１０．５ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

1226 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

グラウンドカバープランツ 1421032105 グラウンドカバープランツ 木草本類 シラン 球 コンテナ径１０．５ｃｍ シラン コン径１０．５　球 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421031805 グラウンドカバープランツ 木草本類 シロバナサギゴケ コンテナ径９．０ｃｍ シロバナサギゴケ コン径９ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421032305 グラウンドカバープランツ 木草本類 宿根バーベナ ３芽立 コンテナ径９．０ｃｍ 宿根バーベナ コン径９　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421032505 グラウンドカバープランツ 木草本類 宿根フロックス コンテナ径１０．５ｃｍ 宿根フロックス コン径１０．５ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421032705 グラウンドカバープランツ 木草本類 スイセン 球 コンテナ径１０．５ｃｍ スイセン コン径１０．５　球 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421033005 グラウンドカバープランツ 木草本類 セイヨウイワナンテン 高さ０．１５ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ レインボー セイヨウイワナンテン コン径１０．５　レインボー 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421033010 グラウンドカバープランツ 木草本類 セイヨウイワナンテン 高さ０．１５ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ アキシラリス セイヨウイワナンテン コン径１０．５　アキシラリス 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421032805 グラウンドカバープランツ 木草本類 セキショウ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ セキショウ コン径１０．５　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421032905 グラウンドカバープランツ 木草本類 タマスダレ ３球入 コンテナ径１０．５ｃｍ タマスダレ コン径１０．５　３球入 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421030405 グラウンドカバープランツ 木草本類 タマリュウ ５芽立 コンテナ径７．５ｃｍ タマリュウ コン径７．５　５芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421033405 グラウンドカバープランツ 木草本類 ツワブキ ３枚葉 コンテナ径１０．５ｃｍ ツワブキ コン径１０．５　３枚葉 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421033105 グラウンドカバープランツ 木草本類 トクサ ５本立 コンテナ径１０．５ｃｍ トクサ コン径１０．５　５本立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421033305 グラウンドカバープランツ 木草本類 ドイツスズラン ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ ドイツスズラン コン径１０．５　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421033205 グラウンドカバープランツ 木草本類 ナギイカダ ３本立 コンテナ径１０．５ｃｍ ナギイカダ コン径１０．５　３本立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421033605 グラウンドカバープランツ 木草本類 ノシラン ３芽立 コンテナ径１２．０ｃｍ ノシラン コン径１２　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421033505 グラウンドカバープランツ 木草本類 ハナニラ ３球入 コンテナ径９．０ｃｍ ハナニラ コン径９　３球入 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421033705 グラウンドカバープランツ 木草本類 ハナショウブ 株 コンテナ径１０．５ｃｍ ハナショウブ コン径１０．５　株 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421033905 グラウンドカバープランツ 木草本類 ハラン ３枚葉 コンテナ径１２．０ｃｍ ハラン コン径１２　３枚葉 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ
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グラウンドカバープランツ 1421034105 グラウンドカバープランツ 木草本類 ヒガンバナ 球 コンテナ径１０．５ｃｍ ヒガンバナ コン径１０．５　球 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421034205 グラウンドカバープランツ 木草本類 ヒペリカムカリシナム ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ ヒペリカムカリシナム コン径１０．５　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421034305 グラウンドカバープランツ 木草本類 ヒペリカムヒデコート ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ ヒペリカムヒデコート コン径１０．５　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421034005 グラウンドカバープランツ 木草本類 ヒメウツギ 高さ０．３ｍ コンテナ径１２．０ｃｍ ヒメウツギ コン径１２　Ｈ０．３ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421034505 グラウンドカバープランツ 木草本類 ヒメシャガ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ ヒメシャガ コン径１０．５　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421038005 グラウンドカバープランツ 木草本類 ビンカミノール ３芽立 コンテナ径９．０ｃｍ ビンカミノール コン径９　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421034705 グラウンドカバープランツ 木草本類 フイリヤブラン ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ フイリヤブラン コン径１０．５　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421034905 グラウンドカバープランツ 木草本類 フィリフェラオーレア 高さ０．２ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ フィリフェラオーレア コン径１０．５　Ｈ０．２ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421034405 グラウンドカバープランツ 木草本類 フッキソウ ３芽立 コンテナ径９．０ｃｍ フッキソウ コン径９　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421035105 グラウンドカバープランツ 木草本類 ブッドレア １本立 コンテナ径１０．５ｃｍ ブッドレア コン径１０．５　１本立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421035305 グラウンドカバープランツ 木草本類 フヨウ １本立 コンテナ径１０．５ｃｍ フヨウ コン径１０．５　１本立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421034605 グラウンドカバープランツ 木草本類 ヘメロカリス コンテナ径１０．５ｃｍ ヘメロカリス コン径１０．５ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421035505 グラウンドカバープランツ 木草本類 ホトトギス コンテナ径１０．５ｃｍ ホトトギス コン径１０．５ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421034805 グラウンドカバープランツ 木草本類 ポテンチラ コンテナ径９．０ｃｍ ポテンチラ コン径９ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421035705 グラウンドカバープランツ 木草本類 マツバギク ３芽立 コンテナ径９．０ｃｍ マツバギク コン径９　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421035005 グラウンドカバープランツ 木草本類 ミヤギノハギ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ ミヤギノハギ コン径１０．５　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421035205 グラウンドカバープランツ 木草本類 ヤブコウジ ３芽立 コンテナ径９．０ｃｍ ヤブコウジ コン径９　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421035405 グラウンドカバープランツ 木草本類 ヤブラン ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ ヤブラン コン径１０．５　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ
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グラウンドカバープランツ 1421035905 グラウンドカバープランツ 木草本類 ユキノシタ 株 コンテナ径９．０ｃｍ ユキノシタ コン径９　株 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421035605 グラウンドカバープランツ 木草本類 ラミューム ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ ラミューム コン径１０．５　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421035805 グラウンドカバープランツ 木草本類 リシマキア ３芽立 コンテナ径９．０ｃｍ リシマキア コン径９　３芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421030210 グラウンドカバープランツ 木草本類 リュウノヒゲ ５芽立 コンテナ径９．０ｃｍ リュウノヒゲ コン径９　５芽立 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421036105 グラウンドカバープランツ 木草本類 ロニセラニチダ 高さ０．２ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ ロニセラニチダ コン径１０．５　Ｈ０．２ 鉢 422 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421036305 グラウンドカバープランツ つる性類 アケビ 長さ０．３ｍ コンテナ径９．０ｃｍ アケビ コン径９　Ｌ０．３ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421037505 グラウンドカバープランツ つる性類 イタビカズラ 長さ０．１ｍ コンテナ径９．０ｃｍ イタビカズラ コン径９　Ｌ０．１ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421036505 グラウンドカバープランツ つる性類 アメリカツルマサキ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ アメリカツルマサキ コン径１０．５　３芽立 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421036705 グラウンドカバープランツ つる性類 オオイタビ 長さ０．１ｍ コンテナ径９．０ｃｍ ヒメイタビ含む オオイタビ コン径９　Ｌ０．１ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421036205 グラウンドカバープランツ つる性類 カロライナジャスミン 長さ０．２ｍ コンテナ径９．０ｃｍ カロライナジャスミン コン径９　Ｌ０．２ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421036905 グラウンドカバープランツ つる性類 キウイ コンテナ径１０．５ｃｍ １年生 キウイ コン径１０．５　１年生 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421036405 グラウンドカバープランツ つる性類 キヅタ 長さ０．２ｍ １本植 コンテナ径９．０ｃｍ キヅタ コン径９　Ｌ０．２　１本植 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421036605 グラウンドカバープランツ つる性類 コトネアスター類 長さ０．３ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ コトネアスター類 コン径１０．５　Ｌ０．３ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421036805 グラウンドカバープランツ つる性類 スイカズラ 長さ０．３ｍ コンテナ径９．０ｃｍ スイカズラ コン径９　Ｌ０．３ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421037205 グラウンドカバープランツ つる性類 ツキヌキニンドウ 長さ０．３ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ ツキヌキニンドウ コン径１０．５　Ｌ０．３ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421037005 グラウンドカバープランツ つる性類 ツルマサキ類 長さ０．３ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ ツルマサキ類 コン径１０．５　Ｌ０．３ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421037405 グラウンドカバープランツ つる性類 テイカカズラ 長さ０．３ｍ コンテナ径９．０ｃｍ テイカカズラ コン径９　Ｌ０．３ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421037605 グラウンドカバープランツ つる性類 ナツヅタ 根元径２ｍｍ コンテナ径９．０ｃｍ ナツヅタ コン径９　根元径２ｍｍ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ
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グラウンドカバープランツ 1421037105 グラウンドカバープランツ つる性類 ニシキテイカ 長さ０．３ｍ コンテナ径９．０ｃｍ ニシキテイカ コン径９　Ｌ０．３ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421038205 グラウンドカバープランツ つる性類 ビグノニア 長さ０．２ｍ コンテナ径９．０ｃｍ ビグノニア コン径９　Ｌ０．２ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421037805 グラウンドカバープランツ つる性類 ビナンカズラ 長さ０．３ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ ビナンカズラ コン径１０．５　Ｌ０．３ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421038405 グラウンドカバープランツ つる性類 ヘデラ・カナリエンシス 長さ０．３ｍ ３本立 コンテナ径１０．５ｃｍ ヘデラ・カナリエンシス コン径１０．５　Ｌ０．３ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421038410 グラウンドカバープランツ つる性類 ヘデラ・グレーシャー 長さ０．３ｍ ３本立 コンテナ径９．０ｃｍ ヘデラ・グレーシャー コン径９　Ｌ０．３ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421038415 グラウンドカバープランツ つる性類 ヘデラ・コルシカ 長さ０．２ｍ １本立 コンテナ径９．０ｃｍ ヘデラ・コルシカ コン径９　Ｌ０．２ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421038420 グラウンドカバープランツ つる性類 ヘデラ・ゴールドハート 長さ０．３ｍ ３本立 コンテナ径９．０ｃｍ ヘデラ・ゴールドハート コン径９　Ｌ０．３ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421038425 グラウンドカバープランツ つる性類 ヘデラ・ピッツバーグ 長さ０．３ｍ １本立 コンテナ径９．０ｃｍ ヘデラ・ピッツバーグ コン径９　Ｌ０．３ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421038605 グラウンドカバープランツ つる性類 ヘデラ・ヘリックス 長さ０．３ｍ ３本立 コンテナ径９．０ｃｍ 基本種 ヘデラ・ヘリックス コン径９　Ｌ０．３ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421038805 グラウンドカバープランツ つる性類 ムベ 長さ０．３ｍ コンテナ径１０．５ｃｍ ムベ コン径１０．５　Ｌ０．３ 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421039005 グラウンドカバープランツ ササ類 オカメザサ ３芽立 コンテナ径１２．０ｃｍ オカメザサ コン径１２　３芽立 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421039105 グラウンドカバープランツ ササ類 オロシマチク ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ オロシマチク コン径１０．５　３芽立 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421039205 グラウンドカバープランツ ササ類 クマザサ ３芽立 コンテナ径１２．０ｃｍ クマザサ コン径１２　３芽立 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421039305 グラウンドカバープランツ ササ類 コグマザサ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ コグマザサ コン径１０．５　３芽立 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421039405 グラウンドカバープランツ ササ類 チゴザサ ３芽立 コンテナ径１０．５ｃｍ チゴザサ コン径１０．５　３芽立 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421039505 グラウンドカバープランツ ササ類 ミヤコザサ ３芽立 コンテナ径１２．０ｃｍ ミヤコザサ コン径１２　３芽立 鉢 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

グラウンドカバープランツ 1421038505 グラウンドカバープランツ マット栽培品 玉リュウ マット栽培品 約１ｍ２当たり単価 玉リュウ 約１ｍ２　マット栽培 ｍ２ 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

竹 1421010405 竹 クロチク 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 株立数２本立 国土交通省規格 竹　クロチク Ｈ２　２本立 本 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ
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竹 1421011005 竹 ホテイチク 高さ２．０ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 竹　ホテイチク Ｈ２ 本 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

竹 1421011210 竹 モウソウチク 高さ３．５ｍ 目通り幹周－ 枝張－ 国土交通省規格 竹　モウソウチク Ｈ３．５ 本 423 ○ ○ 1421 竹・グラウンドカバープランツ

玉物 1417011010 玉物 イブキ玉 枝張０．３ｍ イブキ玉 Ｗ０．３ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417011015 玉物 イブキ玉 枝張０．４ｍ イブキ玉 Ｗ０．４ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417011020 玉物 イブキ玉 枝張０．５ｍ イブキ玉 Ｗ０．５ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417011030 玉物 イブキ玉 枝張０．８ｍ イブキ玉 Ｗ０．８ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417041010 玉物 キャラ玉 枝張０．３ｍ キャラ玉 Ｗ０．３ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417041015 玉物 キャラ玉 枝張０．４ｍ キャラ玉 Ｗ０．４ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417041020 玉物 キャラ玉 枝張０．５ｍ キャラ玉 Ｗ０．５ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417041030 玉物 キャラ玉 枝張０．８ｍ キャラ玉 Ｗ０．８ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417051010 玉物 サツキ玉 枝張０．３ｍ サツキ玉 Ｗ０．３ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417051015 玉物 サツキ玉 枝張０．４ｍ サツキ玉 Ｗ０．４ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417051020 玉物 サツキ玉 枝張０．５ｍ サツキ玉 Ｗ０．５ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417051030 玉物 サツキ玉 枝張０．８ｍ サツキ玉 Ｗ０．８ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417061005 玉物 タギョウショウ玉 枝張０．４ｍ タギョウショウ玉 Ｗ０．４ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417061010 玉物 タギョウショウ玉 枝張０．５ｍ タギョウショウ玉 Ｗ０．５ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417061020 玉物 タギョウショウ玉 枝張０．８ｍ タギョウショウ玉 Ｗ０．８ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417071010 玉物 ドウダンツツジ玉 枝張０．３ｍ ドウダンツツジ玉 Ｗ０．３ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

1231 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

玉物 1417071015 玉物 ドウダンツツジ玉 枝張０．４ｍ ドウダンツツジ玉 Ｗ０．４ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417071020 玉物 ドウダンツツジ玉 枝張０．５ｍ ドウダンツツジ玉 Ｗ０．５ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417071030 玉物 ドウダンツツジ玉 枝張０．８ｍ ドウダンツツジ玉 Ｗ０．８ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417031010 玉物 マメツゲ玉 枝張０．３ｍ マメツゲ玉 Ｗ０．３ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417031015 玉物 マメツゲ玉 枝張０．４ｍ マメツゲ玉 Ｗ０．４ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417031020 玉物 マメツゲ玉 枝張０．５ｍ マメツゲ玉 Ｗ０．５ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

玉物 1417031030 玉物 マメツゲ玉 枝張０．８ｍ マメツゲ玉 Ｗ０．８ 本 423 ○ ○ 1417 玉物

北海道地区樹木 1405225050 北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカエゾマツ 高さ０．５ｍ アカエゾマツ　北海道 Ｈ０．５ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405225060 北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカエゾマツ 高さ１．０ｍ アカエゾマツ　北海道 Ｈ１ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405225040 北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカエゾマツ 高さ１．２ｍ 枝張０．４ｍ アカエゾマツ　北海道 Ｈ１．２×Ｗ０．４ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405225010 北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカエゾマツ 高さ１．５ｍ 枝張０．６ｍ アカエゾマツ　北海道 Ｈ１．５×Ｗ０．６ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405225020 北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカエゾマツ 高さ１．８ｍ 枝張０．７ｍ アカエゾマツ　北海道 Ｈ１．８×Ｗ０．７ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405225070 北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカエゾマツ 高さ２．０ｍ 枝張０．９ｍ アカエゾマツ　北海道 Ｈ２×Ｗ０．９ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405225080 北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカエゾマツ 高さ２．５ｍ 枝張１．０ｍ アカエゾマツ　北海道 Ｈ２．５×Ｗ１ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405225030 北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカエゾマツ 高さ３．０ｍ 枝張１．２ｍ アカエゾマツ　北海道 Ｈ３×Ｗ１．２ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405205010 北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカマツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５ｍ アカマツ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１．５ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405205030 北海道地区樹木 針葉樹　高木 アカマツ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．８ｍ アカマツ　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．８ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405025050 北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（自然形）（オンコ） 高さ０．５ｍ イチイ（オンコ）北海道　自然形 Ｈ０．５ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹
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北海道地区樹木 1405025060 北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（自然形）（オンコ） 高さ１．０ｍ 枝張０．５ｍ イチイ（オンコ）北海道　自然形 Ｈ１×Ｗ０．５ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405025010 北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（自然形）（オンコ） 高さ１．２ｍ 枝張０．６ｍ イチイ（オンコ）北海道　自然形 Ｈ１．２×Ｗ０．６ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405025020 北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（自然形）（オンコ） 高さ１．５ｍ 枝張０．７ｍ イチイ（オンコ）北海道　自然形 Ｈ１．５×Ｗ０．７ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405025030 北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（自然形）（オンコ） 高さ１．８ｍ 枝張０．９ｍ イチイ（オンコ）北海道　自然形 Ｈ１．８×Ｗ０．９ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405025040 北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（自然形）（オンコ） 高さ２．０ｍ 枝張１．０ｍ イチイ（オンコ）北海道　自然形 Ｈ２×Ｗ１ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1417095080 北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（玉物）（オンコ） 枝張０．３ｍ オンコ玉（イチイ）　北海道 Ｗ０．３　玉物 本 424 ○ ○ 1417 玉物

北海道地区樹木 1417095090 北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（玉物）（オンコ） 枝張０．４ｍ オンコ玉（イチイ）　北海道 Ｗ０．４　玉物 本 424 ○ ○ 1417 玉物

北海道地区樹木 1417095100 北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（玉物）（オンコ） 枝張０．５ｍ オンコ玉（イチイ）　北海道 Ｗ０．５　玉物 本 424 ○ ○ 1417 玉物

北海道地区樹木 1417095020 北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（玉物）（オンコ） 枝張０．６ｍ オンコ玉（イチイ）　北海道 Ｗ０．６　玉物 本 424 ○ ○ 1417 玉物

北海道地区樹木 1417095040 北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（円錐）（オンコ） 高さ１．２ｍ オンコ玉（イチイ）　北海道 Ｈ１．２　円錐 本 424 ○ ○ 1417 玉物

北海道地区樹木 1417095060 北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（円錐）（オンコ） 高さ１．５ｍ 枝張０．７ｍ オンコ玉（イチイ）　北海道 Ｈ１．５×Ｗ０．７　円錐 本 424 ○ ○ 1417 玉物

北海道地区樹木 1417095070 北海道地区樹木 針葉樹　高木 イチイ（円錐）（オンコ） 高さ１．８ｍ 枝張０．９ｍ オンコ玉（イチイ）　北海道 Ｈ１．８×Ｗ０．９　円錐 本 424 ○ ○ 1417 玉物

北海道地区樹木 1405285020 北海道地区樹木 針葉樹　高木 キタゴヨウマツ（ヒダカゴヨウ・キタゴヨウ） 高さ１．５ｍ 枝張０．６ｍ キタゴヨウマツ　北海道 Ｈ１．５×Ｗ０．６ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405285030 北海道地区樹木 針葉樹　高木 キタゴヨウマツ（ヒダカゴヨウ・キタゴヨウ） 高さ１．８ｍ 枝張０．９ｍ キタゴヨウマツ　北海道 Ｈ１．８×Ｗ０．９ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405065030
北海道地区樹木 針葉樹　高木 クロマツ（仕立物，半仕立物は除く） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０
ｍ

クロマツ　北海道　仕立物除く Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405065040
北海道地区樹木 針葉樹　高木 クロマツ（仕立物，半仕立物は除く） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２
ｍ

クロマツ　北海道　仕立物除く Ｈ２．５×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405065050
北海道地区樹木 針葉樹　高木 クロマツ（仕立物，半仕立物は除く） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．５
ｍ

クロマツ　北海道　仕立物除く Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ１．５ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405065060
北海道地区樹木 針葉樹　高木 クロマツ（仕立物，半仕立物は除く） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５
ｍ

クロマツ　北海道　仕立物除く Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹
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北海道地区樹木 1405255010 北海道地区樹木 針葉樹　高木 チョウセンゴヨウマツ（チョウセンゴヨウ） 高さ１．５ｍ チョウセンゴヨウマツ　北海道 Ｈ１．５ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405255030 北海道地区樹木 針葉樹　高木 チョウセンゴヨウマツ（チョウセンゴヨウ） 高さ２．０ｍ 枝張０．７ｍ チョウセンゴヨウマツ　北海道 Ｈ２×Ｗ０．７ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405255020 北海道地区樹木 針葉樹　高木 チョウセンゴヨウマツ（チョウセンゴヨウ） 高さ２．５ｍ 枝張０．９ｍ チョウセンゴヨウマツ　北海道 Ｈ２．５×Ｗ０．９ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405255040 北海道地区樹木 針葉樹　高木 チョウセンゴヨウマツ（チョウセンゴヨウ） 高さ３．０ｍ 枝張１．２ｍ チョウセンゴヨウマツ　北海道 Ｈ３×Ｗ１．２ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405105070 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ・オオシュウトウヒ） 高さ０．５ｍ ドイツトウヒ　北海道 Ｈ０．５ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405105080 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ・オオシュウトウヒ） 高さ１．０ｍ ドイツトウヒ　北海道 Ｈ１ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405105010 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ・オオシュウトウヒ） 高さ１．２ｍ 枝張０．４ｍ ドイツトウヒ　北海道 Ｈ１．２×Ｗ０．４ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405105020 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ・オオシュウトウヒ） 高さ１．５ｍ 枝張０．５ｍ ドイツトウヒ　北海道 Ｈ１．５×Ｗ０．５ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405105030 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ・オオシュウトウヒ） 高さ１．８ｍ 枝張０．６ｍ ドイツトウヒ　北海道 Ｈ１．８×Ｗ０．６ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405105040 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ・オオシュウトウヒ） 高さ２．０ｍ 枝張０．７ｍ ドイツトウヒ　北海道 Ｈ２×Ｗ０．７ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405105050 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ・オオシュウトウヒ） 高さ２．５ｍ 枝張０．９ｍ ドイツトウヒ　北海道 Ｈ２．５×Ｗ０．９ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405105060 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ・オオシュウトウヒ） 高さ３．０ｍ 枝張１．０ｍ ドイツトウヒ　北海道 Ｈ３×Ｗ１ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405265040 北海道地区樹木 針葉樹　高木 トドマツ 高さ０．５ｍ トドマツ　北海道 Ｈ０．５ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405265050 北海道地区樹木 針葉樹　高木 トドマツ 高さ１．０ｍ トドマツ　北海道 Ｈ１ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405265010 北海道地区樹木 針葉樹　高木 トドマツ 高さ１．２ｍ 枝張０．５ｍ トドマツ　北海道 Ｈ１．２×Ｗ０．５ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405265060 北海道地区樹木 針葉樹　高木 トドマツ 高さ１．５ｍ 枝張０．６ｍ トドマツ　北海道 Ｈ１．５×Ｗ０．６ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405265020 北海道地区樹木 針葉樹　高木 トドマツ 高さ１．８ｍ 枝張０．７ｍ トドマツ　北海道 Ｈ１．８×Ｗ０．７ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405265070 北海道地区樹木 針葉樹　高木 トドマツ 高さ２．０ｍ 枝張０．９ｍ トドマツ　北海道 Ｈ２×Ｗ０．９ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹
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北海道地区樹木 1405265030 北海道地区樹木 針葉樹　高木 トドマツ 高さ２．５ｍ 枝張１．０ｍ トドマツ　北海道 Ｈ２．５×Ｗ１ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405265080 北海道地区樹木 針葉樹　高木 トドマツ 高さ３．０ｍ 枝張１．２ｍ トドマツ　北海道 Ｈ３×Ｗ１．２ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405135040 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ニオイヒバ（芯止め物を除く） 高さ０．５ｍ ニオイヒバ　北海道　芯止め除く Ｈ０．５ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405135050 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ニオイヒバ（芯止め物を除く） 高さ１．０ｍ 枝張０．２ｍ ニオイヒバ　北海道　芯止め除く Ｈ１×Ｗ０．２ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405135010 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ニオイヒバ（芯止め物を除く） 高さ１．２ｍ 枝張０．３ｍ ニオイヒバ　北海道　芯止め除く Ｈ１．２×Ｗ０．３ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405135020 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ニオイヒバ（芯止め物を除く） 高さ１．５ｍ 枝張０．４ｍ ニオイヒバ　北海道　芯止め除く Ｈ１．５×Ｗ０．４ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405135060 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ニオイヒバ（芯止め物を除く） 高さ１．８ｍ 枝張０．５ｍ ニオイヒバ　北海道　芯止め除く Ｈ１．８×Ｗ０．５ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405135030 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ニオイヒバ（芯止め物を除く） 高さ２．０ｍ 枝張０．６ｍ ニオイヒバ　北海道　芯止め除く Ｈ２×Ｗ０．６ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405135070 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ニオイヒバ（芯止め物を除く） 高さ２．５ｍ 枝張０．７ｍ ニオイヒバ　北海道　芯止め除く Ｈ２．５×Ｗ０．７ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405135080 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ニオイヒバ（芯止め物を除く） 高さ３．０ｍ 枝張０．８ｍ ニオイヒバ　北海道　芯止め除く Ｈ３×Ｗ０．８ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405245070 北海道地区樹木 針葉樹　高木 プンゲンストウヒ（アメリカハリモミ） 高さ１．０ｍ プンゲンストウヒ　北海道 Ｈ１ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405245020 北海道地区樹木 針葉樹　高木 プンゲンストウヒ（アメリカハリモミ） 高さ１．２ｍ 枝張０．４ｍ プンゲンストウヒ　北海道 Ｈ１．２×Ｗ０．４ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405245030 北海道地区樹木 針葉樹　高木 プンゲンストウヒ（アメリカハリモミ） 高さ１．５ｍ 枝張０．６ｍ プンゲンストウヒ　北海道 Ｈ１．５×Ｗ０．６ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405245040 北海道地区樹木 針葉樹　高木 プンゲンストウヒ（アメリカハリモミ） 高さ１．８ｍ 枝張０．８ｍ プンゲンストウヒ　北海道 Ｈ１．８×Ｗ０．８ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405245080 北海道地区樹木 針葉樹　高木 プンゲンストウヒ（アメリカハリモミ） 高さ２．０ｍ 枝張０．９ｍ プンゲンストウヒ　北海道 Ｈ２×Ｗ０．９ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405245050 北海道地区樹木 針葉樹　高木 プンゲンストウヒ（アメリカハリモミ） 高さ２．５ｍ 枝張１．０ｍ プンゲンストウヒ　北海道 Ｈ２．５×Ｗ１ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405245060 北海道地区樹木 針葉樹　高木 プンゲンストウヒ（アメリカハリモミ） 高さ３．０ｍ 枝張１．２ｍ プンゲンストウヒ　北海道 Ｈ３×Ｗ１．２ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405015010 北海道地区樹木 針葉樹　高木 メタセコイア（アケボノスギ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張１．０ｍ メタセコイア・アケボノスギ 北海道　Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ１ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹
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北海道地区樹木 1405015020 北海道地区樹木 針葉樹　高木 メタセコイア（アケボノスギ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ メタセコイア・アケボノスギ 北海道　Ｈ３．５×Ｃ０．１５ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405235030 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ヨーロッパアカマツ（オオシュウアカマツ） 高さ１．５ｍ ヨーロッパアカマツ　北海道 Ｈ１．５ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405235050 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ヨーロッパアカマツ（オオシュウアカマツ） 高さ１．８ｍ ヨーロッパアカマツ　北海道 Ｈ１．８ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405235010 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ヨーロッパアカマツ（オオシュウアカマツ） 高さ２．０ｍ 枝張０．８ｍ ヨーロッパアカマツ　北海道 Ｈ２×Ｗ０．８ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405235040 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ヨーロッパアカマツ（オオシュウアカマツ） 高さ２．５ｍ 枝張１．０ｍ ヨーロッパアカマツ　北海道 Ｈ２．５×Ｗ１ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405235020 北海道地区樹木 針葉樹　高木 ヨーロッパアカマツ（オオシュウアカマツ） 高さ３．０ｍ 枝張１．２ｍ ヨーロッパアカマツ　北海道 Ｈ３×Ｗ１．２ 本 424 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1409415030 北海道地区樹木 広葉樹　高木 アオダモ（コバノトネリコ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ アオダモ（コバノトネリコ） 北海道　Ｈ３×Ｃ０．１ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409415040 北海道地区樹木 広葉樹　高木 アオダモ（コバノトネリコ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ アオダモ（コバノトネリコ） 北海道　Ｈ３．５×Ｃ０．１２ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409415020 北海道地区樹木 広葉樹　高木 アオダモ（コバノトネリコ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ アオダモ（コバノトネリコ） 北海道　Ｈ３．５×Ｃ０．１５ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409665030 北海道地区樹木 広葉樹　高木 アズキナシ（カタスギ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ アズキナシ（カタスギ）　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409665010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 アズキナシ（カタスギ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ アズキナシ（カタスギ）　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１２ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409665020 北海道地区樹木 広葉樹　高木 アズキナシ（カタスギ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ アズキナシ（カタスギ）　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１５ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409425050 北海道地区樹木 広葉樹　高木 イタヤカエデ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ イタヤカエデ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409425060 北海道地区樹木 広葉樹　高木 イタヤカエデ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ イタヤカエデ　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１２ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409425070 北海道地区樹木 広葉樹　高木 イタヤカエデ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ イタヤカエデ　北海道 Ｈ４×Ｃ０．１５ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409425030 北海道地区樹木 広葉樹　高木 イタヤカエデ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ イタヤカエデ　北海道 Ｈ４×Ｃ０．１８ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409075010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 イチョウ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．４ｍ イチョウ　北海道 Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．４ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409075030 北海道地区樹木 広葉樹　高木 イチョウ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．５ｍ イチョウ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．５ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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北海道地区樹木 1409075040 北海道地区樹木 広葉樹　高木 イチョウ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．６ｍ イチョウ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．６ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409075020 北海道地区樹木 広葉樹　高木 イチョウ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ イチョウ　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ０．８ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409725040
北海道地区樹木 広葉樹　高木 イヌエンジュ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張
０．６ｍ

イヌエンジュ　北海道 Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409725010
北海道地区樹木 広葉樹　高木 イヌエンジュ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張
０．７ｍ

イヌエンジュ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409725020
北海道地区樹木 広葉樹　高木 イヌエンジュ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張
０．８ｍ

イヌエンジュ　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409725030
北海道地区樹木 広葉樹　高木 イヌエンジュ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張
０．９ｍ

イヌエンジュ　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ０．９ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409105010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ウメ（幹周＝根元周） 高さ１．８ｍ 目通り幹周０．１０ｍ ウメ（幹周＝根元周）　北海道 Ｈ１．８×Ｃ０．１ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409445010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 エゾヤマザクラ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ２．０ｍ エゾヤマザクラ　北海道 Ｈ２ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409445050 北海道地区樹木 広葉樹　高木 エゾヤマザクラ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ２．５ｍ 枝張０．５ｍ エゾヤマザクラ　北海道 Ｈ２．５×Ｗ０．５ｍ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409445060
北海道地区樹木 広葉樹　高木 エゾヤマザクラ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝
張０．６ｍ

エゾヤマザクラ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409445070
北海道地区樹木 広葉樹　高木 エゾヤマザクラ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝
張０．７ｍ

エゾヤマザクラ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409445030
北海道地区樹木 広葉樹　高木 エゾヤマザクラ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝
張０．８ｍ

エゾヤマザクラ　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409445040
北海道地区樹木 広葉樹　高木 エゾヤマザクラ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝
張１．０ｍ

エゾヤマザクラ　北海道 Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ１ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409435010
北海道地区樹木 広葉樹　高木 オオバボダイジュ（含むシナノキ，必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．０ｍ 目通り
幹周０．１２ｍ

オオバボダイジュ（含シナノキ） 北海道　Ｈ３×Ｃ０．１２ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409435020
北海道地区樹木 広葉樹　高木 オオバボダイジュ（含むシナノキ，必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．５ｍ 目通り
幹周０．１５ｍ

オオバボダイジュ（含シナノキ） 北海道　Ｈ３．５×Ｃ０．１５ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409435040
北海道地区樹木 広葉樹　高木 オオバボダイジュ（含むシナノキ，必ずしも単幹とは限らない） 高さ４．０ｍ 目通り
幹周０．１８ｍ

オオバボダイジュ（含シナノキ） 北海道　Ｈ４×Ｃ０．１８ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409145030 北海道地区樹木 広葉樹　高木 カツラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ カツラ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409145010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 カツラ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ カツラ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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北海道地区樹木 1409145020 北海道地区樹木 広葉樹　高木 カツラ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ カツラ　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409155010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ケヤキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ ケヤキ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409155020 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ケヤキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．９ｍ ケヤキ　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．９ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409165010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 コブシ（含むキタコブシ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ コブシ（含キタコブシ）　北海道 Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409165020 北海道地区樹木 広葉樹　高木 コブシ（含むキタコブシ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ コブシ（含キタコブシ）　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409165030 北海道地区樹木 広葉樹　高木 コブシ（含むキタコブシ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ コブシ（含キタコブシ）　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409235050 北海道地区樹木 広葉樹　高木 シダレヤナギ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ シダレヤナギ　北海道 Ｈ２．５×Ｃ０．１ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409235010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 シダレヤナギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ シダレヤナギ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１２ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409235040 北海道地区樹木 広葉樹　高木 シダレヤナギ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ シダレヤナギ　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１５ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409265010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ シラカンバ（シラカバ）　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．８ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409265050 北海道地区樹木 広葉樹　高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．９ｍ シラカンバ（シラカバ）　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．９ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409265060 北海道地区樹木 広葉樹　高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ シラカンバ（シラカバ）　北海道 Ｈ４×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409265070 北海道地区樹木 広葉樹　高木 シラカンバ（シラカバ） 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．２ｍ シラカンバ（シラカバ）　北海道 Ｈ４．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409195020 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ソメイヨシノ（ヨシノザクラ） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ ソメイヨシノ・ヨシノザクラ 北海道　Ｈ２．５×Ｃ０．１ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409195010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ソメイヨシノ（ヨシノザクラ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ ソメイヨシノ・ヨシノザクラ 北海道　Ｈ３×Ｃ０．１２ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409315010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 トチノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．５ｍ トチノキ　北海道 Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．５ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409315020 北海道地区樹木 広葉樹　高木 トチノキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ トチノキ　北海道 Ｈ２．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．７ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409335010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナツツバキ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ ナツツバキ　北海道 Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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北海道地区樹木 1409335020 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナツツバキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ ナツツバキ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409335030 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナツツバキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ ナツツバキ　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409335040 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナツツバキ（株立物） 高さ３．０ｍ 枝張１．０ｍ ナツツバキ　北海道 Ｈ３×Ｗ１　株立物 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409325010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナナカマド 高さ２．５ｍ 枝張０．５ｍ ナナカマド　北海道 Ｈ２．５×Ｗ０．５ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409325020 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナナカマド 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ ナナカマド　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409325030 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナナカマド 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ ナナカマド　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409325040 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナナカマド 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ ナナカマド　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409325050 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ナナカマド 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張０．８ｍ ナナカマド　北海道 Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ０．８ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409675010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハウチワカエデ（株立物）（メイゲツカエデ） 高さ３．０ｍ 枝張１．５ｍ ハウチワカエデ・メイゲツカエデ 北海道　Ｈ３×Ｗ１．５　株立物 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409675020 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハウチワカエデ（株立物）（メイゲツカエデ） 高さ４．０ｍ 枝張２．０ｍ ハウチワカエデ・メイゲツカエデ 北海道　Ｈ４×Ｗ２　株立物 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409255020 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハクモクレン 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．６ｍ ハクモクレン　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１×Ｗ０．６ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409255030 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハクモクレン 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７ｍ ハクモクレン　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409255040 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハクモクレン 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．７ｍ ハクモクレン　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．７ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409495040 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハシドイ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ２．５ｍ ハシドイ　北海道 Ｈ２．５ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409495010
北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハシドイ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．
７ｍ

ハシドイ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409495020
北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハシドイ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．
８ｍ

ハシドイ　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409035010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハルニレ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ ハルニレ　北海道 Ｈ２．５×Ｃ０．１ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409035040
北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハルニレ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．
８ｍ

ハルニレ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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北海道地区樹木 1409035020
北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハルニレ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．
０ｍ

ハルニレ　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409035060
北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハルニレ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．
２ｍ

ハルニレ　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１８×Ｗ１．２ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409035070
北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハルニレ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．
２ｍ

ハルニレ　北海道 Ｈ４×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409035030
北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハルニレ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．
５ｍ

ハルニレ　北海道 Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１．５ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409035050
北海道地区樹木 広葉樹　高木 ハルニレ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張２．
０ｍ

ハルニレ　北海道 Ｈ４．５×Ｃ０．３×Ｗ２ 本 424 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1423105010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 フジ 目通り幹周０．１０ｍ フジ　北海道 Ｃ０．１ 本 424 ○ ○ 1423 特殊樹木

北海道地区樹木 1423105020 北海道地区樹木 広葉樹　高木 フジ 目通り幹周０．１２ｍ フジ　北海道 Ｃ０．１２ 本 424 ○ ○ 1423 特殊樹木

北海道地区樹木 1409365040 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ポプラ（ニグラポプラ・セイヨウハコヤナギ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ ポプラ　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409365050 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ポプラ（ニグラポプラ・セイヨウハコヤナギ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ ポプラ　北海道 Ｈ４×Ｃ０．１２ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409365060 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ポプラ（ニグラポプラ・セイヨウハコヤナギ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ ポプラ　北海道 Ｈ４×Ｃ０．１５ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409455040 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤエザクラ（サトザクラ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１０ｍ ヤエザクラ（サトザクラ）北海道 Ｈ３×Ｃ０．１ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409455050 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤエザクラ（サトザクラ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ ヤエザクラ（サトザクラ）北海道 Ｈ３×Ｃ０．１２ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409455030 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤエザクラ（サトザクラ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ ヤエザクラ（サトザクラ）北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１５ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409505010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤチダモ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ ヤチダモ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１２ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409505020 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤチダモ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ ヤチダモ　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１５ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409525010
北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマハンノキ（含むケヤマハンノキ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．７
ｍ

ヤマハンノキ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．７ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409525020
北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマハンノキ（含むケヤマハンノキ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８
ｍ

ヤマハンノキ　北海道 Ｈ３．５×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409525030
北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマハンノキ（含むケヤマハンノキ） 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張１．０
ｍ

ヤマハンノキ　北海道 Ｈ４×Ｃ０．１８×Ｗ１ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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北海道地区樹木 1409395010 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマボウシ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１０ｍ 枝張０．８ｍ ヤマボウシ　北海道 Ｈ２．５×Ｃ０．１×Ｗ０．８ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409395020 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマボウシ 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ ヤマボウシ　北海道 Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409395030 北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマボウシ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ ヤマボウシ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409515040
北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマモミジ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ２．５ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張
０．６ｍ

ヤマモミジ　北海道 Ｈ２．５×Ｃ０．１２×Ｗ０．６ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409515050
北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマモミジ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張
０．７ｍ

ヤマモミジ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．７ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1409515060
北海道地区樹木 広葉樹　高木 ヤマモミジ（必ずしも単幹とは限らない） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１８ｍ 枝張
０．８ｍ

ヤマモミジ　北海道 Ｈ３×Ｃ０．１８×Ｗ０．８ 本 425 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

北海道地区樹木 1417115005 北海道地区樹木 常緑樹　低木 イブキ（玉）（シンパク（玉）） 枝張０．３ｍ イブキ（玉）　北海道 Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1417 玉物

北海道地区樹木 1417115010 北海道地区樹木 常緑樹　低木 イブキ（玉）（シンパク（玉）） 枝張０．４ｍ イブキ（玉）　北海道 Ｗ０．４ 本 425 ○ ○ 1417 玉物

北海道地区樹木 1413375010 北海道地区樹木 常緑樹　低木 エゾムラサキツツジ 高さ０．５ｍ 枝張０．２ｍ エゾムラサキツツジ　北海道 Ｈ０．５×Ｗ０．２ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413375020 北海道地区樹木 常緑樹　低木 エゾムラサキツツジ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ エゾムラサキツツジ　北海道 Ｈ０．６×Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413375030 北海道地区樹木 常緑樹　低木 エゾムラサキツツジ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ エゾムラサキツツジ　北海道 Ｈ０．８×Ｗ０．４ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1411125010 北海道地区樹木 常緑樹　低木 サツキ 高さ０．２ｍ 枝張０．３ｍ サツキ　北海道 Ｈ０．２×Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

北海道地区樹木 1411125020 北海道地区樹木 常緑樹　低木 サツキ 高さ０．３ｍ 枝張０．４ｍ サツキ　北海道 Ｈ０．３×Ｗ０．４ 本 425 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

北海道地区樹木 1411235010 北海道地区樹木 常緑樹　低木 ハイビャクシン（含む西洋ビャクシン） 長さ０．３ｍ ハイビャクシン含西洋ビャクシン 北海道　Ｌ＝０．３ 本 425 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

北海道地区樹木 1411235020 北海道地区樹木 常緑樹　低木 ハイビャクシン（含む西洋ビャクシン） 長さ０．６ｍ ハイビャクシン含西洋ビャクシン 北海道　Ｌ＝０．６ 本 425 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

北海道地区樹木 1413435010 北海道地区樹木 常緑樹　低木 ヒノデツツジ 高さ０．４ｍ 枝張０．２５ｍ ヒノデツツジ　北海道 Ｈ０．４×Ｗ０．２５ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413435020 北海道地区樹木 常緑樹　低木 ヒノデツツジ 高さ０．５ｍ 枝張０．３ｍ ヒノデツツジ　北海道 Ｈ０．５×Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1405305010 北海道地区樹木 常緑樹　低木 モンタナマツ（立性） 高さ０．４ｍ モンタナマツ　立性　北海道 Ｈ０．４ 本 425 ○ ○ 1405 針葉樹
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北海道地区樹木 1405305020 北海道地区樹木 常緑樹　低木 モンタナマツ（立性） 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ モンタナマツ　立性　北海道 Ｈ０．６×Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405305030 北海道地区樹木 常緑樹　低木 モンタナマツ（立性） 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ モンタナマツ　立性　北海道 Ｈ０．８×Ｗ０．４ 本 425 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405315010 北海道地区樹木 常緑樹　低木 モンタナマツ（這性） 枝張０．３ｍ モンタナマツ　這性　北海道 Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405315020 北海道地区樹木 常緑樹　低木 モンタナマツ（這性） 枝張０．４ｍ モンタナマツ　這性　北海道 Ｗ０．４ 本 425 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405315025 北海道地区樹木 常緑樹　低木 モンタナマツ（這性） 枝張０．５ｍ モンタナマツ　這性　北海道 Ｗ０．５ 本 425 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1405315030 北海道地区樹木 常緑樹　低木 モンタナマツ（這性） 枝張０．６ｍ モンタナマツ　這性　北海道 Ｗ０．６ 本 425 ○ ○ 1405 針葉樹

北海道地区樹木 1411425010 北海道地区樹木 常緑樹　低木 リュウキュウツツジ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ リュウキュウツツジ　北海道 Ｈ０．６×Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

北海道地区樹木 1411425020 北海道地区樹木 常緑樹　低木 リュウキュウツツジ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ リュウキュウツツジ　北海道 Ｈ０．８×Ｗ０．４ 本 425 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

北海道地区樹木 1413355010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 アキグミ 高さ０．５ｍ アキグミ　北海道 Ｈ０．５ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413355020 北海道地区樹木 落葉樹　低木 アキグミ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ アキグミ　北海道 Ｈ０．８×Ｗ０．４ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413015030 北海道地区樹木 落葉樹　低木 アジサイ 高さ０．３ｍ 株立数２～ アジサイ　北海道 Ｈ０．３　Ｂ．Ｎ＝２～ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413015040 北海道地区樹木 落葉樹　低木 アジサイ 高さ０．５ｍ 株立数３～ アジサイ　北海道 Ｈ０．５　Ｂ．Ｎ＝３～ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413365010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 イボタノキ 高さ０．６ｍ イボタノキ　北海道 Ｈ０．６ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413385010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 エゾヤマツツジ 高さ０．５ｍ 枝張０．２５ｍ エゾヤマツツジ　北海道 Ｈ０．５×Ｗ０．２５ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413385020 北海道地区樹木 落葉樹　低木 エゾヤマツツジ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ エゾヤマツツジ　北海道 Ｈ０．６×Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413385030 北海道地区樹木 落葉樹　低木 エゾヤマツツジ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ エゾヤマツツジ　北海道 Ｈ０．８×Ｗ０．４ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413395010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 エゾヤマハギ 株立数３～ エゾヤマハギ　北海道 Ｂ．Ｎ＝３～ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413395020 北海道地区樹木 落葉樹　低木 エゾヤマハギ 株立数５～ エゾヤマハギ　北海道 Ｂ．Ｎ＝５～ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉
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北海道地区樹木 1413405010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 カバレンゲツツジ 高さ０．５ｍ 枝張０．２５ｍ カバレンゲツツジ　北海道 Ｈ０．５×Ｗ０．２５ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413405020 北海道地区樹木 落葉樹　低木 カバレンゲツツジ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ カバレンゲツツジ　北海道 Ｈ０．６×Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413405030 北海道地区樹木 落葉樹　低木 カバレンゲツツジ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ カバレンゲツツジ　北海道 Ｈ０．８×Ｗ０．４ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413415010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 キレンゲツツジ 高さ０．５ｍ 枝張０．２５ｍ キレンゲツツジ　北海道 Ｈ０．５×Ｗ０．２５ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413415020 北海道地区樹木 落葉樹　低木 キレンゲツツジ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ キレンゲツツジ　北海道 Ｈ０．６×Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413415030 北海道地区樹木 落葉樹　低木 キレンゲツツジ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ キレンゲツツジ　北海道 Ｈ０．８×Ｗ０．４ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413425010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 サラサドウダンツツジ 高さ０．６ｍ 枝張０．２５ｍ サラサドウダンツツジ　北海道 Ｈ０．６×Ｗ０．２５ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413425020 北海道地区樹木 落葉樹　低木 サラサドウダンツツジ 高さ０．８ｍ 枝張０．３ｍ サラサドウダンツツジ　北海道 Ｈ０．８×Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413095010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 タニウツギ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ タニウツギ　北海道 Ｈ０．６×Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413115010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ドウダンツツジ 高さ０．５ｍ 枝張０．２５ｍ ドウダンツツジ　北海道 Ｈ０．５×Ｗ０．２５ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413115020 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ドウダンツツジ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ ドウダンツツジ　北海道 Ｈ０．６×Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413115030 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ドウダンツツジ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ ドウダンツツジ　北海道 Ｈ０．８×Ｗ０．４ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1417075010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ドウダンツツジ（玉） 枝張０．３ｍ ドウダンツツジ（玉）　北海道 Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1417 玉物

北海道地区樹木 1417075020 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ドウダンツツジ（玉） 枝張０．４ｍ ドウダンツツジ（玉）　北海道 Ｗ０．４ 本 425 ○ ○ 1417 玉物

北海道地区樹木 1417075030 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ドウダンツツジ（玉） 枝張０．５ｍ ドウダンツツジ（玉）　北海道 Ｗ０．５ 本 425 ○ ○ 1417 玉物

北海道地区樹木 1417075040 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ドウダンツツジ（玉） 枝張０．６ｍ ドウダンツツジ（玉）　北海道 Ｗ０．６ 本 425 ○ ○ 1417 玉物

北海道地区樹木 1413145030 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ニシキギ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ ニシキギ　北海道 Ｈ０．６×Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413145010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ニシキギ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ ニシキギ　北海道 Ｈ０．８×Ｗ０．４ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉
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北海道地区樹木 1413265010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ハマナス 高さ０．４ｍ 枝張０．２５ｍ ハマナス　北海道 Ｈ０．４×Ｗ０．２５ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413265020 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ハマナス 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ ハマナス　北海道 Ｈ０．６×Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413215010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ムラサキハシドイ（ライラック） 高さ１．２ｍ 枝張０．５ｍ ムラサキハシドイ　北海道 Ｈ１．２×Ｗ０．５ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413215020 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ムラサキハシドイ（ライラック） 高さ１．５ｍ 枝張０．６ｍ ムラサキハシドイ　北海道 Ｈ１．５×Ｗ０．６ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413215030 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ムラサキハシドイ（ライラック） 高さ１．８ｍ 枝張０．７ｍ ムラサキハシドイ　北海道 Ｈ１．８×Ｗ０．７ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413225010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ヤマブキ 高さ０．５ｍ 枝張０．３ｍ ヤマブキ　北海道 Ｈ０．５×Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413235010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ユキヤナギ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ ユキヤナギ　北海道 Ｈ０．８×Ｗ０．４ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413445030 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ヨドガワツツジ 高さ０．５ｍ ヨドガワツツジ　北海道 Ｈ０．５ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413445010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ヨドガワツツジ 高さ０．６ｍ 枝張０．４ｍ ヨドガワツツジ　北海道 Ｈ０．６×Ｗ０．４ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413445020 北海道地区樹木 落葉樹　低木 ヨドガワツツジ 高さ０．８ｍ 枝張０．６ｍ ヨドガワツツジ　北海道 Ｈ０．８×Ｗ０．６ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413245005 北海道地区樹木 落葉樹　低木 レンギョウ 高さ０．６ｍ 枝張０．３ｍ レンギョウ　北海道 Ｈ０．６×Ｗ０．３ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413245010 北海道地区樹木 落葉樹　低木 レンギョウ 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ レンギョウ　北海道 Ｈ０．８×Ｗ０．４ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

北海道地区樹木 1413245020 北海道地区樹木 落葉樹　低木 レンギョウ 高さ１．０ｍ 枝張０．５ｍ レンギョウ　北海道 Ｈ１×Ｗ０．５ 本 425 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

沖縄地区樹木 1407491010 沖縄地区樹木 高（中）木類 アカギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．９ｍ アカギ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．９ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1405031031 沖縄地区樹木 高（中）木類 イヌマキ 高さ２．５ｍ 枝張０．６ｍ イヌマキ　沖縄 Ｈ２．５×Ｗ０．６ 本 426 ○ ○ 1405 針葉樹

沖縄地区樹木 1405031100 沖縄地区樹木 高（中）木類 イヌマキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ イヌマキ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 426 ○ ○ 1405 針葉樹

沖縄地区樹木 1407520002 沖縄地区樹木 高（中）木類 オオバアカテツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ オオバアカテツ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1405051031 沖縄地区樹木 高（中）木類 カイズカイブキ 高さ２．０ｍ 枝張０．４ｍ カイズカイブキ　沖縄 Ｈ２×Ｗ０．４ 本 426 ○ ○ 1405 針葉樹
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沖縄地区樹木 1405051041 沖縄地区樹木 高（中）木類 カイズカイブキ 高さ２．５ｍ 枝張０．５ｍ カイズカイブキ　沖縄 Ｈ２．５×Ｗ０．５ 本 426 ○ ○ 1405 針葉樹

沖縄地区樹木 1407310010 沖縄地区樹木 高（中）木類 ガジュマル 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ ガジュマル　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407310020 沖縄地区樹木 高（中）木類 ガジュマル 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ ガジュマル　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407310030 沖縄地区樹木 高（中）木類 ガジュマル 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．６０ｍ 枝張２．０ｍ ガジュマル　沖縄 Ｈ３．５×Ｃ０．６×Ｗ２ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407310040 沖縄地区樹木 高（中）木類 ガジュマル 高さ４．０ｍ 目通り幹周１．５０ｍ 枝張３．０ｍ ガジュマル　沖縄 Ｈ４×Ｃ１．５×Ｗ３ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1409627010 沖縄地区樹木 高（中）木類 カンヒザクラ（ヒカンザクラ） 高さ２．５ｍ 枝張１．０ｍ カンヒザクラ・ヒカンザクラ沖縄 Ｈ２．５×Ｗ１ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409627020 沖縄地区樹木 高（中）木類 カンヒザクラ（ヒカンザクラ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ カンヒザクラ・ヒカンザクラ沖縄 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409627024 沖縄地区樹木 高（中）木類 カンヒザクラ（ヒカンザクラ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ カンヒザクラ・ヒカンザクラ沖縄 Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409627026 沖縄地区樹木 高（中）木類 カンヒザクラ（ヒカンザクラ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．８ｍ カンヒザクラ・ヒカンザクラ沖縄 Ｈ３．５×Ｃ０．３×Ｗ２ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409887010 沖縄地区樹木 高（中）木類 キワタノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ キワタノキ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409887020 沖縄地区樹木 高（中）木類 キワタノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ キワタノキ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．２５×Ｗ１．５ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1407071035 沖縄地区樹木 高（中）木類 クスノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．２ｍ クスノキ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．２５×Ｗ１．２ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407071055 沖縄地区樹木 高（中）木類 クスノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．２ｍ クスノキ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．３×Ｗ１．２ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1409841010 沖縄地区樹木 高（中）木類 コガネノウゼン（イッぺー） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ コガネノウゼン（イッぺー）沖縄 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409851010 沖縄地区樹木 高（中）木類 コバテイシ（モモタマナ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．５ｍ コバテイシ（モモタマナ）沖縄 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．５ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409851020 沖縄地区樹木 高（中）木類 コバテイシ（モモタマナ） 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張２．０ｍ コバテイシ（モモタマナ）沖縄 Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ２ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409851022 沖縄地区樹木 高（中）木類 コバテイシ（モモタマナ） 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張２．０ｍ コバテイシ（モモタマナ）沖縄 Ｈ３．５×Ｃ０．２５×Ｗ２ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409221102 沖縄地区樹木 高（中）木類 サルスベリ 高さ２．５ｍ 枝張０．８ｍ サルスベリ　沖縄 Ｈ２．５×Ｗ０．８ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉
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沖縄地区樹木 1409221104 沖縄地区樹木 高（中）木類 サルスベリ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ サルスベリ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409221106 沖縄地区樹木 高（中）木類 サルスベリ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ サルスベリ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409221108 沖縄地区樹木 高（中）木類 サルスベリ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ サルスベリ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．２５×Ｗ１．５ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1415018222 沖縄地区樹木 高（中）木類 サンゴジュ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ サンゴジュ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 426 ○ ○ 1415 コンテナ樹木

沖縄地区樹木 1415018224 沖縄地区樹木 高（中）木類 サンゴジュ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ サンゴジュ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１ 本 426 ○ ○ 1415 コンテナ樹木

沖縄地区樹木 1409897010 沖縄地区樹木 高（中）木類 デイゴ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．０ｍ デイゴ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．３×Ｗ１ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409897020 沖縄地区樹木 高（中）木類 デイゴ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．４５ｍ 枝張１．２ｍ デイゴ　沖縄 Ｈ４×Ｃ０．４５×Ｗ１．２ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409897030 沖縄地区樹木 高（中）木類 デイゴ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．６０ｍ 枝張１．５ｍ デイゴ　沖縄 Ｈ４．５×Ｃ０．６×Ｗ１．５ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409861010 沖縄地区樹木 高（中）木類 トックリキワタ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ トックリキワタ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409861012 沖縄地区樹木 高（中）木類 トックリキワタ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ トックリキワタ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409861014 沖縄地区樹木 高（中）木類 トックリキワタ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ トックリキワタ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．２５×Ｗ１．５ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409861016 沖縄地区樹木 高（中）木類 トックリキワタ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．５ｍ トックリキワタ　沖縄 Ｈ４×Ｃ０．４×Ｗ１．５ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1407501012 沖縄地区樹木 高（中）木類 フクギ 高さ２．０ｍ 枝張０．５ｍ フクギ　沖縄 Ｈ２×Ｗ０．５ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407501014 沖縄地区樹木 高（中）木類 フクギ 高さ２．５ｍ フクギ　沖縄 Ｈ２．５ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407501016 沖縄地区樹木 高（中）木類 フクギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ フクギ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407501010 沖縄地区樹木 高（中）木類 フクギ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．０ｍ フクギ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407501018 沖縄地区樹木 高（中）木類 フクギ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．０ｍ フクギ　沖縄 Ｈ３．５×Ｃ０．２５×Ｗ１ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407501020 沖縄地区樹木 高（中）木類 フクギ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．２ｍ フクギ　沖縄 Ｈ４×Ｃ０．３×Ｗ１．２ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑
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沖縄地区樹木 1407501022 沖縄地区樹木 高（中）木類 フクギ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．４５ｍ 枝張１．２ｍ フクギ　沖縄 Ｈ５×Ｃ０．４５×Ｗ１．２ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407501024 沖縄地区樹木 高（中）木類 フクギ 高さ５．０ｍ 目通り幹周０．６０ｍ 枝張１．５ｍ フクギ　沖縄 Ｈ５×Ｃ０．６×Ｗ１．５ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1409871010 沖縄地区樹木 高（中）木類 ホウオウボク 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ ホウオウボク　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409871012 沖縄地区樹木 高（中）木類 ホウオウボク 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ ホウオウボク　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409871014 沖縄地区樹木 高（中）木類 ホウオウボク 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ ホウオウボク　沖縄 Ｈ３．５×Ｃ０．２５×Ｗ１．５ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409871016 沖縄地区樹木 高（中）木類 ホウオウボク 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．５ｍ ホウオウボク　沖縄 Ｈ４×Ｃ０．４×Ｗ１．５ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1409871020 沖縄地区樹木 高（中）木類 ホウオウボク 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．５０ｍ 枝張２．０ｍ ホウオウボク　沖縄 Ｈ４×Ｃ０．５０×Ｗ２ 本 426 ○ ○ 1409 広葉樹・中高木・落葉

沖縄地区樹木 1407241015 沖縄地区樹木 高（中）木類 ホルトノキ 高さ２．５ｍ 枝張０．７ｍ ホルトノキ　沖縄 Ｈ２．５×Ｗ０．７ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407241025 沖縄地区樹木 高（中）木類 ホルトノキ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．０ｍ ホルトノキ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407241032 沖縄地区樹木 高（中）木類 ホルトノキ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．２ｍ ホルトノキ　沖縄 Ｈ３．５×Ｃ０．２１×Ｗ１．２ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407291202 沖縄地区樹木 高（中）木類 ヤマモモ 高さ２．０ｍ 枝張０．５ｍ ヤマモモ　沖縄 Ｈ２×Ｗ０．５ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407291025 沖縄地区樹木 高（中）木類 ヤマモモ 高さ２．５ｍ 枝張０．６ｍ ヤマモモ　沖縄 Ｈ２．５×Ｗ０．６ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407291045 沖縄地区樹木 高（中）木類 ヤマモモ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張０．８ｍ ヤマモモ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ０．８ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407291204 沖縄地区樹木 高（中）木類 ヤマモモ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張０．８ｍ ヤマモモ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ０．８ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407291206 沖縄地区樹木 高（中）木類 ヤマモモ 高さ３．５ｍ 目通り幹周０．３０ｍ 枝張１．２ｍ ヤマモモ　沖縄 Ｈ３．５×Ｃ０．３×Ｗ１．２ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407291208 沖縄地区樹木 高（中）木類 ヤマモモ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．４０ｍ 枝張１．２ｍ ヤマモモ　沖縄 Ｈ４×Ｃ０．４×Ｗ１．２ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407291212 沖縄地区樹木 高（中）木類 ヤマモモ 高さ４．５ｍ 目通り幹周０．５０ｍ 枝張１．２ｍ ヤマモモ　沖縄 Ｈ４．５×Ｃ０．５０×１．２ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407371010 沖縄地区樹木 高（中）木類 リュウキュウコクタン（ヤエヤマコクタン） 高さ２．０ｍ 枝張０．６ｍ リュウキュウコクタン　沖縄 （ヤエヤマ）Ｈ２×Ｗ０．６ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑
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沖縄地区樹木 1407371020 沖縄地区樹木 高（中）木類 リュウキュウコクタン（ヤエヤマコクタン） 高さ２．５ｍ 枝張０．６ｍ リュウキュウコクタン　沖縄 （ヤエヤマ）Ｈ２．５×Ｗ０．６ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407350032 沖縄地区樹木 高（中）木類 リュウキュウマツ 高さ２．０ｍ 枝張０．８ｍ リュウキュウマツ　沖縄 Ｈ２．０×Ｗ０．８ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407350010 沖縄地区樹木 高（中）木類 リュウキュウマツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１２ｍ 枝張０．８ｍ リュウキュウマツ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．１２×Ｗ０．８ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407350034 沖縄地区樹木 高（中）木類 リュウキュウマツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．１５ｍ 枝張１．２ｍ リュウキュウマツ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．１５×Ｗ１．２ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407350020 沖縄地区樹木 高（中）木類 リュウキュウマツ 高さ３．０ｍ 目通り幹周０．２１ｍ 枝張１．５ｍ リュウキュウマツ　沖縄 Ｈ３×Ｃ０．２１×Ｗ１．５ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1407350030 沖縄地区樹木 高（中）木類 リュウキュウマツ 高さ４．０ｍ 目通り幹周０．２５ｍ 枝張１．５ｍ リュウキュウマツ　沖縄 Ｈ４×Ｃ０．２５×Ｗ１．５ 本 426 ○ ○ 1407 広葉樹・中高木・常緑

沖縄地区樹木 1411490010 沖縄地区樹木 低木類 オウゴンガジュマル（キバガジュマル） 高さ０．３ｍ 枝張０．２ｍ オウゴンガジュマル（キバ）沖縄 Ｈ０．３×Ｗ０．２ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411490020 沖縄地区樹木 低木類 オウゴンガジュマル（キバガジュマル） 高さ０．５ｍ 枝張０．３ｍ オウゴンガジュマル（キバ）沖縄 Ｈ０．５×Ｗ０．３ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411490030 沖縄地区樹木 低木類 オウゴンガジュマル（キバガジュマル） 高さ０．８ｍ 枝張０．４ｍ オウゴンガジュマル（キバ）沖縄 Ｈ０．８×Ｗ０．４ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411711010 沖縄地区樹木 低木類 キバノタイワンレンギョウ 高さ０．３ｍ 枝張０．２ｍ キバノタイワンレンギョウ　沖縄 Ｈ０．３×Ｗ０．２ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411151013 沖縄地区樹木 低木類 キョウチクトウ（赤花系） 高さ０．５ｍ キョウチクトウ（赤花系）　沖縄 Ｈ０．５ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411151033 沖縄地区樹木 低木類 キョウチクトウ（赤花系） 高さ１．０ｍ キョウチクトウ（赤花系）　沖縄 Ｈ１ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411151014 沖縄地区樹木 低木類 キョウチクトウ（白花系） 高さ０．５ｍ キョウチクトウ（白花系）　沖縄 Ｈ０．５ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411151034 沖縄地区樹木 低木類 キョウチクトウ（白花系） 高さ１．０ｍ キョウチクトウ（白花系）　沖縄 Ｈ１ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411721010 沖縄地区樹木 低木類 キントラノオ 高さ０．５ｍ 枝張０．３ｍ キントラノオ　沖縄 Ｈ０．５×Ｗ０．３ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411731010 沖縄地区樹木 低木類 クサトベラ 高さ０．５ｍ クサトベラ　沖縄 Ｈ０．５ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411500010 沖縄地区樹木 低木類 ゲッキツ 高さ０．５ｍ 枝張０．２ｍ ゲッキツ　沖縄 Ｈ０．５×Ｗ０．２ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411500030 沖縄地区樹木 低木類 ゲッキツ 高さ１．０ｍ 枝張０．４ｍ ゲッキツ　沖縄 Ｈ１×Ｗ０．４ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑
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沖縄地区樹木 1411510010 沖縄地区樹木 低木類 ケラマツツジ 高さ０．３ｍ 枝張０．２ｍ ケラマツツジ　沖縄 Ｈ０．３×Ｗ０．２ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411510020 沖縄地区樹木 低木類 ケラマツツジ 高さ０．５ｍ 枝張０．４ｍ ケラマツツジ　沖縄 Ｈ０．５×Ｗ０．４ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411520020 沖縄地区樹木 低木類 サンダンカ 高さ０．５ｍ 枝張０．３ｍ サンダンカ　沖縄 Ｈ０．５×Ｗ０．３ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411181018 沖縄地区樹木 低木類 シャリンバイ 高さ０．５ｍ 枝張０．３ｍ シャリンバイ　沖縄 Ｈ０．５×Ｗ０．３ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411181048 沖縄地区樹木 低木類 シャリンバイ 高さ１．０ｍ 枝張０．４ｍ シャリンバイ　沖縄 Ｈ１×Ｗ０．４ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411211025 沖縄地区樹木 低木類 トベラ 高さ０．５ｍ 枝張０．３ｍ トベラ　沖縄 Ｈ０．５×Ｗ０．３ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411741010 沖縄地区樹木 低木類 ニシキアカリファ 高さ０．５ｍ 枝張０．２ｍ ニシキアカリファ　沖縄 Ｈ０．５×Ｗ０．２ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411530010 沖縄地区樹木 低木類 ネズミモチ 高さ０．５ｍ 枝張０．２ｍ ネズミモチ　沖縄 Ｈ０．５×Ｗ０．２ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411251005 沖縄地区樹木 低木類 ハマヒサカキ 高さ０．３ｍ 枝張０．２ｍ ハマヒサカキ　沖縄 Ｈ０．３×Ｗ０．２ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411251029 沖縄地区樹木 低木類 ハマヒサカキ 高さ０．５ｍ 枝張０．３ｍ ハマヒサカキ　沖縄 Ｈ０．５×Ｗ０．３ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411611010 沖縄地区樹木 低木類 ハリツルマサキ 高さ０．３ｍ 枝張０．２ｍ ハリツルマサキ　沖縄 Ｈ０．３×Ｗ０．２ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411611020 沖縄地区樹木 低木類 ハリツルマサキ 高さ０．５ｍ 枝張０．２ｍ ハリツルマサキ　沖縄 Ｈ０．５×Ｗ０．２ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1413331010 沖縄地区樹木 低木類 ピタンガ 高さ０．３ｍ ピタンガ　沖縄 Ｈ０．３ 本 426 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

沖縄地区樹木 1413331020 沖縄地区樹木 低木類 ピタンガ 高さ０．５ｍ 枝張０．２ｍ ピタンガ　沖縄 Ｈ０．５×Ｗ０．２ 本 426 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

沖縄地区樹木 1413341010 沖縄地区樹木 低木類 ヒメフヨウ 高さ０．５ｍ 枝張０．２ｍ ヒメフヨウ　沖縄 Ｈ０．５×Ｗ０．２ 本 426 ○ ○ 1413 広葉樹・低木・落葉

沖縄地区樹木 1411621010 沖縄地区樹木 低木類 フクマンギ 高さ０．３ｍ 枝張０．２ｍ フクマンギ　沖縄 Ｈ０．３×Ｗ０．２ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411621020 沖縄地区樹木 低木類 フクマンギ 高さ０．５ｍ 枝張０．２ｍ フクマンギ　沖縄 Ｈ０．５×Ｗ０．２ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411631010 沖縄地区樹木 低木類 ブッソウゲ 高さ０．５ｍ 枝張０．２５ｍ ブッソウゲ　沖縄 Ｈ０．５×Ｗ０．２５ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑
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沖縄地区樹木 1411631020 沖縄地区樹木 低木類 ブッソウゲ 高さ１．０ｍ 枝張０．４ｍ ブッソウゲ　沖縄 Ｈ１×Ｗ０．４ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411751010 沖縄地区樹木 低木類 モンパノキ 高さ０．５ｍ モンパノキ　沖縄 Ｈ０．５ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411751012 沖縄地区樹木 低木類 モンパノキ 高さ０．８ｍ モンパノキ　沖縄 Ｈ０．８ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411641010 沖縄地区樹木 低木類 ランタナ 高さ０．２ｍ 枝張０．１５ｍ ランタナ　沖縄 Ｈ０．２×Ｗ０．１５ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1411641020 沖縄地区樹木 低木類 ランタナ 高さ０．３ｍ 枝張０．１５ｍ ランタナ　沖縄 Ｈ０．３×Ｗ０．１５ 本 426 ○ ○ 1411 広葉樹・低木・常緑

沖縄地区樹木 1423110030 沖縄地区樹木 ヤシ類 コガネタケヤシ（アレカヤシ） 葉長点３．０ｍ コガネタケヤシ・アレカヤシ沖縄 葉長点３ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423110040 沖縄地区樹木 ヤシ類 コガネタケヤシ（アレカヤシ） 葉長点４．０ｍ コガネタケヤシ・アレカヤシ沖縄 葉長点４ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423110050 沖縄地区樹木 ヤシ類 コガネタケヤシ（アレカヤシ） 葉長点５．０ｍ コガネタケヤシ・アレカヤシ沖縄 葉長点５ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423140010 沖縄地区樹木 ヤシ類 トックリヤシ 玉周囲１．０ｍ トックリヤシ　沖縄 玉周囲１ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423140020 沖縄地区樹木 ヤシ類 トックリヤシ 玉周囲１．５ｍ トックリヤシ　沖縄 玉周囲１．５ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423180010 沖縄地区樹木 ヤシ類 トックリヤシモドキ 幹高１．０ｍ トックリヤシモドキ　沖縄 Ｈ１ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423180020 沖縄地区樹木 ヤシ類 トックリヤシモドキ 幹高１．５ｍ トックリヤシモドキ　沖縄 Ｈ１．５ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423180030 沖縄地区樹木 ヤシ類 トックリヤシモドキ 幹高２．０ｍ 根元周０．７ｍ トックリヤシモドキ　沖縄 Ｈ２　根元周０．７ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423190040 沖縄地区樹木 ヤシ類 ナツメヤシ 幹高１．０ｍ 根元周０．８ｍ ナツメヤシ　沖縄 Ｈ１　根元周０．８ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423190050 沖縄地区樹木 ヤシ類 ナツメヤシ 幹高１．５ｍ 根元周１．０ｍ ナツメヤシ　沖縄 Ｈ１．５　根元周１ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423190060 沖縄地区樹木 ヤシ類 ナツメヤシ 幹高２．０ｍ 根元周１．０ｍ ナツメヤシ　沖縄 Ｈ２　根元周１ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423150050 沖縄地区樹木 ヤシ類 ビロウ 幹高１．５ｍ ビロウ　沖縄 Ｈ１．５ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423150030 沖縄地区樹木 ヤシ類 ビロウ 幹高２．０ｍ 根元周１．０ｍ ビロウ　沖縄 Ｈ２　根元周１ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

1250 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

沖縄地区樹木 1423150040 沖縄地区樹木 ヤシ類 ビロウ 幹高３．０ｍ 根元周１．０ｍ ビロウ　沖縄 Ｈ３　根元周１ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423200020 沖縄地区樹木 ヤシ類 マニラヤシ 幹高１．０ｍ マニラヤシ　沖縄 Ｈ１ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423200030 沖縄地区樹木 ヤシ類 マニラヤシ 幹高１．５ｍ 根元周０．６ｍ マニラヤシ　沖縄 Ｈ１．５　根元周０．６ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423220002 沖縄地区樹木 ヤシ類 ミツヤヤシ 幹高１．０ｍ ミツヤヤシ　沖縄 Ｈ１ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423210010 沖縄地区樹木 ヤシ類 ヤエヤマヤシ 幹高１．０ｍ ヤエヤマヤシ　沖縄 Ｈ１ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423210020 沖縄地区樹木 ヤシ類 ヤエヤマヤシ 幹高２．０ｍ 根元周０．７ｍ ヤエヤマヤシ　沖縄 Ｈ２　根元周０．７ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423020100 沖縄地区樹木 特殊類 ソテツ 幹高０．５ｍ ソテツ　沖縄 Ｈ０．５ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423020110 沖縄地区樹木 特殊類 ソテツ 幹高１．０ｍ ソテツ　沖縄 Ｈ１ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423020120 沖縄地区樹木 特殊類 ソテツ 幹高１．５ｍ ソテツ　沖縄 Ｈ１．５ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

沖縄地区樹木 1423020130 沖縄地区樹木 特殊類 ソテツ 幹高２．０ｍ ソテツ　沖縄 Ｈ２ 本 426 ○ ○ 1423 特殊樹木

緑化基盤材【公表価格】 1429066504 緑化基盤材 セルフミン吹付用 緑化基盤材　２０ｋｇ袋 赤井商事 セルフミン吹付用 緑化基盤材　２０ｋｇ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429066508 緑化基盤材 セルフミンミックス 緑化基盤材　５０リットル袋 赤井商事 セルフミンミックス 緑化基盤材　５０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429061252 緑化基盤材 グリーンテック１号 緑化基盤材　４０リットル袋 アグリテック宮城 グリーンテック１号 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429060204 緑化基盤材 ＡＣソイル 岩盤緑化基盤材　４０リットル袋 アサヒ防災工事 ＡＣソイル 岩盤緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429065204 緑化基盤材 グリーンキープ 生育基盤材（有機質系）　４０リットル袋 飛鳥 グリーンキープ 生育基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429066406 緑化基盤材 タイヨウソイル２号 緑化基盤材（杉皮繊維）　５０リットル袋 阿和建設工業 タイヨウソイル２号 緑化基盤材　５０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429064554 緑化基盤材 グラスコンポ リサイクル緑化基盤材　４０リットル袋 Ｅ－システム グラスコンポ リサイクル緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429063404 緑化基盤材 イビコンポ 岩盤緑化基盤材　５０リットル袋 イビデングリーンテック イビコンポ 岩盤緑化基盤材　５０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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緑化基盤材【公表価格】 1429063702 緑化基盤材 ＩＧソイル 客土吹付用緑化基材　４０リットル袋 イヨリグリーンコーポレーシヨン ＩＧソイル 客土吹付用緑化基材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429068352 緑化基盤材 グローリーコンポ 緑化基盤材　４０リットル袋 入交コーポレーション グローリーコンポ 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429069151 緑化基盤材 メガデールソイル 緑化基盤材　４０リットル袋 上野バーク林産加工 メガデールソイル 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429068552 緑化基盤材 パインバークソイル 緑化基盤材　４０リットル袋 栄光商会 パインバークソイル 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429064652 緑化基盤材 吟遊詩人２号 緑化基盤材　４０リットル袋 エルデック 吟遊詩人２号 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429064654 緑化基盤材 吟遊詩人３号 緑化基盤材　２０ｋｇ袋 エルデック 吟遊詩人３号 緑化基盤材　２０ｋｇ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429062152 緑化基盤材 本州ソイル 緑化基盤材　４０リットル袋 王子木材緑化 本州ソイル 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429063804 緑化基盤材 キノソイル 岩盤緑化用有機質系生育基盤材　４０リットル袋 王子木材緑化 キノソイル 有機質系生育基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429069352 緑化基盤材 グリーンアース 牛フンバーク堆肥　４０リットル袋 帯広有機 グリーンアース 牛フンバーク堆肥　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429065652 緑化基盤材 バイテクソイル 緑化基盤材，有効微生物混入　８００リットルフレコン 環境技建 バイテクソイル 緑化基盤材・有効微生物混入 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429067952 緑化基盤材 アブソリュートＩ 植生基盤材　４０リットル袋 環境テクノ アブソリュートＩ 植生基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429067954 緑化基盤材 アブソリュートＳ 露出系植生基盤材　４０リットル袋 環境テクノ アブソリュートＳ 露出系植生基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429069252 緑化基盤材 エルファーム１号 ダム流木再生緑化基盤材　４０リットル袋 かんでんエルファーム エルファーム１号 ダム流木再生緑化基盤材４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429061552 緑化基盤材 キナンソイル 植生基盤材　５０リットル袋 紀南木材副製品 キナンソイル 植生基盤材　５０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429060702 緑化基盤材 オーヨーユーキ 植生基盤材　４０リットル袋 岐阜応用資材 オーヨーユーキ 植生基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429063615 緑化基盤材 エンドーソイル 生育基盤材（有機質系）　４０リットル袋 君津特殊 エンドーソイル 生育基盤材（有機質系）４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429067156 緑化基盤材 きよみユーキエコ２１ 緑化基盤材　４０リットル袋 清見コンポストセンター きよみユーキエコ２１ 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429067158 緑化基盤材 きよみユーキ３号 客土吹付緑化基盤材　４０リットル袋 清見コンポストセンター きよみユーキ３号 客土吹付緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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緑化基盤材【公表価格】 1429065952 緑化基盤材 ソイルウェーブ 岩盤緑化基盤材　４０リットル袋 九州バーク ソイルウェーブ 岩盤緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429060655 緑化基盤材 ハイドロベース 緑化用人工土壌　４０リットル袋 近畿農産資材 ハイドロベース 緑化用人工土壌　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429060658 緑化基盤材 フミライプＡ－Ｚ 緑化基盤材　４０リットル袋 近畿農産資材 フミライプＡ－Ｚ 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429060232 緑化基盤材 和歌山ソイル 植生基盤材　４０リットル袋 クスベ産業 和歌山ソイル 植生基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429061052 緑化基盤材 クドーソイル 緑化基盤材１２（ｍｍ）アンダー　５０リットル袋 工藤興業 クドーソイル 緑化基盤材　５０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429061652 緑化基盤材 ゴールドパワーソイル 緑化基盤材　５０リットル袋 グリーン有機資材 ゴールドパワーソイル 緑化基盤材　５０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429067702 緑化基盤材 Ｋグリーン１号 有機質緑化基盤材　４０リットル袋 広栄建設 Ｋグリーン１号 有機質基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429067704 緑化基盤材 Ｋグリーン２号 有機質緑化基盤材　４０リットル袋 広栄建設 Ｋグリーン２号 有機質基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429067352 緑化基盤材 オーガニック用土 特殊生育基盤材　１，２００リットルフレコン 西岡国昭建設 オーガニック用土 特殊生育基盤材　１２００Ｌ袋 リットル 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429067354 緑化基盤材 オーガニックＲ用土 特殊水生基盤材　１，１００リットルフレコン 西岡国昭建設 オーガニックＲ用土 特殊水生基盤材　１１００Ｌ袋 リットル 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429069652 緑化基盤材 ソウケンオーガⅠ 特殊有機肥料　１５ｋｇ袋 西岡国昭建設 ソウケンオーガ１ 特殊有機肥料　１５ｋｇ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429069654 緑化基盤材 ソウケンオーガⅡ 特殊緑化基材　２０ｋｇ袋 西岡国昭建設 ソウケンオーガ２ 特殊緑化基材　２０ｋｇ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429069954 緑化基盤材 ＰＭＣ基盤材 緑化基盤材（粘着材入り）　１ｍ３袋 国土緑化 ＰＭＣ基盤材 緑化基盤材　粘着材入１ｍ３袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429060052 緑化基盤材 ネオソイルＳ 緑化基盤材　１ｍ３袋 国土緑化 ネオソイルＳ 緑化基盤材　１ｍ３袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429063502 緑化基盤材 ヘイセイグリーン１号 岩盤緑化用基盤材　４０リットル袋 児島興業 ヘイセイグリーン１号 岩盤緑化用基盤材　４０Ｌ袋 袋 427 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429060956 緑化基盤材 サンバークのと１号 緑化基盤材　４０リットル袋 サンライフ サンバークのと１号 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429060152 緑化基盤材 サニーソイル１号 緑化基材　バーク堆肥　４０リットル袋 サンレーベン サニーソイル１号 緑化基材　バーク堆肥　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429060154 緑化基盤材 サニーソイル２号 緑化基材　ピートモス入　４０リットル袋 サンレーベン サニーソイル２号 緑化基材　ピートモス入４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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緑化基盤材【公表価格】 1429066704 緑化基盤材 ニューソイル １５ｍｍ以下　厚層基材吹付用　４０リットル袋 自然応用科学 ニューソイル 厚層基材吹付用　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429066706 緑化基盤材 ニューソイル７号 ７ｍｍ以下　客土吹付用　４０リットル袋 自然応用科学 ニューソイル７号 客土吹付用　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429066452 緑化基盤材 グリーンセブン 緑化基盤材　４０リットル袋 新誠木材 グリーンセブン 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429069552 緑化基盤材 ソイルリーフＵ 有機用　４０リットル袋 セブン産業 ソイルリーフＵ 有機用　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429069554 緑化基盤材 ソイルリーフＫ１ 客土用　４０リットル袋 セブン産業 ソイルリーフＫ１ 客土用　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429069556 緑化基盤材 ソイルリーフＫ２ 厚層用　４０リットル袋 セブン産業 ソイルリーフＫ２ 厚層用　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429060612 緑化基盤材 ソイルパック 緑化基材　５０リットル袋 総合開発 ソイルパック 緑化基材　５０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429060610 緑化基盤材 ソイルパック２号 緑化基材　５０リットル袋 総合開発 ソイルパック２号 緑化基材　５０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429065154 緑化基盤材 エースワンソイル 緑化基盤材　４０リットル袋 園田産業 エースワンソイル 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429067454 緑化基盤材 大恵バーク 緑化基盤材　４０リットル袋 大恵緑化 大恵バーク 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429069304 緑化基盤材 客土袋３号 完成植栽用客土袋　３０リットル袋 高特 客土袋３号 完成植栽用客土袋　３０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429069306 緑化基盤材 客土袋４号 完成植栽用客土袋　４０リットル袋 高特 客土袋４号 完成植栽用客土袋　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429069010 緑化基盤材 グリーンラム 微生物基盤活性材　２０リットル袋 ティーイーエス グリーンラム 微生物基盤活性材　２０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429060852 緑化基盤材 ゆうきひバーク 緑化基材吹付用細粒　４０リットル袋 チューモク ゆうきひバーク 緑化基材吹付用細粒　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429060856 緑化基盤材 ゆうきひミックス 緑化基材　４０リットル袋 チューモク ゆうきひミックス 緑化基材　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429061418 緑化基盤材 テンソイル ３号　２０ｋｇ袋 天龍建設 テンソイル　３号 ２０ｋｇ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429061412 緑化基盤材 テンソイル ２５号緑化基盤材　４０リットル袋 天龍建設 テンソイル　２５号 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429061413 緑化基盤材 テンソイル ２６号緑化基盤材　４０リットル袋 天龍建設 テンソイル　２６号 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

1254 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

緑化基盤材【公表価格】 1429061414 緑化基盤材 テンソイル ３５号緑化基盤材（ＣＳ客土用）　２０ｋｇ袋 天龍建設 テンソイル　３５号 緑化基盤材　ＣＳ客土用２０ｋｇ 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429063452 緑化基盤材 レミマテリアル 生育基盤材　４０リットル袋 東興ジオテック レミマテリアル 生育基盤材　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429064406 緑化基盤材 ミネラルソイルＡ 緑化有機質基材　４０リットル袋 ＦＯＲＥＸトーリン ミネラルソイルＡ 緑化有機質基材　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429064408 緑化基盤材 ミネラルソイルＢ 緑化有機質基材　４０リットル袋 ＦＯＲＥＸトーリン ミネラルソイルＢ 緑化有機質基材　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429064410 緑化基盤材 ミネラルソイルＺ 緑化有機質基材　ゼオライト入　４０リットル袋 ＦＯＲＥＸトーリン ミネラルソイルＺ 緑化有機質基材　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429066054 緑化基盤材 ＢＱソイル１号 法面緑化基盤材　４０リットル袋 トーア木材 ＢＱソイル１号 法面緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429069604 緑化基盤材 プラスコンポ 岩盤緑化有機質基材　４０リットル袋 西日本グリーンメンテナンス プラスコンポ 岩盤有機質基盤材　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429064752 緑化基盤材 スリーダイヤ１号 緑化基盤材　４０リットル袋 日光有機 スリーダイヤ１号 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429062552 緑化基盤材 サイクルソイル 緑化基盤材　４０リットル袋 日本資源開発社 サイクルソイル 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429050260 緑化基盤材 グリーンファクター８号 種子肥料付有機植生基材 日本植生 グリーンファクター８号 種子肥料付き有機植生基材 ｍ２ 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429061812 緑化基盤材 ソイルファクター 生育基盤材　５０リットル袋 日本植生 ソイルファクター 生育基盤材　５０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429062952 緑化基盤材 オガールＳ 植生基盤材　４０リットル袋 日本製紙総合開発 オガールＳ 植生基盤材　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429066004 緑化基盤材 ＮＫハイベース 土壌活性促進材　５０リットル袋 日本緑研 ＮＫハイベース 土壌活性促進材　５０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429066008 緑化基盤材 ＯＳグリーン 岩盤緑化基盤材　６００リットル袋 日本緑研 ＯＳグリーン 岩盤緑化基盤材　６００Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429066006 緑化基盤材 トチコエール 吹付用バーク堆肥　４０リットル袋 日本緑研 トチコエール 吹付用バーク堆肥　４０Ｌ袋 袋 428 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429067752 緑化基盤材 ＧＰソイル１号 緑化基盤材　４０リットル袋 グリーンプラン ＧＰソイル１号 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429067754 緑化基盤材 ＧＰソイル２号 緑化基盤材　４０リットル袋 グリーンプラン ＧＰソイル２号 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429069452 緑化基盤材 Ｈｉｒａｎａｋａ産学官ソイル１号 産学官活性有機緑化基盤材　４０リットル袋 平仲 Ｈｉｒａｎａｋａ産学官ソイル１ 活性有機緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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緑化基盤材【公表価格】 1429062210 緑化基盤材 フジミソイル１号 緑化基材・人工土壌　４０リットル袋 富士見工業 フジミソイル１号 人工土壌　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429062212 緑化基盤材 フジミソイル３号 緑化基材・バーク堆肥吹付用　４０リットル袋 富士見工業 フジミソイル３号 バーク堆肥吹付用　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429062213 緑化基盤材 フジミソイル５号 緑化基盤材　４０リットル袋 富士見工業 フジミソイル５号 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429069956 緑化基盤材 エコサイクルコンポ 緑化基盤材　４０リットル袋 富士見工業 エコサイクルコンポ 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429062214 緑化基盤材 フジミハイグリーン 客土吹付用細粒（黒土入）　４０リットル袋 富士見工業 フジミハイグリーン 客土吹付用細粒（黒土入） 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429062302 緑化基盤材 ホートクソイル 植物生育基盤材　１，６２５リットル袋 富士見工業 ホートクソイル 植物生育基盤材　１６２５Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429068702 緑化基盤材 リサイクル土乃素 のり面緑化基盤材　４０リットル袋 ふたば 緑化基材　リサイクル土乃素 のり面緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429067854 緑化基盤材 クリーンソイル バーク系緑化基盤材　５０リットル袋 ぶんご有機肥料 クリーンソイル バーク系緑化基盤材　５０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429063352 緑化基盤材 ホクメイソイル１号 緑化基盤材　４０リットル袋 北溟産業 ホクメイソイル１号 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429069958 緑化基盤材 万葉ソイル 緑化基盤材　４０リットル袋 北陸ポートサービス 万葉ソイル 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429064152 緑化基盤材 ノーザイソイル１号 緑化基盤材　４０リットル袋 北海道農材工業 ノーザイソイル１号 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429064154 緑化基盤材 ノーザイソイル２号 緑化基盤材　４０リットル袋 北海道農材工業 ノーザイソイル２号 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429064156 緑化基盤材 ノーザイソイル３号 緑化基盤材　４０リットル袋 北海道農材工業 ノーザイソイル３号 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429065810 緑化基盤材 ＭＧソイル１号 岩盤緑化基盤材（有機肥料入）　５０リットル袋 マキノグリーン ＭＧソイル１号 岩盤緑化基盤材（有機肥料入） 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429065808 緑化基盤材 ＭＧソイル３号 吹付用バーク　４０リットル袋 マキノグリーン ＭＧソイル３号 吹付用バーク　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429068408 緑化基盤材 ソイルアップ２号 岩盤緑化基盤材　５０リットル袋 松尾工業 ソイルアップ２号 岩盤緑化基盤材　５０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429068412 緑化基盤材 ソイルアップ３号 岩盤緑化基盤材　５０リットル袋 松尾工業 ソイルアップ３号 岩盤緑化基盤材　５０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429061752 緑化基盤材 グリーンロック 岩盤緑化生育基盤材　５０リットル袋 水戸グリーンサービス グリーンロック 岩盤緑化生育基盤材　５０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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緑化基盤材【公表価格】 1429067552 緑化基盤材 エクセルグリーン 緑化基盤材　４０リットル袋 安田石灰工業 エクセルグリーン 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429068106 緑化基盤材 ＫＲＧソイル 緑化基盤材　４０リットル袋 ユーキ発酵 ＫＲＧソイル 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429064206 緑化基盤材 土壌ユーキ 特殊有機質基材　４０リットル袋 有効土壌菌研究所 土壌ユーキ 特殊有機質基材　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429063610 緑化基盤材 キャトルバン 岩盤緑化用基盤材　４０リットル袋 ライト工業 キャトルバン 岩盤緑化用　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429061852 緑化基盤材 ＢＦアース 緑化基盤材　４０リットル袋 リョクシ ＢＦアース 緑化基盤材　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429065706 緑化基盤材 パワーソイル 客土吹付用基材　４０リットル袋 渡部特殊土木 パワーソイル 客土吹付用基材　４０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

緑化基盤材【公表価格】 1429065704 緑化基盤材 パワーベース 厚層基盤吹付基材　５０リットル袋 渡部特殊土木 パワーベース 厚層基盤吹付基材　５０Ｌ袋 袋 429 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材 1429050010 植生土のう 種子肥料付き　幅４０（４１）×長６０ｃｍ 植生土のう 種子肥料　Ｗ４０×Ｌ６０ｃｍ 枚 430 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材 1425050010 張芝 ネット付き　幅５０～１００ｃｍ 植生シート 張芝 ネット付き　Ｗ５０～１００ｃｍ ｍ２ 430 ○ ○ 1425 芝・種子

のり面緑化材 1425050020 張芝 ワラ付き　幅１００ｃｍ 植生シート 張芝 ワラ付き　Ｗ１００ｃｍ ｍ２ 430 ○ ○ 1425 芝・種子

のり面緑化材 1425060010 筋芝（種子帯） 幅７ｃｍ 筋芝 Ｗ７ｃｍ　種子帯 ｍ 430 ○ ○ 1425 芝・種子

のり面緑化材 1425060020 筋芝（種子帯） 幅１０ｃｍ 筋芝 Ｗ１０ｃｍ　種子帯 ｍ 430 ○ ○ 1425 芝・種子

のり面緑化材 1425060030 筋芝（種子帯） 幅１５ｃｍ 筋芝 Ｗ１５ｃｍ　種子帯 ｍ 430 ○ ○ 1425 芝・種子

のり面緑化材 1429050020 植生マット 肥料袋付き　二重ネット 植生マット 植生マット 肥料袋付　二重ネット ｍ２ 430 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材 1429050030 植生シート 肥料袋無し　一重ネット 植生シート 植生シート 肥料袋無　一重ネット ｍ２ 430 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材 1429050032 植生シート 肥料袋無し　一重ネット　環境品 植生シート 植生シート 肥料袋無　一重ネット　環境品 ｍ２ 430 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材 1429100005 繊維ネット 肥料袋付き　二重ネット 繊維ネット（肥料袋付き） 繊維ネット 肥料袋付　二重ネット ｍ２ 430 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429057210 植生袋・植生土のう オーヨーソイルバッグ 完成土のう　３５×５３×１０ｃｍ 岐阜応用資材 オーヨーソイルバッグ 完成土のう３５×５３×１０ｃｍ 袋 430 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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のり面緑化材―ブランド品― 1429056616 植生袋・植生土のう ピローバッグ 軽量完成土のう　３３×５０×１０ｃｍ コアラデグリーン ピローバッグ 軽量土のう３３×５０×１０ｃｍ 袋 430 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055410 植生袋・植生土のう ニューソイルバッグ 完成土のう，種子，肥料 自然応用科学 ニューソイルバッグ 完成土のう　種子　肥料 袋 430 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055005 植生袋・植生土のう グリーンビッグ 軽量完成土のう　５０×３３×１０ｃｍ 新日本緑化 グリーンビッグ ５０×３３×１０ｃｍ 袋 430 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050505 植生袋・植生土のう 完成袋ハエル 緑化基材入　３０×５０×１０ｃｍ 草植 完成袋ハエル 緑化基材　３０×５０×１０ｃｍ 袋 430 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056310 植生袋・植生土のう ファイバーバックＬ 植生土のう種子肥料付き　４８×７０ｃｍ 日研化成 ファイバーバックＬ 種子肥料付き　４８×７０ｃｍ 袋 430 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050247 植生袋・植生土のう メガ・メデル，メガ・メデルＧ 大型植生土のう　容量１ｍ３ 日本植生 メガ・メデル　メガ・メデルＧ 大型植生土のう　容量１ｍ３ 枚 430 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429052220 植生袋・植生土のう ＧＳパッケージ 完成土のう　幅３０×５０×１０ｃｍ フリー工業 ＧＳパッケージ 完成土のう　Ｗ３０×Ｌ５０ｃｍ 袋 430 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429059605 植生袋・植生土のう エゾフクロウくん カラマツチップ入り完成土のう　２０ｌ袋 北海日植 エゾフクロウくん カラマツチップ入り完成土のう 袋 430 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429059610 植生袋・植生土のう メデルＦＰ 完成土のう　２０ｌ袋 北海日植 メデルＦＰ 完成土のう　２０ｌ袋 袋 430 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056105 植生袋・植生土のう ロンバック 完成土のう　１０×３３×５０ｃｍ 水戸グリーンサービス ロンバック 完成土のう１０×３３×５０ｃｍ 袋 430 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429010110 ファイバー類 オーヨーファイバー ５０×４５×２５ｃｍ　２０ｋｇ袋 岐阜応用資材 オーヨーファイバー ５０×４５×２５　２０ｋｇ袋 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429010080 ファイバー類 ニューファイバー１号 吹付養生材 自然応用科学 ニューファイバー１号 吹付養生材 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429010175 ファイバー類 王子ファイバー 吹付播種用被覆保護材　２０ｋｇ袋 苫小牧王子紙業 王子ファイバー 吹付播種用被覆保護材２０ｋｇ袋 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429010140 ファイバー類 ホートクファイバー 客土吹付用（化学繊維入）　１０ｋｇ袋 富士見工業 ホートクファイバー 客土吹付用　１０ｋｇ袋 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429010210 ファイバー類 ＧＳファイバー 吹付養生材　２０ｋｇ袋 水戸グリーンサービス ＧＳファイバー 吹付養生材　２０ｋｇ袋 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429010180 ファイバー類 ロンタイファイバー 木質繊維ファイバー　２０ｋｇ袋 ロンタイ ロンタイファイバー 木質繊維　２０ｋｇ袋 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429070190 養生剤 アイボンＡ－５６０Ｄ 土壌侵食防止剤　１８ｋｇ缶 アイカ工業 養生剤　アイボンＡ－５６０Ｄ 土壌浸食防止剤　１８ｋｇ缶 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429030050 養生剤 アスカロンＥ ケミカルコンクリート用接着剤 飛鳥 粘着剤　アスカロンＥ ケミカルコンクリート用 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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のり面緑化材―ブランド品― 1429030060 養生剤 アスカロンＡ 植生用粘着剤 飛鳥 粘着剤　アスカロンＡ 植生用 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020340 養生剤 アルファグリーン 侵食防止剤　２０ｋｇ アルファグリーン アルファグリーン ２０ｋｇ ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429070015 養生剤 ドロゲンＶ 粉末系緑化侵食防止剤　１０ｋｇ箱 イビデングリーンテック 養生剤　ドロゲンＶ 粉末系緑化侵食防止剤１０ｋｇ箱 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020350 養生剤 ソイルネットグリーン 団粒化結合材　２０ｋｇ袋 大鶴産業 ソイルネットグリーン 団粒化結合材　２０ｋｇ袋 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020450 養生剤 エコテンダー 中性固化材　２０ｋｇ袋 グリーン有機資材 エコテンダー 中性固化材　２０ｋｇ袋 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429040035 養生剤 グラスパワーＺ４００ 保水剤　１２ｋｇ箱 栗田工業 保水剤　グラスパワー Ｚ４００　１２ｋｇ箱 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429030030 養生剤 クリコートＣ４０２ 緑化用粘着剤　８ｋｇ箱 栗田工業 粘着剤　クリコートＣ４０２ 緑化用　８ｋｇ箱 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020020 養生剤 クリコートＣ７１０ 植生用，侵食防止剤　１８ｋｇ缶 栗田工業 クリコートＣ７１０ 植生用　１８ｋｇ缶 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020180 養生剤 クリコートＣＰ－７５０ 粉末系緑化侵食防止剤　１０ｋｇ箱 栗田工業 クリコートＣＰ－７５０ 粉末系緑化用　１０ｋｇ箱 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020190 養生剤 クリコートＤＡ－１０１ 法面緑化用団粒化剤　８ｋｇ箱 栗田工業 クリコートＤＡ－１０１ 法面緑化用団粒化剤　８ｋｇ箱 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429070180 養生剤 ピーエムザイ 法面緑化用粘着剤　１５ｋｇ 国土緑化 養生剤　ピーエムザイ 法面緑化用粘着剤　１５ｋｇ ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020390 養生剤 パルコートグリーン 土壌緑化安定団粒化剤　２０ｋｇ袋 シエエス化学工業 パルコートグリーン 土壌緑化安定団粒化剤２０ｋｇ袋 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020103 養生剤 ルナゾールＡＮ 土壌侵食防止剤　２０ｋｇ箱・１８ｋｇ缶 ジャパンコーティングレジン ルナゾールＡＮ 土壌侵食防止剤　１８ｋｇ缶 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020106 養生剤 ルナゾールパウダーＳ 土壌侵食防止剤　１０ｋｇ箱 ジャパンコーティングレジン ルナゾールパウダーＳ 土壌侵食防止剤　１０ｋｇ箱 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020107 養生剤 ルナゾールパウダーＢＩ 土壌侵食防止剤　１０ｋｇ紙袋 日星サービス ルナゾールパウダーＢＩ 土壌侵食防止剤　１０ｋｇ紙袋 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020255 養生剤 ローンフィックスＳ 緑化侵食防止剤　１８ｋｇ 昭和電工 ローンフィックスＳ 緑化侵食防止剤　１８ｋｇ ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020260 養生剤 ローンフィックス２００ 種子保護剤　１８ｋｇ 昭和電工 ローンフィックス２００ 種子保護剤　１８ｋｇ ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020265 養生剤 ローンフィックス＃５００ 法面侵食防止剤　１８ｋｇ 昭和電工 ローンフィックス＃５００ 法面侵食防止剤　１８ｋｇ ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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のり面緑化材―ブランド品― 1429020267 養生剤 ローンフィックス＃７００ 法面侵食防止剤（環境対応型）　１８ｋｇ 昭和電工 ローンフィックス＃７００ 法面侵食防止剤　１８ｋｇ ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020430 養生剤 ＤＦ剤　１号 基盤団粒化安定剤　２０ｋｇ袋 たちばな産業 ＤＦ剤　１号 基盤団粒化安定剤　２０ｋｇ袋 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020440 養生剤 ＤＦ剤　３号 侵食防止地盤安定剤　２０ｋｇ袋 たちばな産業 ＤＦ剤　３号 侵食防止地盤安定剤　２０ｋｇ袋 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020070 養生剤 テンゾール 飛砂侵食防止剤　植生用　１８ｋｇ缶 天龍建設 テンゾール 飛砂・植生用　１８ｋｇ缶 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020380 養生剤 レミコントロール 土壌侵食防止剤　２４ｋｇ袋 東興ジオテック レミコントロール 土壌侵食防止剤　２４ｋｇ袋 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020360 養生剤 オーケンタックＦＢ－３ 緑化用侵食防止剤　１８ｋｇ箱 苫小牧王子紙業 オーケンタックＦＢ－３ 緑化用侵食防止剤１８ｋｇ箱 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429070107 養生剤 サイマトリック 活水剤　１ｌ×１２本 トモグリーン・ケミカル サイマトリック　活水剤 １Ｌ×１２本 リットル 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429040075 養生剤 スーパーソーブＦ 保水剤　２５ｋｇ箱 トモグリーン・ケミカル 保水剤　スーパーソーブＦ ２５ｋｇ箱 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020110 養生剤 ケミカルチ 種子吹付養生剤　２０ｋｇ 日本植生 ケミカルチ 種子吹付養生剤　２０ｋｇ ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429070060 養生剤 ベースソイラー 植生基盤安定剤　２０ｋｇ箱 日本植生 養生剤　ベースソイラー 植生基盤安定剤　２０ｋｇ箱 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429030200 養生剤 ハイモシード－１００Ｐ 客土吹付用粘結剤　１０ｋｇ袋 ハイモ 粘着剤　ハイモシード－１００Ｐ 客土吹付用粘結剤　１０ｋｇ袋 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429030210 養生剤 ハイモシード－１００Ｇ 客土吹付用粘結剤　１８ｋｇ缶 ハイモ 粘着剤　ハイモシード－１００Ｇ 客土吹付用粘結剤　１８ｋｇ缶 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020310 養生剤 ＥＭＮコート２１ 土壌団粒化侵食防止種子吹付専用剤　１８ｋｇ缶 平仲 ＥＭＮコート２１ 土壌団粒化侵食防止　１８ｋｇ缶 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020410 養生剤 ＥＭＮコート２１Ｃ８８ 匍匐性植物専用・侵食防止土壌安定吹付剤　１８ｋｇ缶 平仲 ＥＭＮコート２１Ｃ８８ 匍匐性植物・侵食防止１８ｋｇ缶 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429070120 養生剤 ビオフィックス 法面侵食防止剤　１８ｋｇ箱 富士見工業 養生剤　ビオフィックス 法面侵食防止剤　１８ｋｇ箱 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429070130 養生剤 ビオフィックスパウダー 法面侵食防止剤　１０ｋｇ箱 富士見工業 養生剤　ビオフィックスパウダー 法面侵食防止剤　１０ｋｇ箱 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429030040 養生剤 フジミグリーンボンド 種子吹付用粘着剤 富士見工業 粘着剤　フジミグリーンボンド 種子吹付用 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429030120 養生剤 ホートクシード１００ 客土吹付用粘着剤　１８ｋｇ袋 富士見工業 粘着剤　ホートクシード１００ 客土吹付用　１８ｋｇ袋 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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のり面緑化材―ブランド品― 1429030130 養生剤 ホートクシード２００ 客土吹付用保水団粒剤　１ｋｇ袋 富士見工業 粘着剤　ホートクシード２００ 客土吹付用保水団粒剤　１ｋｇ袋 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429030240 養生剤 エコサイクルシード 接合剤　１ｋｇ袋 富士見工業 粘着剤　エコサイクルシード 接合剤　１ｋｇ袋 ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429020150 養生剤 エスロック 土壌菌工法吹付用侵食防止剤　８ｋｇ 有効土壌菌研究所 エスロック 土壌菌工法吹付用　８ｋｇ ｋｇ 431 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429059005 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ナガレナイシート 幅１×長１０ｍ 植生シート アウラ・シーイー ナガレナイシート Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429059015 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート メガデルマットＲⅠ 幅１×長３ｍ 植生マット アウラ・シーイー メガデルマットＲ１ Ｗ１×Ｌ３ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429059020 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート メガデルマットＲⅡ 幅１×長５ｍ 植生マット アウラ・シーイー メガデルマットＲ２ Ｗ１×Ｌ５ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429059025 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート メガデルマットＲⅢ 幅１×長１０ｍ 植生マット アウラ・シーイー メガデルマットＲ３ Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429052605 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ストローマット マット 侵食防止材 飛鳥 ストローマット マット ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429051910
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ボンテラ浸食防止マット ＳＪ２　幅１．１×長２０ｍ 侵食防止材 ウ
エスコットイースト

ボンテラ浸食防止マット ＳＪ２　Ｗ１．１×Ｌ２０ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429051916
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ボンテラ浸食防止マット ＣＪ２　幅１．１×長２０ｍ 侵食防止材 ウ
エスコットイースト

ボンテラ浸食防止マット ＣＪ２　Ｗ１．１×Ｌ２０ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429051930
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ボンテラ植生基盤ネット ＣＦ７　幅１．０×長１５ｍ 繊維ネット・侵
食防止材 ウエスコットイースト

ボンテラ植生基盤ネット ＣＦ７　Ｗ１×Ｌ１５ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058950
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＭＣＣヤシマット 幅１×長３０ｍ×厚１ｍｍ　種子なし 植生マット
エム・シー・シー

ＭＣＣヤシマット Ｗ１×Ｌ３０ｍ×Ｔ１ｍｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058955
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＭＣＣ種肥付ヤシマット 幅１×長３０ｍ×厚１ｍｍ　種子・肥料・溶
解紙付 植生マット エム・シー・シー

ＭＣＣ種肥付ヤシマット Ｗ１×Ｌ３０ｍ×Ｔ１ｍｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056902 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート バイオ・植生注入マット Ｍ－１００型　全面用 環境技建 バイオ・植生注入マット Ｍ－１００型　全面用 ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056904 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート バイオ・植生注入マット Ｍ－１００型　のり枠用 環境技建 バイオ・植生注入マット Ｍ－１００型　のり枠用 ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056906 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート バイオ・植生注入マット Ｍ－１００型　冠水用 環境技建 バイオ・植生注入マット Ｍ－１００型　冠水用 ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056908 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート バイオ・植生注入マット Ｍ－５０型　全面用 環境技建 バイオ・植生注入マット Ｍ－５０型　全面用 ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429052405
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ヤシマット ヤシ繊維ＳＢ－３　厚３ｍｍ　幅２ｍ 侵食防止材 共英産
業

ヤシマット ヤシ繊維　ＳＢ－３ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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のり面緑化材―ブランド品― 1429052410
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ヤシマットグリーン ヤシ繊維ＳＢ－３Ｇ　厚３ｍｍ　幅２ｍ　種肥付
き 植生シート 共英産業

ヤシマットグリーン ヤシ繊維　ＳＢ－３Ｇ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056602
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート オーマクロスマットⅡ型 ヤシ繊維　植生基材マット　金網付き 植生
マット コアラデグリーン

オーマクロスマット２型 ヤシ繊維　植生基材マット ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056636
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート コアラマットパーム 肥料袋付き　４０ｃｍピッチ　侵食防止　植生
マット コアラデグリーン

コアラマットパーム 肥料袋付き　侵食防止植生マット ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056638
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート スクリーンマットＳ 侵食防止　養生シート　種子付き コアラデグリー
ン

スクリーンマットＳ 侵食防止　養生シート ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056640
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート コアラマット３号Ⅰ型 植生基材袋　３０ｃｍピッチ　植生マット コア
ラデグリーン

コアラマット３号１型 植生基材袋　植生マット ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056648
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート コアラマット３号Ｐ－２０ 厚層マット　幅１×長５ｍ 植生マット コ
アラデグリーン

コアラマット３号Ｐ－２０ 厚層マット　Ｗ１×Ｌ５ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056650
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート コアラマット３号Ｐ－１０ 厚層マット　幅１×長３ｍ 植生マット コ
アラデグリーン

コアラマット３号Ｐ－１０ 厚層マット　Ｗ１×Ｌ３ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056628
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＫＧヤシマット 幅１×長３０ｍ×厚１ｍｍ　種子無し　植物繊維マッ
ト 植生マット コアラデグリーン

ＫＧヤシマット Ｗ１×Ｌ３０ｍ　種子無し ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056630
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＫＧヤシマット 幅１×長３０ｍ×厚１ｍｍ　種子・肥料付き　植物繊
維マット 植生マット コアラデグリーン

ＫＧヤシマット Ｗ１×Ｌ３０ｍ　種子・肥料付き ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056642
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＫＧヤシネット 飛来種捕捉　侵食防止　ヤシ繊維ネット 繊維ネット
コアラデグリーン

ＫＧヤシネット 飛来種捕捉　侵食防止　ヤシ繊維 ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056644
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート エコパームマット 金網付き　ヤシ繊維　植生マット　肥料袋付き コア
ラデグリーン

エコパームマット 金網付き　ヤシ繊維　植生マット ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056620
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ブルーミング原生樹 樹木用張芝　幅１×長１０ｍ 植生マット コアラ
デグリーン

ブルーミング原生樹 樹木用張芝　Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056622
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ブルーミング原生花 草花用張芝　幅１×長１０ｍ 植生マット コアラ
デグリーン

ブルーミング原生花 草花用張芝　Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056646
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート バイオネット ２０×２５ｍｍ目　ジュート繊維ネット 繊維ネット コ
アラデグリーン

バイオネット ２０×２５ｍｍ目　ジュート繊維 ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100280
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＫＯＹＯネット Ｋ－３（ロープ無し）　８×１１ｍｍ 繊維ネット 広
洋商会

ＫＯＹＯネット Ｋ－３　網目８×１１ｍｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100290
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＫＯＹＯネット Ｋ－２０×２５（ロープ無し）　２０×２５ｍｍ 繊維
ネット 広洋商会

ＫＯＹＯネット Ｋ－２０×２５　網目２０×２５ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100295 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＫＯＹＯネット Ｋ－５　１７ｍｍ 繊維ネット 広洋商会 ＫＯＹＯネット Ｋ－５　網目１７ｍｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100285
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＫＯＹＯネット Ｋ－１００　ツタ用　１００ｍｍ 繊維ネット 広洋商
会

ＫＯＹＯネット Ｋ－１００　網目１００ｍｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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のり面緑化材―ブランド品― 1429100370
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート パワーネットＡ型 肥料付き　幅２×長２０ｍ 繊維ネット（肥料袋付
き） 広洋商会

パワーネットＡ型 肥料付　Ｗ２×Ｌ２０ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058915
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＰＭＣ緑化マルチ 侵食防止用ネット　幅１×長５０ｍ 侵食防止材 国
土緑化

ＰＭＣ緑化マルチ 侵食防止用ネットＷ１×Ｌ５０ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429051510
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＫＴグリーンマット（標準型） ヤシ繊維　種子・肥料付き　長１０×
幅２ｍ×厚３ｍｍ 植生シート サンスイ・ナビコ

ＫＴグリーンマット　標準型 Ｌ１０×Ｗ２ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429051515
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＫＴグリーンマット（ＮＷ型） ヤシ繊維　種子・肥料・金網付き　長
１０×幅２ｍ×厚３ｍｍ 植生シート サンスイ・ナビコ

ＫＴグリーンマット　ＮＷ型 Ｌ１０×Ｗ２ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050910
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＳＮ緑化万能マット 幅１×長１ｍ　配合土入軽量マット 植生マット
新日本緑化

ＳＮ緑化万能マット Ｗ１×Ｌ１ｍ　配合土入軽量 枚 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055030
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＳＮヤシマット 幅１×長３０ｍ×厚１ｍｍ　種子無し 植生マット 新
日本緑化

ＳＮヤシマット Ｌ３０ｍ×Ｔ１ｍｍ　種子無し ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055025
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＳＮヤシマット 幅１×長３０ｍ×厚１ｍｍ　種子付き 植生マット 新
日本緑化

ＳＮヤシマット Ｌ３０ｍ×Ｔ１ｍｍ　種子付き ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055040
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＳＮヤシマット 幅１×長１５ｍ×厚１ｍｍ　種子無し亀甲金網付き 植
生マット 新日本緑化

ＳＮヤシマット Ｌ１５ｍ×Ｔ１ｍｍ種子無亀甲付 ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055035
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＳＮヤシマット 幅１×長１５ｍ×厚１ｍｍ　種子亀甲金網付き 植生
マット 新日本緑化

ＳＮヤシマット Ｌ１５ｍ×Ｔ１ｍｍ　種子亀甲付 ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055050
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＳＮヤシマット 幅１×長１０ｍ×厚３ｍｍ　種子無し亀甲金網付き 植
生マット 新日本緑化

ＳＮヤシマット Ｌ１０ｍ×Ｔ３ｍｍ種子無亀甲付 ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055045
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＳＮヤシマット 幅１×長１０ｍ×厚３ｍｍ　種子亀甲金網付き 植生
マット 新日本緑化

ＳＮヤシマット Ｌ１０ｍ×Ｔ３ｍｍ　種子亀甲付 ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055056 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ウッドサイクルマット Ｔ３０　幅１×長５ｍ 植生マット 新日本緑化 ウッドサイクルマット Ｔ３０　Ｗ１×Ｌ５ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055058 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ウッドサイクルマット Ｔ５０　幅１×長３ｍ 植生マット 新日本緑化 ウッドサイクルマット Ｔ５０　Ｗ１×Ｌ３ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055060 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＳＮ岩盤緑化マット Ⅰ型　幅１×長５ｍ 植生マット 新日本緑化 ＳＮ岩盤緑化マット １型　Ｗ１×Ｌ５ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055062 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＳＮ岩盤緑化マット Ⅱ型　幅１×長３ｍ 植生マット 新日本緑化 ＳＮ岩盤緑化マット ２型　Ｗ１×Ｌ３ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055064
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＳＮ侵食防止シート 幅１×長５０ｍ　種子無し 植生シート・侵食防止
材 新日本緑化

ＳＮ侵食防止シート Ｗ１×Ｌ５０ｍ　種子無し ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055066
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＳＮ侵食防止シート 幅１×長５０ｍ　種子付き 植生シート・侵食防止
材 新日本緑化

ＳＮ侵食防止シート Ｗ１×Ｌ５０ｍ　種子付き ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055068
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＳＮ侵食防止マット Ｐ－４０　幅１×長１０ｍ 植生マット・侵食防止
材 新日本緑化

ＳＮ侵食防止マット Ｐ－４０　Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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のり面緑化材―ブランド品― 1429055070
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＳＮ侵食防止マット Ｐ－２０　幅１×長１０ｍ 植生マット・侵食防止
材 新日本緑化

ＳＮ侵食防止マット Ｐ－２０　Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050510 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 植生板草原 ネット付きワラ製張芝　１×１５ｍ 植生シート 草植 植生板草原 ネット付きワラ製張芝１×１５ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050520
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 植生板草原Ｓ型 生分解型ネット付ワラ製張芝　１×１５ｍ 植生シート
草植

植生板草原Ｓ型 生分解型ネット付ワラ製張芝 ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429054905
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガンソイルマットⅠ型ｔ－３０ 厚層客土袋植生マット　幅１×長３×
厚０．０３ｍ 植生マット 草植

ガンソイルマット１型ｔ－３０ 厚層客土袋　１×３×０．０３ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1913033862
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 多機能フィルター（養生マット） ＭＦ－３０Ｒ－０　幅１×長２５ｍ
ポリエステル製 ★　植生シート・植生マット・侵食防止材 多機能フィルター

多機能フィルター ＭＦ－３０Ｒ－０　Ｌ２５ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1913033864
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 多機能フィルター（養生マット） ＭＦ－３０Ｒ－５　幅１×長２５ｍ
ポリエステル製 ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター

多機能フィルター ＭＦ－３０Ｒ－５　Ｌ２５ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1913033866
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 多機能フィルター（養生マット） ＭＦ－３０Ｒ－１０　幅１×長１０
ｍ　ポリエステル製 ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター

多機能フィルター ＭＦ－３０Ｒ－１０　Ｌ１０ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1913033868
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 多機能フィルター（養生マット） ＳＰ－３０　幅１×長５０ｍ　ポリ
エステル製 ★　植生シート・植生マット・侵食防止材 多機能フィルター

多機能フィルター ＳＰ－３０　Ｗ１×Ｌ５０ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1913033830
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 多機能フィルター（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－０　幅１×長２５ｍ
ポリエステル製 ★　植生シート・植生マット・侵食防止材 多機能フィルター

多機能フィルター ＭＦ４５Ｒ０　Ｗ１×Ｌ２５ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1913033810
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 多機能フィルター（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－５　幅１×長２５ｍ
ポリエステル製 ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター

多機能フィルター ＭＦ４５Ｒ５　Ｗ１×Ｌ２５ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1913033815
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 多機能フィルター（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－１０　幅１×長１０
ｍ　ポリエステル製 ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター

多機能フィルター ＭＦ４５Ｒ１０　Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1913033820
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 多機能フィルター（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－２０　幅１×長５ｍ
ポリエステル製 ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター

多機能フィルター ＭＦ４５Ｒ２０　Ｗ１×Ｌ５ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1913033825
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 多機能フィルター（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－３０　幅１×長５ｍ
ポリエステル製 ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター

多機能フィルター ＭＦ４５Ｒ３０　Ｗ１×Ｌ５ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1913033805
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 多機能フィルター（養生マット） ＳＰ－４５　幅１×長５０ｍ　ポリ
エステル製 ★　植生シート・植生マット・侵食防止材 多機能フィルター

多機能フィルター ＳＰ－４５　Ｗ１×Ｌ５０ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1913033835
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 多機能フィルターｗｎ（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－０ｗｎ　幅１×
長２０ｍ　ポリエステル製　亀甲金網付き ★　植生シート・植生マット・侵食防止材 多機能フィルター

多機能フィルターｗｎ ＭＦ４５Ｒ０ｗｎ　Ｗ１×Ｌ２０ ｍ２ 432 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1913033840
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 多機能フィルターｗｎ（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－５ｗｎ　幅１×
長１０ｍ　ポリエステル製　亀甲金網付き ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター

多機能フィルターｗｎ ＭＦ４５Ｒ５ｗｎ　Ｗ１×Ｌ１０ ｍ２ 432 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1913033845
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 多機能フィルターｗｎ（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－１０ｗｎ　幅１
×長１０ｍ　ポリエステル製　亀甲金網付き ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター

多機能フィルターｗｎ ＭＦ４５Ｒ１０ｗｎＷ１×Ｌ１０ ｍ２ 432 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1913033850
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 多機能フィルターｗｎ（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－２０ｗｎ　幅１
×長５ｍ　ポリエステル製　亀甲金網付き ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター

多機能フィルターｗｎ ＭＦ４５Ｒ２０ｗｎ　Ｗ１×Ｌ５ ｍ２ 432 ○ ○ 1913 土木工事用シート
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のり面緑化材―ブランド品― 1913033855
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 多機能フィルターｗｎ（養生マット） ＭＦ－４５Ｒ－３０ｗｎ　幅１
×長５ｍ　ポリエステル製　亀甲金網付き ★　植生マット・侵食防止材 多機能フィルター

多機能フィルターｗｎ ＭＦ４５Ｒ３０ｗｎ　Ｗ１×Ｌ５ ｍ２ 432 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1913033860
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 多機能フィルターｗｎ（養生マット） ＳＰ－４５ｗｎ　幅１×長２０
ｍ　ポリエステル製　亀甲金網付き ★　植生シート・植生マット・侵食防止材 多機能フィルター

多機能フィルターｗｎ ＳＰ－４５ｗｎ　Ｗ１×Ｌ２０ｍ ｍ２ 432 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1429100200
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガードンエース ＰＷ２００（Ａ）φ２．０　金網付き網状マット 繊維
ネット 田中

ガードンエース ＰＷ２００（Ａ）　径２ｍｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100350
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ダイヤマットグリーン 幅１×長１０ｍ　天然繊維（ジュート）　環境
品 植生マット テザック

ダイヤマットグリーン Ｗ１ｍ×Ｌ１０ｍ　環境品 ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429053430
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート リブマットグリーン Ｒ－３０　長１ｍ×幅２ｍ×厚３ｃｍ　環境品 植
生マット テザック

リブマットグリーン Ｒ－３０　環境品 ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429051052
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート グリーンキープネットⅢ型 肥料袋付きネット，止釘，アンカー別 繊維
ネット（肥料袋付き） 天龍建設

グリーンキープネット３型 肥料袋付きネット ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100050 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 植生ネット ２１０Ｄ×９本　１７ｍｍ目 繊維ネット 天龍建設 植生ネット ２１０Ｄ×９本　１７ｍｍ目 ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429051002 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート テンソイルマットＡ型 幅１×長１０ｍ 植生マット 天龍建設 テンソイルマットＡ型 Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429051004 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート テンソイルマットⅠ型 幅１×長５ｍ 植生マット 天龍建設 テンソイルマット１型 Ｗ１×Ｌ５ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429051007
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート テンテックスフィルターシート 幅１×長２５ｍ　標準タイプ 植生シー
ト・侵食防止材 天龍建設

テンテックスフィルターシート Ｗ１×Ｌ２５ｍ　標準タイプ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429051009
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート テンテックスフィルターシート 幅１×長２５ｍ　エコタイプ 植生シー
ト・侵食防止材 天龍建設

テンテックスフィルターシート Ｗ１×Ｌ２５ｍ　エコタイプ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429051012
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート テンテックスフィルターマット 幅１×長１０ｍ　肥料袋Ｐ５０ 植生
マット・侵食防止材 天龍建設

テンテックスフィルターマット Ｗ１×Ｌ１０ｍ　肥料袋Ｐ５０ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429051014
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 緑再来マット 幅１×長１０ｍ　自然侵入促進型マット 植生マット 天
龍建設

緑再来マット Ｗ１×Ｌ１０ｍ　自然侵入促進型 ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100400
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ラクダマット Ｌ型ピッチ６０ｃｍ，止釘，アンカー別 植生マット 天
龍建設

ラクダマット Ｌ型ピッチ　６０ｃｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056215 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 特殊袋状マット　ＢＯ－３０ 西岡国昭建設 ソウケンフォーム 特殊袋状マット　ＢＯ－３０ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056205 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 特殊袋状マット　ＢＯ－５０ 西岡国昭建設 ソウケンフォーム 特殊袋状マット　ＢＯ－５０ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056210 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 特殊袋状マット　ＢＯ－７０ 西岡国昭建設 ソウケンフォーム 特殊袋状マット　ＢＯ－７０ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056220 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 特殊袋状マット　ＢＯ－１００ 西岡国昭建設 ソウケンフォーム 特殊袋状マット　ＢＯ－１００ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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のり面緑化材―ブランド品― 1429056225 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マット　ＢＦ－３０ 西岡国昭建設 ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マットＢＦ－３０ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056230 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マット　ＢＦ－５０ 西岡国昭建設 ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マットＢＦ－５０ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056235 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マット　ＢＦ－７０ 西岡国昭建設 ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マットＢＦ－７０ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056240 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マット　ＢＦ－１００ 西岡国昭建設 ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マットＢＦ１００ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056242
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 特殊袋状マット　シカ対策用　ＢＤ－３０ 西岡国昭
建設

ソウケンフォーム 特殊袋状マット　ＢＤ－３０ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056244
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 特殊袋状マット　シカ対策用　ＢＤ－５０ 西岡国昭
建設

ソウケンフォーム 特殊袋状マット　ＢＤ－５０ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056246
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 特殊袋状マット　シカ対策用　ＢＤ－７０ 西岡国昭
建設

ソウケンフォーム 特殊袋状マット　ＢＤ－７０ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056252
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マット　シカ対策用　ＢＦＤ－３０
西岡国昭建設

ソウケンフォーム 法枠特殊袋状マットＢＦＤ－３０ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056254
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マット　シカ対策用　ＢＦＤ－５０
西岡国昭建設

ソウケンフォーム 法枠特殊袋状マットＢＦＤ－５０ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429056256
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状マット　シカ対策用　ＢＦＤ－７０
西岡国昭建設

ソウケンフォーム 法枠特殊袋状マットＢＦＤ－７０ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100380
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＮＫ植生ネットＰ８ ８×１２ｍｍ　補強ロープ３本入 繊維ネット 日
研化成

ＮＫ植生ネット Ｐ８　補強ロープ３本入 ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100385
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＮＫ植生ネットＰ１２ １２×１２ｍｍ　補強ロープ３本入 繊維ネット
日研化成

ＮＫ植生ネット Ｐ１２　補強ロープ３本入 ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100390
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＮＫ植生ネットＰ２０Ｓ ２０×２５ｍｍ　補強ロープ２本入 繊維ネッ
ト 日研化成

ＮＫ植生ネット Ｐ２０Ｓ　補強ロープ２本入 ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100395
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＮＫ植生ネットＧ２０ ２０×２５ｍｍ　麻ネット 繊維ネット 日研化
成

ＮＫ植生ネット Ｇ２０　麻ネット ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100382
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＮＫ植生ネットＰ８Ｒ ８×１２ｍｍ　リサイクルポリエチレン 繊維
ネット 日研化成

ＮＫ植生ネット Ｐ８Ｒ　リサイクルポリ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100387
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＮＫ植生ネットＰ１２Ｒ １２×１２ｍｍ　リサイクルポリエチレン 繊
維ネット 日研化成

ＮＫ植生ネット Ｐ１２Ｒ　リサイクルポリ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100392
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ＮＫ植生ネットＰ２０Ｒ ２０×２５ｍｍ　リサイクルポリエチレン 繊
維ネット 日研化成

ＮＫ植生ネット Ｐ２０Ｒ　リサイクルポリ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055710
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート エコマット 麻ネット製　目串付き　幅１×長５０ｍ 植生シート 日研
化成

エコマット 麻ネット目串付きＷ１×Ｌ５０ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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のり面緑化材―ブランド品― 1429051205 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ステラ植生シート ヤシ繊維　Ｐ－２００ 侵食防止材 日建工学 ステラ植生シート ヤシ繊維　Ｐ－２００ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058530 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガンリョクマット５型 幅１×長５ｍ 植生マット 日新産業 ガンリョクマット５型 Ｗ１×Ｌ５ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058535 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガンリョクマット６型 幅１×長３ｍ 植生マット 日新産業 ガンリョクマット６型 Ｗ１×Ｌ３ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058540 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガンリョクマット５Ａ型 幅１×長１０ｍ 植生マット 日新産業 ガンリョクマット５Ａ型 Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055830 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート レキゼンマット 幅１×長１０ｍ 植生マット 日新産業 レキゼンマット Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058545
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート イースターマットＭ－２型 幅１×長１０ｍ　自然侵入促進型 植生マッ
ト 日新産業

イースターマットＭ－２型 Ｗ１×Ｌ１０ｍ　自然侵入促進型 ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055835
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート イースターマットＭ－４型 幅１×長１０ｍ　自然侵入促進型 植生マッ
ト 日新産業

イースターマットＭ－４型 Ｗ１×Ｌ１０ｍ　自然侵入促進型 ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058550
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート イースターマットＬ－１型 幅１×長３ｍ　自然侵入促進型 植生マット
日新産業

イースターマットＬ－１型 Ｗ１×Ｌ３ｍ　自然侵入促進型 ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058555
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート イースターマットＬ－２型 幅１×長５ｍ　自然侵入促進型 植生マット
日新産業

イースターマットＬ－２型 Ｗ１×Ｌ５ｍ　自然侵入促進型 ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058560 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート エコホルダーＰ４０ 幅１×長１０ｍ 植生マット 日新産業 エコホルダーＰ４０ Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058570
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キッコウイースターマットＬ－１型 幅１×長３ｍ　自然侵入促進型 植
生マット 日新産業

キッコウイースターマットＬ－１ Ｗ１×Ｌ３ｍ　自然侵入促進型 ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055840
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キッコウイースターマットＬ－２型 幅１×長５ｍ　自然侵入促進型 植
生マット 日新産業

キッコウイースターマットＬ－２ Ｗ１×Ｌ５ｍ　自然侵入促進型 ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055845
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キッコウイースターマットＭ－２型 幅１×長１０ｍ　自然侵入促進型
植生マット 日新産業

キッコウイースターマットＭ－２ Ｗ１×Ｌ１０ｍ　自然侵入促進型 ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058562 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キッコウガンリョクマット５型 幅１×長５ｍ 植生マット 日新産業 キッコウガンリョクマット５型 Ｗ１×Ｌ５ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058564
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キッコウガンリョクマット５Ａ型 幅１×長１０ｍ 植生マット 日新産
業

キッコウガンリョクマット５Ａ型 Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058568 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キッコウホルダーＰ４０ 幅１×長１０ｍ 植生マット 日新産業 キッコウホルダーＰ４０ Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1913034602
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソイルテクターＮ 幅１×長２５ｍ　ポリエチレンネット 植生シート・
侵食防止材 日新産業

ソイルテクターＮ Ｗ１×Ｌ２５ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1429055855
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソイルテクターＳ 幅１×長２５ｍ　ポリエチレンネット 植生シート・
侵食防止材 日新産業

ソイルテクターＳ Ｗ１×Ｌ２５ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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のり面緑化材―ブランド品― 1429055850
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソイルテクターＰ５０ 幅１×長１０ｍ　ポリエチレンネット 植生マッ
ト・侵食防止材 日新産業

ソイルテクターＰ５０ Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055860
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソイルテクターＰ２０ 幅１×長１０ｍ　ポリエチレンネット 植生マッ
ト・侵食防止材 日新産業

ソイルテクターＰ２０ Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055865
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソイルテクターＭ 幅１×長５ｍ　ポリエチレンネット 植生マット・侵
食防止材 日新産業

ソイルテクターＭ Ｗ１×Ｌ５ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429055870
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソイルテクターＬ 幅１×長３ｍ　ポリエチレンネット 植生マット・侵
食防止材 日新産業

ソイルテクターＬ Ｗ１×Ｌ３ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058572
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キッコウソイルテクターＮ 幅１×長２５ｍ　ポリエチレンネット 植生
シート・侵食防止材 日新産業

キッコウソイルテクターＮ Ｗ１×Ｌ２５ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058574
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キッコウソイルテクターＳ 幅１×長２５ｍ　ポリエチレンネット 植生
シート・侵食防止材 日新産業

キッコウソイルテクターＳ Ｗ１×Ｌ２５ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058566
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キッコウソイルテクターＰ５０ 幅１×長１０ｍ　ポリエチレンネット
植生マット・侵食防止材 日新産業

キッコウソイルテクターＰ５０ Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058576
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キッコウソイルテクターＰ２０ 幅１×長１０ｍ　ポリエチレンネット
植生マット・侵食防止材 日新産業

キッコウソイルテクターＰ２０ Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058578
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キッコウソイルテクターＭ 幅１×長５ｍ　ポリエチレンネット 植生
マット・侵食防止材 日新産業

キッコウソイルテクターＭ Ｗ１×Ｌ５ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058580
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キッコウソイルテクターＬ 幅１×長３ｍ　ポリエチレンネット 植生
マット・侵食防止材 日新産業

キッコウソイルテクターＬ Ｗ１×Ｌ３ｍ ｍ２ 433 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050380
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート アサシバ 幅１×長２０ｍ　麻（ジュート）　ネット付き 植生シート
日本植生

アサシバ Ｗ１×Ｌ２０ｍ　麻（ジュート） ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050270
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート カンガルーマット 幅１×長１０ｍ　植生基材マット　基材袋Ｐ－３０
植生マット 日本植生

カンガルーマット Ｗ１×Ｌ１０ｍ　植生基材マット ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050285
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート カンガルーマット２１ 幅１×長１０ｍ　植生基材マット　基材袋Ｐ－
２５ 植生マット 日本植生

カンガルーマット２１ Ｗ１×Ｌ１０ｍ　植生基材マット ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050386
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート カンガルーマット２１－Ｋ 幅１×長５ｍ　植生基材マット　基材袋Ｐ
－２５　亀甲金網付き 植生マット 日本植生

カンガルーマット２１－Ｋ Ｗ１×Ｌ５ｍ　植生基材マット ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050388
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート カンガルーマット２１－Ｒ 幅１×長５ｍ　植生基材マット　基材袋Ｐ
－２５　菱形金網付き 植生マット 日本植生

カンガルーマット２１－Ｒ Ｗ１×Ｌ５ｍ　植生基材マット ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050286
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガンバンマットⅠ型 幅１×長３ｍ　植生基材マット　基材袋Ｐ－１０
植生マット 日本植生

ガンバンマット１型 Ｗ１×Ｌ３ｍ　植生基材マット ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050288
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガンバンマットⅡ型 幅１×長５ｍ　植生基材マット　基材袋Ｐ－２０
植生マット 日本植生

ガンバンマット２型 Ｗ１×Ｌ５ｍ　植生基材マット ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050335
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート グリーンフォーマット 幅１×長５ｍ　Ｔ３０　間伐材入 植生マット
日本植生

グリーンフォーマット Ｗ１×Ｌ５ｍ　Ｔ３０　間伐材入 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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のり面緑化材―ブランド品― 1429050340
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート グリーンフォーマット 幅１×長３ｍ　Ｔ５０　間伐材入 植生マット
日本植生

グリーンフォーマット Ｗ１×Ｌ３ｍ　Ｔ５０　間伐材入 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050360
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート グリーンフォーマット 幅１×長２ｍ　メガタイプ　間伐材入 植生マッ
ト 日本植生

グリーンフォーマット Ｗ１×Ｌ２ｍメガタイプ間伐材入 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050312
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 森樹郎マット 幅１×長１０ｍ　間伐材付き植生マット　肥料袋付きＰ
－５０ 植生マット 日本植生

森樹郎マット Ｗ１×Ｌ１０ｍ　植生マット ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050345 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート かまくらマット 幅１×長１０ｍ　亀甲金網付き 植生マット 日本植生 かまくらマット Ｗ１×Ｌ１０ｍ　亀甲金網付 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050350
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート かまくらマット 幅１×長１０ｍ　亀甲金網付き　肥料袋付き 植生マッ
ト 日本植生

かまくらマット Ｗ１×Ｌ１０ｍ亀甲金網肥料袋付 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050760
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシート３０ 幅１×長１０ｍ　種子肥料無し　土壌改良材無し
目付３０ｇ 植生シート・侵食防止材 日本植生

ドレーンシート３０ 肥料無　改良材無 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050762
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシート４５ 幅１×長１０ｍ　種子肥料無し　土壌改良材無し
目付４５ｇ 植生シート・侵食防止材 日本植生

ドレーンシート４５ 肥料無　改良材無 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050764
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシート４５－Ｋ 幅１×長１０ｍ　種子肥料無し　土壌改良材
無し　目付４５ｇ　亀甲金網付 植生シート・侵食防止材 日本植生

ドレーンシート４５－Ｋ 肥料無　改良材無　亀甲金網付 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050766
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートＨＡ３０ 幅１×長１０ｍ　種子肥料有り　土壌改良材
１００ｇ　目付３０ｇ 植生シート・侵食防止材 日本植生

ドレーンシートＨＡ３０ 肥料有　改良材１００ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050768
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートＨＡ４５ 幅１×長１０ｍ　種子肥料有り　土壌改良材
１００ｇ　目付４５ｇ 植生シート・侵食防止材 日本植生

ドレーンシートＨＡ４５ 肥料有　改良材１００ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050770
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートＨＡ４５－Ｋ 幅１×長１０ｍ　種子肥料有り　土壌改
良材１００ｇ　目付４５ｇ　亀甲金網付 植生シート・侵食防止材 日本植生

ドレーンシートＨＡ４５－Ｋ 肥料有　改良材１００亀甲金網付 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050772
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートＭ３０ 幅１×長１０ｍ　種子肥料有り　土壌改良材５
００ｇ　目付３０ｇ 植生マット・侵食防止材 日本植生

ドレーンシートＭ３０ 肥料有　改良材５００ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050774
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートＭ４５ 幅１×長１０ｍ　種子肥料有り　土壌改良材５
００ｇ　目付４５ｇ 植生マット・侵食防止材 日本植生

ドレーンシートＭ４５ 肥料有　改良材５００ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050776
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートＭ４５－Ｋ 幅１×長１０ｍ　種子肥料有り　土壌改良
材５００ｇ　目付４５ｇ　亀甲金網付 植生マット・侵食防止材 日本植生

ドレーンシートＭ４５－Ｋ 肥料有　改良材５００亀甲金網付 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050778
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートＭ３０－Ⅰ 幅１×長１０ｍ　種子肥料有り　土壌改良
材１１００ｇ　目付３０ｇ 植生マット・侵食防止材 日本植生

ドレーンシートＭ３０－１ 肥料有　改良材１１００ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050780
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートＭ４５－Ⅰ 幅１×長１０ｍ　種子肥料有り　土壌改良
材１１００ｇ　目付４５ｇ 植生マット・侵食防止材 日本植生

ドレーンシートＭ４５－１ 肥料有　改良材１１００ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050782
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートＭ４５－Ⅰ－Ｋ 幅１×長１０ｍ　種子肥料有り　土壌
改良材１１００ｇ　目付４５ｇ　亀甲金網付 植生マット・侵食防止材 日本植生

ドレーンシートＭ４５－１－Ｋ 肥料有改良材１１００亀甲金網付 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050784
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートＭ４５－Ⅱ 幅１×長１０ｍ　種子肥料有り　土壌改良
材２０００ｇ　目付４５ｇ 植生マット・侵食防止材 日本植生

ドレーンシートＭ４５－２ 肥料有　改良材２０００ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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のり面緑化材―ブランド品― 1429050786
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートＭ４５－Ⅱ－Ｋ 幅１×長１０ｍ　種子肥料有り　土壌
改良材２０００ｇ　目付４５ｇ　亀甲金網付 植生マット・侵食防止材 日本植生

ドレーンシートＭ４５－２－Ｋ 肥料有改良材２０００亀甲金網付 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050788
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートＭ４５－Ⅲ 幅１×長５ｍ　種子肥料有り　土壌改良材
３０００ｇ　目付４５ｇ 植生マット・侵食防止材 日本植生

ドレーンシートＭ４５－３ 肥料有　改良材３０００ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050790
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートＭ４５－Ⅲ－Ｋ 幅１×長５ｍ　種子肥料有り　土壌改
良材３０００ｇ　目付４５ｇ　亀甲金網付 植生マット・侵食防止材 日本植生

ドレーンシートＭ４５－３－Ｋ 肥料有改良材３０００亀甲金網付 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050233 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ハリシバスピーダー 幅１×長１０ｍ 植生マット 日本植生 ハリシバスピーダー Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050355
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 飛来ステーション 幅１×長１０ｍ　自然侵入促進植生マット 植生マッ
ト 日本植生

飛来ステーション Ｗ１×Ｌ１０ｍ　植生マット ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050357
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート 飛来ステーションⅡ型 幅１×長１０ｍ　自然侵入促進植生マット 植生
マット 日本植生

飛来ステーション２型 Ｗ１×Ｌ１０ｍ　植生マット ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100430
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート フクイ植生ネット Ｐ－８　８×１２ｍｍ　ポリエチレン製 繊維ネット
福井ファイバーテック

フクイ植生ネット Ｐ－８　８×１２ｍｍ　ポリ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100435
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート フクイ植生ネット Ｐ－１２　１２×１２ｍｍ　ポリエチレン製 繊維
ネット 福井ファイバーテック

フクイ植生ネット Ｐ－１２　１２×１２ｍｍ　ポリ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100440
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート フクイ植生ネット Ｐ－２０　２０×２５ｍｍ　ポリエチレン製 繊維
ネット 福井ファイバーテック

フクイ植生ネット Ｐ－２０　２０×２５ｍｍ　ポリ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100470
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ストローシート６０Ｚ（亀甲金網付） ＳＳ－６０Ｚ　幅１×長１０ｍ
間伐材使用 植生マット 前田工繊

ストローシート６０Ｚ亀甲金網付 ＳＳ－６０Ｚ　Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100467
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ストローシート５０（亀甲金網付） ＳＳ－５０　幅１×長１０ｍ　間
伐材使用 植生マット 前田工繊

ストローシート５０　亀甲金網付 ＳＳ－５０　Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100472
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ダイヤスチールマットＧ（菱形金網付） ＤＭ－Ｇ　幅１×長６ｍ　間
伐材使用 植生マット 前田工繊

ダイヤスチールマットＧ ＤＭ－Ｇ　Ｗ１×Ｌ６ｍ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058220
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ワイヤーストロー１０００（亀甲金網付） ＷＳ－１０００　幅１×長
１０ｍ　間伐材使用 植生マット 前田工繊

ワイヤーストロー１０００ ＷＳ－１０００　Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058225
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ストローキャッチャー５１０ ＳＣ－５１０　幅１×長８ｍ　間伐材使
用 植生マット 前田工繊

ストローキャッチャー５１０ ＳＣ－５１０　Ｗ１×Ｌ８ｍ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058230
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガードレイン　タイプＲ ＧＳ－ＲＳ　幅１×長２５ｍ 植生シート・植
生マット・侵食防止材 前田工繊

ガードレイン　タイプＲ ＧＳ－ＲＳ　１×２５ｍ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058235
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガードレイン　タイプＲ ＧＳ－ＲＳＫ　幅１×長１０ｍ 植生シート・
植生マット・侵食防止材 前田工繊

ガードレイン　タイプＲ ＧＳ－ＲＳＫ　１×１０ｍ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058241
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガードレイン　タイプＳＧ ＧＳ－ＳＧ－０５Ｓ　幅１×長１０ｍ 植生
マット・侵食防止材 前田工繊

ガードレイン　タイプＳＧ ＧＳ－ＳＧ－０５Ｓ　１×１０ｍ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429058246
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガードレイン　タイプＳＧ ＧＳ－ＳＧ－１０Ｓ　幅１×長１０ｍ 植生
マット・侵食防止材 前田工繊

ガードレイン　タイプＳＧ ＧＳ－ＳＧ－１０Ｓ　１×１０ｍ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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のり面緑化材―ブランド品― 1429057305
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソイルコット １００％綿シート　幅１．１×５０ｍ 植生シート 丸三
産業

ソイルコット　１００％綿シート Ｗ１．１×５０ｍ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050450
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ロンケットデアグリーン 幅１×長１５ｍ　自然分解型張芝（ワラ付）
植生シート ロンタイ

ロンケットデアグリーン Ｗ１×Ｌ１５ｍ　自然分解型 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050415
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート モスケット 幅１．０７ｍ×長１０ｍ　ネット・ワラ付張芝 植生シート
ロンタイ

モスケット Ｗ１．０７×Ｌ１０ｍ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050480
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート シロクマットｔ－２０ 幅１×長３ｍ　硬質土壌用（ヤシネット付） 植
生マット ロンタイ

シロクマット　ｔ－２０ Ｗ１×Ｌ３ｍ　硬質土壌用 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050455
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート シロクマットｔ－３０ 幅１×長３ｍ　軟岩Ⅰ・硬質土壌用（ヤシネッ
ト付） 植生マット ロンタイ

シロクマット　ｔ－３０ Ｗ１×Ｌ３ｍ軟岩１・硬質土壌用 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050460
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート シロクマットｔ－５０ 幅１×長３ｍ　軟岩Ⅰ・硬質土壌用（ヤシネッ
ト付） 植生マット ロンタイ

シロクマット　ｔ－５０ Ｗ１×Ｌ３ｍ軟岩１・硬質土壌用 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050465
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ロンケットスパイダー 幅１×長２０ｍ　吸水袋付 植生マット ロンタ
イ

ロンケットスパイダー Ｗ１×Ｌ２０ｍ　吸水袋付 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050445
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ロンケットオーガ 幅１×長１５ｍ　自然分解型（ワラ・ネット付） 植
生シート ロンタイ

ロンケットオーガ Ｗ１×Ｌ１５ｍ　自然分解型 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050482
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キルケットＳ型 幅１×長２５ｍ　（種子あり）　侵食防止張芝 植生
シート・侵食防止材 ロンタイ

キルケットＳ型 Ｗ１×Ｌ２５ｍ　種子あり ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1913034802
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キルケットＳ型 幅１×長２５ｍ　（種子なし）　侵食防止張芝 植生
シート・侵食防止材 ロンタイ

キルケットＳ型 Ｗ１×Ｌ２５ｍ　種子なし ｍ２ 434 ○ ○ 1913 土木工事用シート

のり面緑化材―ブランド品― 1429050494
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キルケットＭ２型 幅１×長１０ｍ　侵食防止用植生マット 植生マッ
ト・侵食防止材 ロンタイ

キルケットＭ２型 Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050496
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キルケットＭ５型 幅１×長１０ｍ　侵食防止用植生マット 植生マッ
ト・侵食防止材 ロンタイ

キルケットＭ５型 Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050498
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート キルケットＭ１０型 幅１×長１０ｍ　侵食防止用植生マット 植生マッ
ト・侵食防止材 ロンタイ

キルケットＭ１０型 Ｗ１×Ｌ１０ｍ ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050440
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ロンケットモスアナ 幅１×長１０ｍ　在来種育成型（ワラ付） 植生
マット ロンタイ

ロンケットモスアナ Ｗ１×Ｌ１０ｍ　在来種育成型 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050484
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ロンケットＤＸ　２型 幅１×長１０ｍ　硬質土壌用 植生マット ロン
タイ

ロンケットＤＸ　２型 Ｗ１×Ｌ１０ｍ　硬質土壌用 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050486
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ロンケットＤＸ　３型 幅１×長１０ｍ　軟岩Ⅰ・硬質土壌用 植生マッ
ト ロンタイ

ロンケットＤＸ　３型 Ｗ１×Ｌ１０ｍ軟岩１硬質土壌用 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050488
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ロンケットＤＸ　４型 幅１×長５ｍ　軟岩Ⅰ・硬質土壌用 植生マット
ロンタイ

ロンケットＤＸ　４型 Ｗ１×Ｌ５ｍ軟岩１・硬質土壌用 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050490
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ロンケットキーパー 幅１×長２０ｍ　ワラ不織布付張芝 植生シート・
侵食防止材 ロンタイ

ロンケットキーパー Ｗ１×Ｌ２０ｍワラ不織布付張芝 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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のり面緑化材―ブランド品― 1429050492
人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ロンネット風来坊 幅１×長１０ｍ　自然侵入促進型 繊維ネット ロン
タイ

ロンネット風来坊 Ｗ１×Ｌ１０ｍ　自然侵入促進型 ｍ２ 434 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050225 編柵 ソイルコ 幅５０×長５００ｃｍ 日本植生 ソイルコ Ｗ５０×Ｌ５００ｃｍ ｍ 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050218 編柵 ソイルフェンス 縦３７×横１００ｃｍ 日本植生 ソイルフェンス 縦３７×横１００ｃｍ ｍ 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429090140
ネット抑え金具・検測ピン ウイングアンカー 羽根板付アンカーφ１６　Ｌ＝５００ｍｍ イビデングリーンテック，マ
キノグリーン

検測ピン　ウイングアンカー 径１６　Ｌ＝５００ｍｍ羽根板付 本 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429090150 ネット抑え金具・検測ピン フィットスペーサー Ｆ－１００　高１００ｍｍ ササノ合成 検測ピン　フィットスペーサー Ｆ－１００　Ｈ１００ｍｍ 個 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429090160 ネット抑え金具・検測ピン プラピン Ｐ－２００　長２００ｍｍ ササノ合成 検測ピン　プラピン Ｐ－２００　Ｌ２００ｍｍ 本 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100305 ネット抑え金具・検測ピン リブネット４型 ３６０×６００ｍｍ 高特 リブネット４型 ３６０×６００ｍｍ 組 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100495 ネット抑え金具・検測ピン リブネットワイド ４５０×１，６００ｍｍ 安全マット付 高特 リブネットワイド ４５０×１６００ｍｍ 組 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100317
ネット抑え金具・検測ピン リブネットＦＭ型 Ｈ＝３００　亜鉛めっき 安全マット・給水マット・コンクリートアン
カー付 高特

リブネットＦＭ型 Ｈ＝３００　亜鉛めっき ｍ 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429057102 ネット抑え金具・検測ピン フクラススペーサー Ｆ－３０　高３０ｍｍ 福岡帝国金網工業 フクラススペーサー Ｆ－３０　Ｈ３０ｍｍ 個 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429057104 ネット抑え金具・検測ピン フクラススペーサー Ｆ－４０　高４０ｍｍ 福岡帝国金網工業 フクラススペーサー Ｆ－４０　Ｈ４０ｍｍ 個 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429057106 ネット抑え金具・検測ピン フクラススペーサー Ｆ－５０　高５０ｍｍ 福岡帝国金網工業 フクラススペーサー Ｆ－５０　Ｈ５０ｍｍ 個 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429057108 ネット抑え金具・検測ピン フクラススペーサー Ｆ－７０　高７０ｍｍ 福岡帝国金網工業 フクラススペーサー Ｆ－７０　Ｈ７０ｍｍ 個 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429057110 ネット抑え金具・検測ピン フクラススペーサー Ｆ－８０　高８０ｍｍ 福岡帝国金網工業 フクラススペーサー Ｆ－８０　Ｈ８０ｍｍ 個 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100480 ネット抑え金具・検測ピン セーフティネイル Ｆ型　ＦＯＳ　φ９×２００×３０ｍｍ 福岡帝国金網工業 セーフティネイル Ｆ型　ＦＯＳ　径９ｍｍ 本 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100500 ネット抑え金具・検測ピン セーフティネイル Ｆ型　ＦＯＳ　φ１３×４００×４０ｍｍ 福岡帝国金網工業 セーフティネイル Ｆ型ＦＯＳ　径１３×４００ｍｍ 本 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100505 ネット抑え金具・検測ピン セーフティネイル Ｆ型　ＦＯＳ　φ１３×６００×６０ｍｍ 福岡帝国金網工業 セーフティネイル Ｆ型ＦＯＳ　径１３×６００ｍｍ 本 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100483 ネット抑え金具・検測ピン セーフティネイル Ｆ型　ＦＯＳ　φ１６×４００×５０ｍｍ 福岡帝国金網工業 セーフティネイル Ｆ型　ＦＯＳ　径１６ｍｍ 本 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材
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のり面緑化材―ブランド品― 1429100484 ネット抑え金具・検測ピン セーフティネイル Ｇ型　ＧＯＮ　５×１５０ｍｍ 福岡帝国金網工業 セーフティネイル Ｇ型　ＧＯＮ　径５ｍｍ 本 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100510 ネット抑え金具・検測ピン セーフティネイル Ｓ型　ＳＯＤ　Ｄ１０×４００ｍｍ 福岡帝国金網工業 セーフティネイル Ｓ型ＳＯＤ　Ｄ１０×４００ｍｍ 本 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429100515 ネット抑え金具・検測ピン セーフティネイル Ｓ型　ＳＯＤ　Ｄ１６×７５０ｍｍ 福岡帝国金網工業 セーフティネイル Ｓ型ＳＯＤ　Ｄ１６×７５０ｍｍ 本 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429095020 ネット抑え金具・検測ピン ソイルストッパー ５０×４５０ｍｍ　急傾斜法面緑化用 富士見工業 検測ピン　ソイルストッパー ５０×４５０ｍｍ急傾斜法面緑化 枚 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429095010 ネット抑え金具・検測ピン ソイルストッパー ８０×４５０ｍｍ　急傾斜法面緑化用 富士見工業 検測ピン　ソイルストッパー ８０×４５０ｍｍ急傾斜法面緑化 枚 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050750 のり面緑化関連部材 植栽ワッシャーテープ グリーンフィールド 植栽ワッシャーテープ セット 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429059555 のり面緑化関連部材 バスケットプランター Ｎ－１５０　４５０×３００×１５００ｍｍ 高特 バスケットプランターＮ－１５０ ４５０×３００×１５００ｍｍ 基 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050752 のり面緑化関連部材 グリーンフリューム Ｍ１０００　幅１．０ｍ×長４．０ｍ 日新産業 グリーンフリューム　Ｍ１０００ Ｗ１ｍ×Ｌ４ｍ ｍ 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050754 のり面緑化関連部材 グリーンフリューム Ｍ１３００　幅１．３ｍ×長３．０ｍ 日新産業 グリーンフリューム　Ｍ１３００ Ｗ１．３ｍ×Ｌ３ｍ ｍ 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429050756 のり面緑化関連部材 グリーンフリューム Ｍ１５００　幅１．５ｍ×長２．０ｍ 日新産業 グリーンフリューム　Ｍ１５００ Ｗ１．５ｍ×Ｌ２ｍ ｍ 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429052717 のり面緑化関連部材 ナエキチ ５００×４００×１１０ｍｍ 日本植生 ナエキチ ５００×４００×１１０ｍｍ 袋 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429052718 のり面緑化関連部材 リョッカースイロ 幅１×長２ｍ　緑化水路用植生マット吸出し防止材付き 日本植生 リョッカースイロ Ｗ１×Ｌ２ｍ ｍ２ 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429059505 のり面緑化関連部材 緑化水路盤 Ａ型　７４５×９１４ｍｍ 日本林業土木 緑化水路盤 Ａ型　７４５×９１４ｍｍ 枚 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429059510 のり面緑化関連部材 緑化水路盤 Ｂ型　１，６１０×９１４ｍｍ 日本林業土木 緑化水路盤 Ｂ型　１６１０×９１４ｍｍ 枚 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材―ブランド品― 1429059515 のり面緑化関連部材 緑化水路盤 Ｃ型　１，０００×９１４ｍｍ 日本林業土木 緑化水路盤 Ｃ型　１０００×９１４ｍｍ 枚 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

水辺緑化資材―ブランド品― 1401130030 水辺緑化資材 吸い出し防止材ＣＰ１０ ２ｍ×１０ｍ ウエスコットイースト 水辺・湿地緑化材 吸い出し防止ＣＰ１０　２×１０ ｍ２ 435 ○ ○ 1401 植栽材料

水辺緑化資材―ブランド品― 1401130060 水辺緑化資材 バイオログ φ３００ｍｍ×２ｍ ウエスコットウエスト 水辺・湿地緑化材 バイオログ　径３００ｍｍ×２ｍ ｍ 435 ○ ○ 1401 植栽材料

水辺緑化資材―ブランド品― 1401130010 水辺緑化資材 バイオログ φ４００ｍｍ×４ｍ ウエスコットウエスト 水辺・湿地緑化材 バイオログ　径４００ｍｍ×４ｍ ｍ 435 ○ ○ 1401 植栽材料
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水辺緑化資材―ブランド品― 1429054102 水辺緑化資材 ベストマンロール ＢＲ３０３　φ０．３×Ｌ３ｍ エスペックミック ベストマンロール　ＢＲ３０３ 径０．３×Ｌ３ｍ ｍ 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

水辺緑化資材―ブランド品― 1429053315 水辺緑化資材 パームロール Ｒ－３０　径３００ｍｍ×長２ｍ 田中 パームロール Ｒ－３０　径３００ｍｍ×Ｌ２ｍ ｍ 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

水辺緑化資材―ブランド品― 1429053320 水辺緑化資材 パームロール Ｒ－５０　径５００ｍｍ×長２ｍ 田中 パームロール Ｒ－５０　径５００ｍｍ×Ｌ２ｍ ｍ 435 ○ ○ 1429 のり面緑化材

芝 1425010010 野芝 半土付き 野芝 半土付き ｍ２ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

芝 1425020010 高麗芝 半土付き 高麗芝 半土付き ｍ２ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

芝 1425030010 芝串 １００本束 芝串 １００本束 束 436 ○ ○ 1425 芝・種子

芝 1425040010 西洋芝 ティフトン芝 西洋芝 ティフトン芝 ブッシェル 436 ○ ○ 1425 芝・種子

芝 1425110010 栽培土工芝 栽培土工芝 栽培土工芝 ｍ２ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

芝―ブランド品― 1425040020 芝 ヴァイアターフ 筋植芝１５ｃｍピッチ　１ブッシェル２５ｍ２ 奥アンツーカ 西洋芝　ヴァイアターフ 筋植芝　１５ｃｍピッチ ｍ２ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

芝―ブランド品― 1425022010 芝 ウィンターフィールド 高麗芝系（ソッド） 住友林業緑化 高麗芝　ウィンターフィールド ソッド ｍ２ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

芝―ブランド品― 1425040080 芝 ネット芝ゴーローン 野芝，高麗芝，バミューダ ゾイシアンＪ，ニチノー緑化 西洋芝　ネット芝ゴーローン 野芝　高麗芝　バミューダ ｍ２ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

芝―ブランド品― 1425040090 芝 ネット芝ゴーローン エルトロ ゾイシアンＪ，ニチノー緑化 西洋芝　ネット芝ゴーローン エルトロ ｍ２ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

芝―ブランド品― 1425040100 芝 グラウンドグラス 筋植芝１５ｃｍピッチ　１ブッシェル２５ｍ２ 中京スポーツ施設 西洋芝　グラウンドグラス 筋植芝　１５ｃｍピッチ ｍ２ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

芝―ブランド品― 1425012050 芝 グリーンバードＪ ３７．１×３０ｃｍ×９枚 チュウブ 野芝　グリーンバードＪ ３７．１×３０ｃｍ×９枚 ｍ２ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

芝―ブランド品― 1425040130 芝 エルトロＥロール 幅０．５×長２ｍ ニチノー緑化 西洋芝　エルトロＥロール Ｗ０．５×Ｌ２ｍ ｍ２ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

芝―ブランド品― 1425040140 芝 ビクトール 幅０．５×長２ｍ ニチノー緑化 西洋芝　ビクトール Ｗ０．５×Ｌ２ｍ ｍ２ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

芝―ブランド品― 1425012035 芝 グリットシーバー ＧＳ－８　０．９×２．８ｍ（芝部）　野芝付き 高温期の保冷車による運搬費は別途 日本植生 野芝　グリットシーバー ＧＳ－８　０．９×２．８ｍ芝部 ｍ２ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

芝―ブランド品― 1425012010 芝 キリシマターフ ３７．１×３０ｃｍ×９枚 ハヤシ 野芝　キリシマターフ ３７．１×３０ｃｍ×９枚 ｍ２ 436 ○ ○ 1425 芝・種子
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芝―ブランド品― 1425040110 芝 フェニックスターフソッド ３７．５×３０ｃｍ×９枚 フェニックスリゾート 西洋芝　フェニックスターフ ソッド３７．５×３０ｃｍ×９枚 ｍ２ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070110 種子 イタリアンライグラス 種子　イタリアンライグラス ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070050 種子 オーチャードグラス 種子　オーチャードグラス ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070052 種子 クリーピングベントグラス ペンクロス 種子　クリーピングベントグラス ペンクロス ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070080 種子 クリーピングレッドフェスク 種子クリーピングレッドフェスク ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070070 種子 ケンタッキーブルーグラス 種子　ケンタッキーブルーグラス ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070040 種子 コロニアルベントグラス ハイランド 種子　コロニアルベントグラス ハイランド ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070010 種子 シロクローバ 種子　シロクローバ ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070190 種子 トールフェスク 種子　トールフェスク ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070192 種子 ハードフェスク 種子　ハードフェスク ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425075080 種子 バヒアグラス 種子　バヒアグラス ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070100 種子 バミューダグラス 種子　バミューダグラス ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070090 種子 ペレニアルライグラス 種子　ペレニアルライグラス ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070042 種子 メドウフェスク 種子　メドウフェスク ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070060 種子 レッドトップ 種子　レッドトップ ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070170 種子 イタドリ 種子　イタドリ ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070180 種子 エニシダ 種子　エニシダ ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425075040 種子 コマツナギ 種子　コマツナギ ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子
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種子 1425070140 種子 メドハギ 種子　メドハギ ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070130 種子 ヤシャブシ 種子　ヤシャブシ ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070132 種子 ヤハズソウ 種子　ヤハズソウ ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070150 種子 ヤマハギ 種子　ヤマハギ ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

種子 1425070120 種子 ヨモギ 種子　ヨモギ ｋｇ 436 ○ ○ 1425 芝・種子

配合種子―ブランド品― 1425090060 配合種子 レミディシーズ 配合調整種子　落葉型－Ⅱ 東興ジオテック 配合調整種子 レミディシーズ　落葉型－２ 袋 436 ○ ○ 1425 芝・種子

配合種子―ブランド品― 1425090070 配合種子 レミディシーズ 配合調整種子　常緑内陸型－Ⅰ 東興ジオテック 配合調整種子 レミディシーズ　常緑内陸型１ 袋 436 ○ ○ 1425 芝・種子

配合種子―ブランド品― 1425090080 配合種子 レミディシーズ 配合調整種子　常緑内陸型－Ⅱ 東興ジオテック 配合調整種子 レミディシーズ　常緑内陸型２ 袋 436 ○ ○ 1425 芝・種子

肥料 1427010010 肥料 高度化成 １５－１５－１５　２０ｋｇ 各社 高度化成肥料 １５－１５－１５　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料 1427010020 肥料 普通化成 ８－８－８　２０ｋｇ 各社 普通化成肥料 ８－８－８　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料 1427020010 肥料 尿素 窒素４６％　２０ｋｇ 各社 窒素肥料　尿素 窒素４６％　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料 1427020020 肥料 硫安 窒素２１％　２０ｋｇ 各社 窒素肥料　硫安 窒素２１％　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料 1427020030 肥料 塩安 窒素２５％　２０ｋｇ 各社 窒素肥料　塩安 窒素２５％　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料 1427040010 肥料 塩化加里 加里６０％　２０ｋｇ 各社 加里肥料　塩化加里 加里６０％　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料 1427040020 肥料 硫酸加里 加里５０％　２０ｋｇ 各社 加里肥料　硫酸加里 加里５０％　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料 1427050015 肥料 油かす 菜種　２０ｋｇ 各社 有機質肥料　油かす 菜種　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010505 高度化成 グリーンマップＧ（ＭＳ） ６－３６－６－１６（苦土）　１．４～３．０ｍｍ　９ｋｇ 出光興産 高度化成グリーンマップＧ　ＭＳ ６－３６－６－１６（苦土） 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010510 高度化成 グリーンマップＧ（ＳＳ） ６－３６－６－１６（苦土）　０．６～１．３ｍｍ　９ｋｇ 出光興産 高度化成グリーンマップＧ　ＳＳ ６－３６－６－１６（苦土） 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料
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肥料―ブランド品― 1427010240 高度化成 このはな印ＵＦ化成 １６－１０－１４　ホルム窒素入り　２０ｋｇ 住友化学 高度化成　このはな印ＵＦ化成 １６－１０－１４　ホルム窒素入 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010190 高度化成 グリーンパイルラージ 樹木専用打込み肥料 ジェイカムアグリ 高度化成　グリーンパイルラージ 樹木専用打込み肥料 本 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427060010 高度化成 ハイコントロール６５０ １６－５－１０　被覆肥料　１０ｋｇ ジェイカムアグリ 高度化成ハイコントロール６５０ １６－５－１０　被覆肥料 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010400 高度化成 ハイコントロール０８５ １０－１８－１５＋総合微量要素　１０ｋｇ ジェイカムアグリ 高度化成ハイコントロール０８５ １０－１８－１５＋総合微量要素 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010450 高度化成 ハイコントロールオール１０ １０－１０－１０－１０（Ｃａ）　１０ｋｇ ジェイカムアグリ 高度ハイコントロールオール１０ １０－１０－１０－１０（Ｃａ） 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010100 高度化成 バーディグリーン １６－１０－１４（緩効性）　２０ｋｇ ジェイカムアグリ 高度化成　バーディグリーン １６－１０－１４（緩効性） 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010110 高度化成 バーディーラージ １０－１０－１０－１　２０ｋｇ ジェイカムアグリ 高度化成　バーディーラージ １０－１０－１０－１　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427090492 高度化成 ニチリンパワー１号 １０－１０－１０－１　緩効性　２０ｋｇ 日本林業肥料 高度化成　ニチリンパワー１号 １０－１０－１０－１　緩効性 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427070015 高度化成 微粉ハイポネックス ６．５－６－１９　２５ｋｇ ハイポネックスジャパン 高度化成　微粉ハイポネックス ６．５－６－１９　２５ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427060035 高度化成 マグァンプＫ ６－４０－６－１５（Ｍｇ）　２０ｋｇ ハイポネックスジャパン 高度化成　マグァンプＫ ６－４０－６－１５（Ｍｇ） 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427060100 高度化成 ハイアップ２１ １０－１８－１５　２０ｋｇ 富士見工業 高度化成　ハイアップ２１ １０－１８－１５　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427060060 普通化成 ケプラユーキ特０８８ １０－８－８－２　オキサミド入り　２０ｋｇ エムシー・ファーティコム 普通化成　ケプラユーキ特０８８ １０－８－８－２　オキサミド入 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427050090 普通化成 さざなみ 法面用有機ボカシ　２０ｋｇ エムシー・ファーティコム 普通化成　さざなみ 法面用有機ボカシ　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010380 普通化成 ダイヤアミノ 動植物アミノ酸肥料　２０ｋｇ エムシー・ファーティコム 普通化成　ダイヤアミノ 動植物アミノ酸肥料　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010080 普通化成 ウッドエース ２３－２－０　１５ｋｇ ジェイカムアグリ 普通化成　ウッドエース ２３－２－０　１５ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010090 普通化成 ウッドエース４号 １２－６－６－２（苦土）　１５ｋｇ ジェイカムアグリ 普通化成　ウッドエース４号 １２－６－６－２（苦土） 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010300 普通化成 グリーンフード １４－８－６－５（苦土）　１５ｋｇ 東邦レオ 普通化成　グリーンフード １４－８－６－５（苦土） 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010040 普通化成 ちから１号 ６－４－３　粒状固形　１５ｋｇ 日本林業肥料 普通化成　ちから１号 ６－４－３　粒状固形　１５ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料
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肥料―ブランド品― 1427010200 普通化成 ちから３号 ３－６－４　粒状固形　１５ｋｇ 日本林業肥料 普通化成　ちから３号 ３－６－４　粒状固形　１５ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010070 普通化成 ピートボール １２－８－６　固形肥料　２０ｋｇ 日本林業肥料 普通化成　ピートボール １２－８－６　固形肥料２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010415 普通化成 マウントキングＳ １２－６－６－２（苦土）固形　１５ｋｇ 日本林業肥料 普通化成　マウントキングＳ １２－６－６－２（苦土）固形 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010430 普通化成 まるしば１号 ６－５－３　粒状固形肥料　２０ｋｇ 日本林業肥料 普通化成　まるしば１号 ６－５－３　粒状固形肥料 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010050 普通化成 まるやま１号 ６－４－３　固形肥料　２０ｋｇ 日本林業肥料 普通化成　まるやま１号 ６－４－３　固形肥料　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010060 普通化成 まるやま３号 ３－６－４　固形肥料　２０ｋｇ 日本林業肥料 普通化成　まるやま３号 ３－６－４　固形肥料　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010470 普通化成 新まるやま特号 １２－８－６　粒状固形　１５ｋｇ 日本林業肥料 普通化成　新まるやま特号 １２－８－６　粒状固形１５ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010480 普通化成 新まるやま特３号 ６－１２－８　粒状固形　１５ｋｇ 日本林業肥料 普通化成　新まるやま特３号 ６－１２－８　粒状固形１５ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427050120 油かす 醗酵固型油かす花ごころ ４－５－１　大粒　１０ｋｇ 花ごころ 油かす　醗酵固型油かす花ごころ ４－５－１　大粒　１０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010270 その他肥料 ハイグリーン 総合微量要素肥料　１５ｋｇ エムシー・ファーティコム その他肥料　ハイグリーン 総合微量要素肥料　１５ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427020040 その他肥料 ミクレア 尿素ポリマー（粉）　２０ｋｇ エムシー・ファーティコム その他肥料　ミクレア 尿素ポリマー（粉）２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427020050 その他肥料 ミクレア粒状 尿素ポリマー（普通粒）　２０ｋｇ エムシー・ファーティコム その他肥料　ミクレア粒状 尿素ポリマー　普通粒　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427020060 その他肥料 ミクレアＤＺ粒状 尿素ポリマー（細粒）　２０ｋｇ エムシー・ファーティコム その他肥料　ミクレアＤＺ粒状 尿素ポリマー　細粒　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427010220 その他肥料 バーディーリンピ３０ リン酸３０％　２０ｋｇ ジェイカムアグリ その他肥料バーディーリンピ３０ リン酸３０％　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

肥料―ブランド品― 1427090010 その他肥料 有効土壌菌 微生物含有特殊肥料　２０ｋｇ 有効土壌菌研究所 その他肥料　有効土壌菌 微生物含有特殊肥料　２０ｋｇ 袋 437 ○ ○ 1427 農薬・肥料

農薬―ブランド品― 1427080090 農薬 オルトランカプセル 打込み型　２５Ｐ×４ 住友化学園芸 農薬　オルトランカプセル 打込み型　２５Ｐ×４ 箱 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

農薬―ブランド品― 1427080020 農薬 スミチオン 殺虫剤　５００ｃｃ 住友化学 農薬　スミチオン 殺虫剤　５００ｃｃ 本 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

農薬―ブランド品― 1427080030 農薬 マラソン 殺虫剤　５００ｃｃ 住友化学 農薬　マラソン 殺虫剤　５００ｃｃ 本 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料
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農薬―ブランド品― 1427080100 農薬 マツグリーン液剤２ 殺虫剤　１０ｌ ニッソーグリーン 農薬　マツグリーン液剤２ 殺虫剤　１０Ｌ 缶 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

農薬―ブランド品― 1427080082 農薬 ダイリーグ粒剤 殺虫剤　１．５ｋｇ×１２袋 大信産業 農薬　ダイリーグ粒剤 殺虫剤　１．５ｋｇ×１２袋 箱 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

農薬―ブランド品― 1427100090 樹勢回復剤ほか キク 植物活着促進剤　１８ｌ 日本林業肥料 キク　植物活着促進剤 １８Ｌ 缶 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

農薬―ブランド品― 1427100120 樹勢回復剤ほか パワーグローＶ 植物活力剤　１０ｌ ハイポネックスジャパン パワーグローＶ　植物活力剤 １０Ｌ セット 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

農薬―ブランド品― 1427090180 樹勢回復剤ほか ワターイン 土壌水分撥水防止剤　２０ｌ ハイポネックスジャパン ワターイン　土壌水分撥水防止剤 ２０Ｌ 缶 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

農薬―ブランド品― 1427100070 樹勢回復剤ほか ＦＨグリーンミネラル 植物活力剤　１０ｋｇ ホートク物産 ＦＨグリーンミネラル植物活力剤 １０ｋｇ 袋 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

農薬―ブランド品― 1427100040 樹勢回復剤ほか メネデール 植物活力素　２０ｌ メネデール メネデール　植物活力素 ２０Ｌ 缶 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

農薬―ブランド品― 1427100045 樹勢回復剤ほか メネデール 樹幹注入液　２５０ｍｌ×３０本 メネデール メネデール　樹幹注入液 ２５０ｍＬ×３０本 セット 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

農薬―ブランド品― 1427100150 樹勢回復剤ほか バイオビリオン 樹木活性剤　液体　１０ｌ 椿産業 バイオビリオン　樹木活性剤 液体　１０Ｌ 缶 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

農薬―ブランド品― 1427100180 樹勢回復剤ほか バイオビリオン 樹木活性剤　ペレット　１０ｋｇ 椿産業 バイオビリオン　樹木活性剤 ペレット　１０ｋｇ 袋 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材 1427090060 土壌改良材 泥炭 カナダ産ピートモス ４Ｃｕｆｔ，復元２００～２２０ｌ カナダ産ピートモス ４Ｃｕｆｔ復元２００～２２０Ｌ 袋 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材 1427090080 土壌改良材 腐葉土 腐葉土 ２０ｌ 腐葉土 ２０Ｌ 袋 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材 1427090070 土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 バーク堆肥 樹皮堆肥（容量４０ｌ）　２０ｋｇ バーク堆肥 樹皮堆肥（４０Ｌ）　２０ｋｇ 袋 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材 1427090530 土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 発酵鶏ふん １５ｋｇ 発酵鶏ふん １５ｋｇ 袋 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090057 土壌改良材 泥炭 サハリンピートモス ６Ｃｕｆｔ，復元約３４０ｌ ニチアス サハリンピートモス ６Ｃｕｆｔ　復元約３４０Ｌ 袋 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091460 土壌改良材 泥炭 ニューテンポロン １０ｋｇ 日東エフシー ニューテンポロン １０ｋｇ 袋 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090270 土壌改良材 泥炭 フモリッチ 有機質土壌改良材　２０ｋｇ 日本林業肥料 フモリッチ 有機質土壌改良材　２０ｋｇ 袋 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090275 土壌改良材 泥炭 粒状フモリンＳ 粒状ピートモス　２０ｋｇ（２７ｌ） 日本林業肥料 粒状フモリンＳ 粒状ピートモス　２０ｋｇ 袋 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料
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土壌改良材―ブランド品― 1427090440 土壌改良材 泥炭 トビモス（飛級） 石灰調整済ＰＨ７　５０ｌ 北海道ピートモス トビモス 飛級　石灰調整済ＰＨ７　５０Ｌ 袋 438 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1429064858 土壌改良材 もみがら堆肥 もみがら堆肥 半鶏ふんもみがら混合　４０ｌ オーガニック もみがら堆肥 半鶏ふんもみがら混合　４０Ｌ 袋 439 ○ ○ 1429 のり面緑化材

土壌改良材―ブランド品― 1427090370 土壌改良材 もみがら堆肥 チャフコン もみ殻堆肥　４０ｌ 住友林業緑化 チャフコン もみ殻堆肥　４０Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091040 土壌改良材 もみがら堆肥 モミライト もみ殻堆肥　４０ｌ ホーネンアグリ モミライト もみ殻堆肥　４０Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090475 土壌改良材 下水汚泥発酵肥料（コンポスト） タテヤマユーキＳ（整粒） 芝生（追肥）用　１５ｋｇ ティーイーエス タテヤマユーキＳ　整粒 芝生（追肥）用　１５ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090470
土壌改良材 下水汚泥発酵肥料（コンポスト） タテヤマユーキ（顆粒） 発酵下水汚泥コンポスト（３～６ｍｍ）　２０
ｋｇ ティーイーエス

タテヤマユーキ　顆粒 発酵下水汚泥　２０ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091470
土壌改良材 下水汚泥発酵肥料（コンポスト） タテヤマユーキ１号（粗粒） 発酵下水汚泥コンポスト　２０ｋｇ
ティーイーエス

タテヤマユーキ１号　粗粒 発酵下水汚泥　２０ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091380 土壌改良材 下水汚泥発酵肥料（コンポスト） エコンポエース 発酵下水汚泥コンポスト　２２ｋｇ 東邦レオ エコンポエース 発酵下水汚泥　２２ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091270 土壌改良材 下水汚泥発酵肥料（コンポスト） グリーンドレッシング２１ 微生物入り　粉状品　２０ｋｇ 富士見工業 グリーンドレッシング２１ 微生物入り　粉状品　２０ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090510 土壌改良材 ゼオライト イズカライト １．０～３．０ｍｍ品　２０ｋｇ イズカ イズカライト １～３ｍｍ品　２０ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090580 土壌改良材 ゼオライト イズカライト １．０～３．０ｍｍを除く整粒品　２０ｋｇ イズカ イズカライト 整粒品　２０ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090940 土壌改良材 ゼオライト ウベゼオライト 島根産整粒　２０ｋｇ 宇部興産建材 ウベゼオライト 島根産整粒　２０ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091310 土壌改良材 ゼオライト ゼオライトＳ ０．１～０．９ｍｍ　２０ｋｇ サン・ゼオライト ゼオライトＳ ０．１～０．９ｍｍ　２０ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091320 土壌改良材 ゼオライト ゼオライトＭ ０．９～１．４ｍｍ　２０ｋｇ サン・ゼオライト ゼオライトＭ ０．９～１．４ｍｍ　２０ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091330 土壌改良材 ゼオライト ゼオライトＬ １．５～３．０ｍｍ　２０ｋｇ サン・ゼオライト ゼオライトＬ １．５～３ｍｍ　２０ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091235 土壌改良材 ゼオライト イタヤゼオライト Ｚ－１２　０．５～２ｍｍ　２０ｋｇ ジークライト イタヤゼオライト　Ｚ－１２ ０．５～２ｍｍ　２０ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091240 土壌改良材 ゼオライト イタヤゼオライト Ｚ－１３　１～３ｍｍ　２０ｋｇ ジークライト イタヤゼオライト　Ｚ－１３ １～３ｍｍ　２０ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090100 土壌改良材 ゼオライト イワミライト ３ｍｍ品　２０ｋｇ 三井金属資源開発 イワミライト ３ｍｍ品　２０ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料
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土壌改良材―ブランド品― 1427090660 土壌改良材 ゼオライト ＭＧイワミライト 硬質整粒品　２０ｋｇ 三井金属資源開発 ＭＧイワミライト 硬質整粒品　２０ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090450 土壌改良材 パーライト類 太平洋パーライト 黒曜石系　特Ｍ－１　２５－３ｍｍ　１００ｌ 太平洋マテリアル 太平洋パーライト 黒曜石系　２５－３　１００Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090780 土壌改良材 パーライト類 ＡＧロック 流紋岩発泡物　５０ｌ 東邦レオ ＡＧロック 流紋岩発泡物　５０Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090155 土壌改良材 パーライト類 ホワイトローム 黒曜石系　ＴＣ　４－２５ｍｍ　５０ｌ 東邦レオ ホワイトローム 黒曜石系ＴＣ　４－２５　５０Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090720 土壌改良材 パーライト類 ビーエスライト 黒曜石系　ＢＬ　４－２５ｍｍ　６６ｌ ビーエスライト工業 ビーエスライト 黒曜石系　４－２５ｍｍ　６６Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090170 土壌改良材 パーライト類 ビーナスライト 黒曜石系　２０号　４－２５ｍｍ　５０ｌ 芙蓉パーライト ビーナスライト 黒曜石系　４－２５ｍｍ　５０Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090130 土壌改良材 パーライト類 ネニサンソ 真珠岩系　１号　５ｍｍ以下　１００ｌ 三井金属鉱業 ネニサンソ 真珠岩系１号　１００Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1429064856 土壌改良材 マルチング材 オーガニックマルチバーク 雑草発生防止　５０ｌ オーガニック オーガニックマルチバーク 雑草発生防止　５０Ｌ 袋 439 ○ ○ 1429 のり面緑化材

土壌改良材―ブランド品― 1401080822 土壌改良材 マルチング材 マルチバーグ（のり入） チップ，バーク（粘結剤入）　５０ｌ 富士見工業 マルチバーグ（のり入） チップ　バーク　５０Ｌ 袋 439 ○ ○ 1401 植栽材料

土壌改良材―ブランド品― 1427091265 土壌改良材 マルチング材 リサイクルマルチ１号 ４０ｌ ホーネンアグリ リサイクルマルチ１号 ４０Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1401080760 土壌改良材 マルチング材 ハードマルチ 国内産広葉樹皮（糊剤入）　５０ｌ 山都屋 ハードマルチ 国内産広葉樹皮　５０Ｌ 袋 439 ○ ○ 1401 植栽材料

土壌改良材―ブランド品― 1401081010 土壌改良材 マルチング材 ボーカマルチ 国内産樹皮（防火，糊剤入）　５０ｌ 山都屋 ボーカマルチ 国内産樹皮　５０Ｌ 袋 439 ○ ○ 1401 植栽材料

土壌改良材―ブランド品― 1427095055 土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 エルコンポ 牛ふん入り堆肥　２０ｋｇ かんでんエルファーム エルコンポ 牛ふん入り堆肥　２０ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090230 土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 フミライプＡ 牛ふん活性堆肥　２０ｋｇ 近畿農産資材 フミライプＡ 牛ふん活性堆肥　２０ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090600 土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 ゴールデン堆肥ＳＰ 発酵活性堆肥　樹皮　４０ｌ 自然応用科学 ゴールデン堆肥ＳＰ 発酵活性堆肥　樹皮　４０Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091420 土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 大地の再生 微生物土壌改良材　４０ｌ 大地 大地の再生 微生物土壌改良材　４０Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090820 土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 フレッシュフミン 完熟堆肥　４５ｌ 鳥取中央農業協同組合 フレッシュフミン 完熟堆肥　４５Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091290 土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 スーパー緑の堆肥１号 剪定枝葉・樹木リサイクル堆肥　４０ｌ ホーネンアグリ スーパー緑の堆肥１号 剪定枝葉　４０Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料
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土壌改良材―ブランド品― 1427095065 土壌改良材 樹皮・家畜ふん類 京堆肥 剪定枝葉リサイクル堆肥　４０ｌ ヨードクリーン 京堆肥 剪定枝葉　４０Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090880 土壌改良材 培養土 土太郎 植栽用　有用微生物入　２０ｋｇ 住友林業緑化 土太郎 植栽用　有用微生物入　２０ｋｇ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090890 土壌改良材 培養土 土太郎 緑化用　有用微生物入　２８ｌ 住友林業緑化 土太郎 緑化用　有用微生物入　２８Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427095060 土壌改良材 培養土 花ちゃん培養土 有機元肥入　２５ｌ 花ごころ 花ちゃん培養土 有機元肥入　２５Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090760 土壌改良材 培養土 ベストソイル Ｐ，Ｓ　栽培，植栽　４０ｌ ホーネンアグリ ベストソイル Ｐ．Ｓ　栽培　植栽　４０Ｌ 袋 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091490 土壌改良材 酸素管 ＤＯパイプ φ１５０ｍｍ　Ｌ＝１．０ｍ 東邦レオ ＤＯパイプ 径１５０ｍｍ　Ｌ＝１ｍ 本 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091500 土壌改良材 酸素管 ＤＯキャップ 先端保護材 東邦レオ ＤＯキャップ 先端保護材 個 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091502 土壌改良材 植物活性剤 フジミン 高濃度フルボ酸溶液 サンスイ・ナビコ フジミン 高濃度フルボ酸溶液 リットル 439 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090521 土壌改良材 その他土壌改良材 イソライトＣＧ１・２号 珪藻土焼成粒１ｍｍ・２ｍｍ　２０ｋｇ イソライト工業 イソライトＣＧ　１・２号 珪藻土焼成粒　２０ｋｇ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090505 土壌改良材 その他土壌改良材 とちエコファイバー 国内産針葉樹皮使用　５０ｌ 小林工業 とちエコファイバー 国内産針葉樹皮使用　５０Ｌ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091510 土壌改良材 その他土壌改良材 Ｅソイル 杉ひのき樹皮使用　５０ｌ 大林環境技術研究所 Ｅソイル 杉ひのき樹皮使用　５０Ｌ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090910 土壌改良材 その他土壌改良材 サンキョー医王素 多孔質天然ミネラル鉱石　２０ｋｇ 地場エネルギー サンキョー医王素 多孔質天然ミネラル鉱石２０ｋｇ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091245 土壌改良材 その他土壌改良材 土アップ 土壌菌粉体　１．５ｋｇ グリーンテックス 土アップ 土壌菌粉体　１．５ｋｇ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091248 土壌改良材 その他土壌改良材 ＤＷファイバー 純国産木質繊維（フルボ酸入り）５０ｌ サンスイ・ナビコ ＤＷファイバー 純国産木質繊維フルボ酸入５０Ｌ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090640 土壌改良材 その他土壌改良材 しもかわ炭素 バーク炭素　メッシュ４ｍｍ以下　４０ｌ 下川町森林組合 しもかわ炭素 バーク炭素　４０Ｌ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091282 土壌改良材 その他土壌改良材 ＪＧＳ－ＣＣグリーン 国内産針葉樹皮使用　１０００ｌ ジャパングリーンシステム ＪＧＳ－ＣＣグリーン 国内産針葉樹皮使用　１０００Ｌ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090750 土壌改良材 その他土壌改良材 ＯＨ－Ｃ 複合土壌改良材　４０ｌ ダイトウテクノグリーン ＯＨ－Ｃ 複合土壌改良材　４０Ｌ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427095070 土壌改良材 その他土壌改良材 ランドプラス 焼成灰　３ｍｍ以下　バラ テクノ中部 ランドプラス 焼成灰　３ｍｍ以下　バラ ｔ 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料
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土壌改良材―ブランド品― 1427091228 土壌改良材 その他土壌改良材 エコ炭 再生炭　３０ｌ 東邦レオ エコ炭 再生炭　３０Ｌ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090900 土壌改良材 その他土壌改良材 コロボクル 高有機土壌活力肥料　２０ｋｇ 東邦レオ コロボクル 高有機土壌活力肥料　２０ｋｇ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091450 土壌改良材 その他土壌改良材 アルカリメイト アルカリ土壌修復剤　１５ｌ 東邦レオ アルカリメイト アルカリ土壌修復剤　１５Ｌ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091060 土壌改良材 その他土壌改良材 ココピート 椰子殻繊維細粒熟成品　充填量　２２０ｌ トップ ココピート 椰子殻繊維細粒熟成品　２２０Ｌ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091065 土壌改良材 その他土壌改良材 ココピートオールド 腐植酸質土壌改良材　充填量　１８０ｌ トップ ココピートオールド 腐植酸質土壌改良材　１８０Ｌ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091410 土壌改良材 その他土壌改良材 スーパーソル 無機質土壌改良材　５０ｌ トリム スーパーソル 無機質土壌改良材　５０Ｌ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091390 土壌改良材 その他土壌改良材 日生ユーキ１００ 食品汚泥発酵肥料　４０ｌ 日生開発 日生ユーキ１００ 食品汚泥発酵肥料　４０Ｌ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091400 土壌改良材 その他土壌改良材 ＧＲＥＥＮポート２１ 総合土壌改良材　４０ｌ 日生開発 ＧＲＥＥＮポート２１ 総合土壌改良材　４０Ｌ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090790 土壌改良材 その他土壌改良材 ネハールＡ 広葉樹木炭土壌改良材２．５ｍｍ　１５ｋｇ 兵燃興業 ネハールＡ 広葉樹木炭　２．５ｍｍ１５ｋｇ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427090710 土壌改良材 その他土壌改良材 ピノス 木質炭素　３０ｌ 松井工業 ピノス 木質炭素　３０Ｌ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427095045 土壌改良材 その他土壌改良材 フミン王 フミンサン６０％含有　２０ｋｇ ミリオンシールド フミン王 フミンサン６０％含有 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091370 土壌改良材 その他土壌改良材 ポーラストンＳ－５ 粘土鉱物多孔質焼成粒　２０ｋｇ 昭和ＫＤＥ ポーラストンＳ－５ 粘土鉱物多孔質焼成粒　２０ｋｇ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427091175 土壌改良材 その他土壌改良材 ＢＦケアペレット 土壌改良材　２０ｋｇ リョクシ ＢＦケアペレット 土壌改良材　２０ｋｇ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

土壌改良材―ブランド品― 1427095075 土壌改良材 その他土壌改良材 ＦＧライト 硬質流紋岩系焼成粒　２０ｋｇ 入交コーポレーション ＦＧライト 硬質流紋岩系焼成粒　２０ｋｇ 袋 440 ○ ○ 1427 農薬・肥料

樹木保護材 1401070010 樹木保護材 こも こも 枚 440 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木保護材 1401060010 樹木保護材 杉皮 杉皮 ｍ２ 440 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木保護材―ブランド品― 1401080190 樹木保護材 育樹マット ジュート繊維　６０×６０ｃｍ　丸角 テザック 樹木保護材　育樹マット ６０×６０ｃｍ　丸角 枚 440 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木保護材―ブランド品― 1401080240 樹木保護材 植木テープ １５ｃｍ×２０ｍ 谷口産業 樹木保護材　植木テープ １５ｃｍ×２０ｍ 巻 440 ○ ○ 1401 植栽材料
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樹木保護材―ブランド品― 1401080242 樹木保護材 植樹杉テープ １５ｃｍ×１０ｍ 谷口産業 樹木保護材　植樹杉テープ １５ｃｍ×１０ｍ 巻 440 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木保護材―ブランド品― 1401080805 樹木保護材 植樹ニューマットＢ－２スーパー 黄麻繊維（粗養油含）　３０ｍ巻 谷口産業 樹木保護材　植樹ニューマット Ｂ２スーパー　３０ｍ巻 ｍ２ 440 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木保護材―ブランド品― 1401080045 樹木保護材 緑化テープ ＫＲＴ－４０　４０ｃｍ×２０ｍ 小泉製麻 樹木保護材　緑化テープ ＫＲＴ－４０　４０ｃｍ×２０ｍ 巻 440 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木保護材―ブランド品― 1401080055 樹木保護材 緑化テープ ＫＲＴ－１５　１５ｃｍ×２０ｍ 小泉製麻 樹木保護材　緑化テープ ＫＲＴ－１５　１５ｃｍ×２０ｍ 巻 440 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木保護材―ブランド品― 1401080220 樹木保護材 緑化スギテープ ＃１５０　１５ｃｍ×１０ｍ 小泉製麻 樹木保護材　緑化スギテープ ＃１５０　１５ｃｍ×１０ｍ 巻 440 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木保護材―ブランド品― 1401080925 樹木保護材 ヘキサチューブ　標準タイプ 植生保護管　ポリプロピレン製　一般造林地 ハイトカルチャ 樹木保護材　ヘキサチューブ 標準タイプ　ＰＰ製　一般造林地 組 440 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木保護材―ブランド品― 1401080930 樹木保護材 ヘキサチューブ　強化タイプ 植生保護管　ポリプロピレン製　豪雪地等 ハイトカルチャ 樹木保護材　ヘキサチューブ 強化タイプ　ＰＰ製　豪雪地等 組 440 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木保護材―ブランド品― 1401080935 樹木保護材 ヘキサチューブ　長尺タイプ 植生保護管　ポリプロピレン製　一般造林地 ハイトカルチャ 樹木保護材　ヘキサチューブ 長尺タイプ　ＰＰ製　一般造林地 組 440 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木保護材―ブランド品― 1401080940 樹木保護材 ヘキサチューブ　海岸タイプ 植生保護管　ポリプロピレン製　海岸等 ハイトカルチャ 樹木保護材　ヘキサチューブ 海岸タイプ　ＰＰ製　海岸等 組 440 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木保護材―ブランド品― 1401080945 樹木保護材 ヘキサチューブ　短尺タイプ 植生保護管　ポリプロピレン製　一般造林地 ハイトカルチャ 樹木保護材　ヘキサチューブ 短尺タイプ　ＰＰ製　一般造林地 組 440 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木保護材―ブランド品― 1401080978 樹木保護材 サプリガード ＨＰ－２２　高１．４ｍ　風雪用 大一工業 樹木保護材　サプリガード ＨＰ－２２　Ｈ１．４ｍ　風雪用 組 440 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木保護材―ブランド品― 1401080980 樹木保護材 サプリガード ＨＰ－２２　高１．７ｍ　風雪用 大一工業 樹木保護材　サプリガード ＨＰ－２２　Ｈ１．７ｍ　風雪用 組 440 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090180 芝生保護材 グリーンオクトパーク ＧＳ－Ｐ７０　５２０×５２０×７２ｍｍ グリーンスペース グリーンオクトパーク ＧＳ－Ｐ７０　５２０×７２ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090185 芝生保護材 グリーンオクトパーク ＧＳ－Ｐ８０　５５１×５５１×７５ｍｍ グリーンスペース グリーンオクトパーク ＧＳ－Ｐ８０　５５１×７５ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090186 芝生保護材 グリーンオクトパーク ＧＳ－Ｐ９０　５２０×５２０×７３ｍｍ グリーンスペース グリーンオクトパーク ＧＳ－Ｐ９０　５２０×７３ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090205 芝生保護材 グリーンセイバー ＧＳ－Ｅ５０　５５１×５５１×２５ｍｍ グリーンスペース グリーンセイバー ＧＳ－Ｅ５０　５５１×２５ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090206 芝生保護材 グリーンセイバー ＧＳ－Ｅ６０　５１７×５１７×１６ｍｍ グリーンスペース グリーンセイバー ＧＳ－Ｅ６０　５１７×１６ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090200 芝生保護材 グリーンソフター ＧＳ－Ａ１０　５２２×５２２×１３ｍｍ グリーンスペース グリーンソフター ＧＳ－Ａ１０　５２２×１３ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料
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芝生保護材―ブランド品― 1401090100 芝生保護材 グラスフィット ５００×５００×７ｍｍ 篠田ゴム グラスフィット ５００×５００×７ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090110 芝生保護材 グリーンテクターエラストマ ５０５×５０５×１５ｍｍ　ＧＴ－ＥＡ　４枚／ｍ２ 林物産緑化システム グリーンテクターエラストマ ＧＴ－ＥＡ　５０５×５０５ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090285 芝生保護材 グリーンテクター（ハード） ５０５×５０５×１５ｍｍ　ＧＴ－Ａ　４枚／ｍ２ 林物産緑化システム グリーンテクター（ハード） ＧＴ－Ａ　５０５×５０５ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090290 芝生保護材 グリーンテクター（ソフト） ５０５×５０５×１５ｍｍ　ＧＴ－ＡＬ　４枚／ｍ２ 林物産緑化システム グリーンテクター（ソフト） ＧＴ－ＡＬ　５０５×５０５ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090210 芝生保護材 グリーンブロック ５１０×５１０×７０ｍｍ　ＧＢ－Ａ　４枚／ｍ２ 林物産緑化システム グリーンブロック ＧＢ－Ａ　５１０×５１０ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090140 芝生保護材 グリーンブロック ５１０×５１０×７０ｍｍ　ＧＢ－Ｂ　４枚／ｍ２ 林物産緑化システム グリーンブロック ＧＢ－Ｂ　５１０×５１０ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090150 芝生保護材 グリーンブロック ５００×５００×７０ｍｍ　ＧＢ－Ｃ　４枚／ｍ２ 林物産緑化システム グリーンブロック ＧＢ－Ｃ　５００×５００ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090265 芝生保護材 芝想いＭ ５２９×５２９×１６ｍｍ 積水化学工業 芝想いＭ ５２９×５２９×１６ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090270 芝生保護材 芝想いＢ ５２８×５２８×７１ｍｍ 積水化学工業 芝想いＢ ５２８×５２８×７１ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090275 芝生保護材 エコユニットベース ＢＫＳ　５２５×５２５×７０ｍｍ キタイ製作所 エコユニットベース ＢＫＳ５２５×５２５×７０ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090090 芝生保護材 ローンガードナー ＬＧ－０３　３４４×３４４×１５ｍｍ 三光社 ローンガードナー　ＬＧ－０３ ３４４×３４４×１５ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090076 芝生保護材 ローンガードナー ＬＧ－０６　５１９×５１９×１５ｍｍ 三光社 ローンガードナー　ＬＧ－０６ ５１９×５１９×１５ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090172 芝生保護材 ローンベース ＬＧＢ－０２　５７７×５５９×７０ｍｍ 三光社 ローンベース　ＬＧＢ－０２ ５７７×５５９×７０ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090174 芝生保護材 ローンベース ＬＧＢ－０７　５５７×４８４×６１ｍｍ 三光社 ローンベース　ＬＧＢ－０７ ５５７×４８４×６１ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090176 芝生保護材 ローンベース ＬＧＢ－０８　５１７×５１７×５１ｍｍ 三光社 ローンベース　ＬＧＢ－０８ ５１７×５１７×５１ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090178 芝生保護材 ローンベース ＬＧＢ－０９　５２０×５２０×７６ｍｍ 三光社 ローンベース　ＬＧＢ－０９ ５２０×５２０×７６ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090280 芝生保護材 ターフパーキング ６００×２，５００×５０ｍｍ 新和商事 ターフパーキング ６００×２５００×５０ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料

芝生保護材―ブランド品― 1401090282 芝生保護材 タフタフパーク（タイプ５５） ５２５×５２５×５５ｍｍ 日本植生 タフタフパーク（タイプ５５） ５２５×５２５×５５ｍｍ ｍ２ 441 ○ ○ 1401 植栽材料
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芝生保護材―ブランド品― 1401220010 芝生地改良材 メッシュエレメント ２０ｋｇ／ロール ニチノー緑化 メッシュエレメント ２０ｋｇ／ロール 巻 441 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085602 樹木根囲い保護材 カラーツリーモール（受枠別途） ＯＴＭ－１０Ｓ（Ｎ）－５ 日之出水道機器 樹木保護材　カラーツリーモール ＯＴＭ－１０Ｓ（Ｎ）－５ 組 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085604 樹木根囲い保護材 カラーツリーモール（受枠別途） ＯＴＭ－１２Ｓ（Ｎ）－６ 日之出水道機器 樹木保護材　カラーツリーモール ＯＴＭ－１２Ｓ（Ｎ）－６ 組 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085606 樹木根囲い保護材 カラーツリーモール（受枠別途） ＯＴＭ－１５Ｓ（Ｎ）－６ 日之出水道機器 樹木保護材　カラーツリーモール ＯＴＭ－１５Ｓ（Ｎ）－６ 組 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085608 樹木根囲い保護材 カラーツリーモール（受枠別途） ＯＴＭ－１８Ｓ（Ｎ）－６ 日之出水道機器 樹木保護材　カラーツリーモール ＯＴＭ－１８Ｓ（Ｎ）－６ 組 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085610 樹木根囲い保護材 カラーツリーモール（受枠別途） ＯＴＭ－２０Ｓ（Ｎ）－９ 日之出水道機器 樹木保護材　カラーツリーモール ＯＴＭ－２０Ｓ（Ｎ）－９ 組 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085612 樹木根囲い保護材 カラーツリーモール（受枠別途） ＫＴＭ－１０Ｌ（Ｎ）－５ 日之出水道機器 樹木保護材　カラーツリーモール ＫＴＭ－１０Ｌ（Ｎ）－５ 組 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085614 樹木根囲い保護材 カラーツリーモール（受枠別途） ＫＴＭ－１２Ｌ（Ｎ）－６ 日之出水道機器 樹木保護材　カラーツリーモール ＫＴＭ－１２Ｌ（Ｎ）－６ 組 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085616 樹木根囲い保護材 カラーツリーモール（受枠別途） ＫＴＭ－１５Ｌ（Ｎ）－６ 日之出水道機器 樹木保護材　カラーツリーモール ＫＴＭ－１５Ｌ（Ｎ）－６ 組 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085618 樹木根囲い保護材 カラーツリーモール（受枠別途） ＫＴＭ－１８Ｌ（Ｎ）－６ 日之出水道機器 樹木保護材　カラーツリーモール ＫＴＭ－１８Ｌ（Ｎ）－６ 組 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085620 樹木根囲い保護材 カラーツリーモール（受枠別途） ＫＴＭ－２０Ｌ（Ｎ）－９ 日之出水道機器 樹木保護材　カラーツリーモール ＫＴＭ－２０Ｌ（Ｎ）－９ 組 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080350 樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途） Ｇ－７０００　ＡＡ　□１，２００×φ５００ 福西鋳物 樹木保護材　グリーンメイト Ｇ－７０００　ＡＡ　受枠別途 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080360 樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途） Ｇ－７０００　ＨＢ　□１，５００×φ６００ 福西鋳物 樹木保護材　グリーンメイト Ｇ－７０００　ＨＢ　受枠別途 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401081038 樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途） Ｇ－７０００　ＨＧＳ　□１，５００×φ６００ 福西鋳物 樹木保護材　グリーンメイト Ｇ－７０００　ＨＧＳ　受枠別途 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401081040 樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途） Ｇ－７０００　ＷＦＳ　□２，０００×φ９００ 福西鋳物 樹木保護材　グリーンメイト Ｇ－７０００　ＷＦＳ受枠別途 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080356 樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途） Ｇ－７０００　ＹＴＴ　□１，５００×φ６００ 福西鋳物 樹木保護材　グリーンメイト Ｇ－７０００　ＹＴＴ　受枠別途 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401081042 樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途） Ｇ－７０００　ＹＴＴＷ　□２，１００×□１，２００ 福西鋳物 樹木保護材　グリーンメイト Ｇ－７０００　ＹＴＴＷ受枠別途 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401081044 樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途） Ｇ－７０００－１５６０Ｋ　□１，５００×□６００ 福西鋳物 樹木保護材　グリーンメイト Ｇ－７０００－１５６０Ｋ受枠別 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料
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樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401081046 樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途） Ｇ－７０００－２０１０Ｋ　□２，０００×□１，０００ 福西鋳物 樹木保護材　グリーンメイト Ｇ－７０００－２０１０Ｋ受枠別 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080390 樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途） Ｇ－７０００　Ｂ　φ１，２００×φ４００ 福西鋳物 樹木保護材　グリーンメイト Ｇ－７０００　Ｂ　受枠別途 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401081048 樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途） Ｇ－７０００　Ｌ　φ１，５００×φ６００ 福西鋳物 樹木保護材　グリーンメイト Ｇ－７０００　Ｌ　受枠別途 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401081050 樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途） Ｇ－７０００　ＬＧＳ　φ１，５００×φ６００ 福西鋳物 樹木保護材　グリーンメイト Ｇ－７０００　ＬＧＳ　受枠別途 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080362 樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途） Ｇ－７０００　ＦＧＳ　φ２，０００×φ９００ 福西鋳物 樹木保護材　グリーンメイト Ｇ－７０００　ＦＧＳ　受枠別途 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401081052 樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途） Ｇ－７０００　ＨＴＧＴ　φ１，５００×φ６００ 福西鋳物 樹木保護材　グリーンメイト Ｇ－７０００　ＨＴＧＴ受枠別途 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401081054 樹木根囲い保護材 グリーンメイト（受枠別途） Ｇ－７０００－２０１０Ｍ　φ２，０００×φ１，０００ 福西鋳物 樹木保護材　グリーンメイト Ｇ－７０００－２０１０Ｍ受枠別 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080400 樹木根囲い保護材 ＫＣサークル（ＧＲＣ製擬石タイプ）（受枠別途） ＣＩ－１２０－４－Ｃ インフラテック 樹木保護材　ＫＣサークル ＣＩ－１２０－４－Ｃ　受枠別途 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080410 樹木根囲い保護材 ＫＣサークル（ＧＲＣ製擬石タイプ）（受枠別途） ＣＩ－１５０－４－Ｃ インフラテック 樹木保護材　ＫＣサークル ＣＩ－１５０－４－Ｃ　受枠別途 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080440 樹木根囲い保護材 ＫＣサークル（ＧＲＣ製擬石タイプ）（受枠別途） ＳＱ－１５０－０－Ｄ インフラテック 樹木保護材　ＫＣサークル ＳＱ－１５０－０－Ｄ　受枠別途 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080442 樹木根囲い保護材 ＫＣサークル（ＧＲＣ製擬石タイプ）（受枠別途） ＳＱ－１６０－０－Ｃ インフラテック 樹木保護材　ＫＣサークル ＳＱ－１６０－０－Ｃ　受枠別途 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080425 樹木根囲い保護材 ＫＣサークル（ＧＲＣ製擬石タイプ）（受枠別途） ＲＥ－１５０－０－Ｆ インフラテック 樹木保護材　ＫＣサークル ＲＥ－１５０－０－Ｆ　受枠別途 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080450 樹木根囲い保護材 ツリーキーパー（受枠別途） ＴＳＲ－１００　φ１，５００ 第一機材 樹木保護材　ツリーキーパー ＴＳＲ－１００　径１５００ 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080470 樹木根囲い保護材 ツリーキーパー（受枠別途） ＴＳＲ－２０９０　φ２，０００ 第一機材 樹木保護材　ツリーキーパー ＴＳＲ－２０９０　径２０００ 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080490 樹木根囲い保護材 ツリーキーパー（受枠別途） ＴＳＳ－１５７５　□１，５００ 第一機材 樹木保護材　ツリーキーパー ＴＳＳ－１５７５　□１５００ 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080460 樹木根囲い保護材 コンクリートブロック受枠 ＣＢＲ－１５ 第一機材 樹木保護材コンクリブロック受枠 ＣＢＲ－１５ 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080480 樹木根囲い保護材 コンクリートブロック受枠 ＣＢＲ－２０ 第一機材 樹木保護材コンクリブロック受枠 ＣＢＲ－２０ 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080500 樹木根囲い保護材 コンクリートブロック受枠 ＣＢＳ－１５ 第一機材 樹木保護材コンクリブロック受枠 ＣＢＳ－１５ 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料
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樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085802
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） Ｍ－１５６０ＦＡ　φ
１，５００×φ６００ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート Ｍ－１５６０ＦＡ　ブロック付き 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085804
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） Ｍ－２０９０ＦＡ　φ
２，０００×φ９００ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート Ｍ－２０９０ＦＡ　ブロック付き 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085806
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） Ｍ－１２６０ＦＡＶ　φ
１，２００×φ６００ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート Ｍ－１２６０ＦＡＶ　ブロック付 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085808
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） Ｍ－１５６０ＦＡＶ　φ
１，５００×φ６００ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート Ｍ－１５６０ＦＡＶ　ブロック付 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085810
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） ＫＭ－１２５０ＦＡ　□
１，２００×φ５００ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート ＫＭ－１２５０ＦＡ　ブロック付 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085812
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） ＫＭ－１５６０ＦＡ　□
１，５００×φ６００ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート ＫＭ－１５６０ＦＡ　ブロック付 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085814
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） ＫＭ－１２７５ＦＡＶ
□１，２００×φ７５０ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート ＫＭ－１２７５ＦＡＶブロック付 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085816
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） ＫＭ－１５６０ＦＡＶ
□１，５００×φ６００ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート ＫＭ－１５６０ＦＡＶブロック付 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085818
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） ＵＨ－１５７４６Ｆ　外
寸１，５００×７４５ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート ＵＨ－１５７４６Ｆ　ブロック付 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085820
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（コンクリートブロック付き） ＵＨ－１２７４６ＦＶ
外寸１，２００×７４５ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート ＵＨ－１２７４６ＦＶブロック付 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085822
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） Ｍ－１５６０ＦＡ　φ１，５００
×φ６００ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート Ｍ－１５６０ＦＡ　鋼製受枠付き 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085824
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） Ｍ－２０９０ＦＡ　φ２，０００
×φ９００ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート Ｍ－２０９０ＦＡ　鋼製受枠付き 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085826
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） Ｍ－１２６０ＦＡＶ　φ１，２０
０×φ６００ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート Ｍ－１２６０ＦＡＶ　鋼製受枠付 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085828
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） Ｍ－１５６０ＦＡＶ　φ１，５０
０×φ６００ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート Ｍ－１５６０ＦＡＶ　鋼製受枠付 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085830
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） ＫＭ－１２５０ＦＡ　□１，２０
０×φ５００ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート ＫＭ－１２５０ＦＡ　鋼製受枠付 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085832
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） ＫＭ－１５６０ＦＡ　□１，５０
０×φ６００ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート ＫＭ－１５６０ＦＡ　鋼製受枠付 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085834
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） ＫＭ－１２７５ＦＡＶ　□１，２
００×φ７５０ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート ＫＭ－１２７５ＦＡＶ鋼製受枠付 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085836
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） ＫＭ－１５６０ＦＡＶ　□１，５
００×φ６００ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート ＫＭ－１５６０ＦＡＶ鋼製受枠付 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料
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樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085838
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） ＵＨ－１５７４６Ｆ　外寸１，５
００×７４５ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート ＵＨ－１５７４６Ｆ　鋼製受枠付 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401085840
樹木根囲い保護材 ルーツグレート（細目セーフティタイプ）（スチール受枠付き） ＵＨ－１２７４６ＦＶ　外寸１，
２００×７４５ 北勢工業

樹木保護材　ルーツグレート ＵＨ－１２７４６ＦＶ鋼製受枠付 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080860 樹木根囲い保護材 ガーデングレート（ブロック付き） ＲＶＣ－１　２，０００×１，０４０　丸型 カネソウ 樹木保護材　ガーデングレート ＲＶＣ－１　２０００×１０４０ 組 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080863 樹木根囲い保護材 ガーデングレート（ブロック付き） ＲＦＫ－１　１，２００×６２０　角型 カネソウ 樹木保護材　ガーデングレート ＲＦＫ－１　１２００×６２０ 組 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080870 樹木根囲い保護材 ガーデングレート（ブロック付き） ＲＢＣ－２　１，５００×６００　丸型 カネソウ 樹木保護材　ガーデングレート ＲＢＣ－２　１５００×６００ 組 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080875 樹木根囲い保護材 ガーデングレート（ブロック付き） ＲＧＫ－１　１，０００×４００　角型 カネソウ 樹木保護材　ガーデングレート ＲＧＫ－１　１０００×４００ 組 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080885 樹木根囲い保護材 ガーデングレート（ブロック付き） ＲＢＡ　１，２００×７５０　並木桝型 カネソウ 樹木保護材　ガーデングレート ＲＢＡ　１２００×７５０ 組 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401080882
樹木根囲い保護材 ガーデングレート（インターロッキング用受枠付き） ＲＴＫ－１　１，２００×６２０　角型 カネ
ソウ

樹木保護材　ガーデングレート ＲＴＫ－１　１２００×６２０ 組 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401081030 樹木根囲い保護材 ツリーエレガンス（受枠別途） ＩＴＲＤ－１２０６　丸型 伊藤鉄工 樹木保護材　ツリーエレガンス ＩＴＲＤ－１２０６　丸型 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401081032 樹木根囲い保護材 ツリーエレガンス（受枠別途） ＩＴＲＤ－１５０７　丸型 伊藤鉄工 樹木保護材　ツリーエレガンス ＩＴＲＤ－１５０７　丸型 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401081034 樹木根囲い保護材 ツリーエレガンス（受枠別途） ＩＴＳＤ－１２０６　角型 伊藤鉄工 樹木保護材　ツリーエレガンス ＩＴＳＤ－１２０６　角型 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木根囲い保護材―ブランド品― 1401081036 樹木根囲い保護材 ツリーエレガンス（受枠別途） ＩＴＳＤ－１５０７　角型 伊藤鉄工 樹木保護材　ツリーエレガンス ＩＴＳＤ－１５０７　角型 基 442 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401180202 アンカー式地下支柱 アンダーサポート ＨＯＵ－Ｓ１　幹周～２５ｃｍ 北勢工業 アンダーサポート ＨＯＵ－Ｓ１　幹周～２５ｃｍ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401180204 アンカー式地下支柱 アンダーサポート ＨＯＵ－Ｍ２　幹周～６０ｃｍ 北勢工業 アンダーサポート ＨＯＵ－Ｍ２　幹周～６０ｃｍ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401081015 金属支柱 金属支柱 ＳＷ１－３０（１脚支柱） 北勢工業 樹木保護材　金属支柱 ＳＷ１－３０　１脚支柱 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401081020 金属支柱 金属支柱 ＳＷ２－４０（２脚支柱） 北勢工業 樹木保護材　金属支柱 ＳＷ２－４０　２脚支柱 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401081025 金属支柱 金属支柱 ＳＷ３－４０（３脚支柱） 北勢工業 樹木保護材　金属支柱 ＳＷ３－４０　３脚支柱 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401140550 木杭式地下支柱 フィット・スーパーマグ ＭＧ－１　幹周１８～２９ｃｍ 東邦レオ フィット・スーパーマグ ＭＧ－１　幹１８～２９ｃｍ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料
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樹木支柱―ブランド品― 1401140560 木杭式地下支柱 フィット・スーパーマグ ＭＧ－２　幹周３０～５９ｃｍ 東邦レオ フィット・スーパーマグ ＭＧ－２　幹３０～５９ｃｍ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401140570 木杭式地下支柱 フィット・スーパーマグ ＭＧ－３　幹周６０～９９ｃｍ 東邦レオ フィット・スーパーマグ ＭＧ－３　幹６０～９９ｃｍ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401140580 木杭式地下支柱 フィット・スーパーマグ ＭＧ－４　幹周１００～１４９ｃｍ 東邦レオ フィット・スーパーマグ ＭＧ―４　幹１００～１４９ｃｍ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401140590 木杭式地下支柱 フィット・スーパーマグ ＭＧ－５　幹周１５０～１９９ｃｍ 東邦レオ フィット・スーパーマグ ＭＧ－５　幹１５０～１９９ｃｍ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401210008 埋設式地中バンド エコタイプ（ＥＣＯ） Ｍ－３特Ｅ　樹高～３．５ｍ サカモト 埋設式地中バンド エコタイプ　Ｍ－３特Ｅ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401210010 埋設式地中バンド エコタイプ（ＥＣＯ） マル－５６Ｅ　樹高～６．０ｍ サカモト 埋設式地中バンド エコタイプ　マル－５６Ｅ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401210012 埋設式地中バンド エコタイプ（ＥＣＯ） マル－８９Ｅ　樹高～９．０ｍ サカモト 埋設式地中バンド エコタイプ　マル－８９Ｅ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401150120 横打式地下支柱 フィット・スーパーグランドサポート・ロック ＳＧＳロックＳ　幹周１０～１９ｃｍ 東邦レオ フィット・ＳＧＳ・ロック ＳＧＳロックＳ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401150130 横打式地下支柱 フィット・スーパーグランドサポート・ロック ＳＧＳロックＭ　幹周２０～２９ｃｍ 東邦レオ フィット・ＳＧＳ・ロック ＳＧＳロックＭ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401150140 横打式地下支柱 フィット・スーパーグランドサポート・ロック ＳＧＳロックＬ　幹周２５～３４ｃｍ 東邦レオ フィット・ＳＧＳ・ロック ＳＧＳロックＬ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401150150 横打式地下支柱 フィット・スーパーグランドサポート・ロック ＳＧＳロック２Ｌ　幹周３５～５９ｃｍ 東邦レオ フィット・ＳＧＳ・ロック ＳＧＳロック２Ｌ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401150160 横打式地下支柱 フィット・スーパーグランドサポート・ロック ＳＧＳロック３Ｌ　幹周５０～７４ｃｍ 東邦レオ フィット・ＳＧＳ・ロック ＳＧＳロック３Ｌ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401150170 横打式地下支柱 フィット・スーパーグランドサポート・ロック ＳＧＳロック４Ｌ　幹周７０～８９ｃｍ 東邦レオ フィット・ＳＧＳ・ロック ＳＧＳロック４Ｌ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401200010 ワイヤ支柱 ワイヤ支柱 Ｗ－Ａ　樹高６ｍ　アンカー耐張力１，５００ｋｇ 和興テクノ ワイヤ支柱 Ｗ－Ａ　樹高６ｍ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401200020 ワイヤ支柱 ワイヤ支柱 Ｗ－Ｂ　樹高７ｍ　アンカー耐張力２，５００ｋｇ 和興テクノ ワイヤ支柱 Ｗ－Ｂ　樹高７ｍ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401200030 ワイヤ支柱 ワイヤ支柱 Ｗ－Ｃ　樹高８ｍ　アンカー耐張力３，２００ｋｇ 和興テクノ ワイヤ支柱 Ｗ－Ｃ　樹高８ｍ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401200040 ワイヤ支柱 ワイヤ支柱 Ｗ－Ｄ　樹高９ｍ　アンカー耐張力４，５００ｋｇ 和興テクノ ワイヤ支柱 Ｗ－Ｄ　樹高９ｍ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401200050 ワイヤ支柱 ワイヤ支柱 Ｗ－Ｅ　樹高１０ｍ　アンカー耐張力６，５００ｋｇ 和興テクノ ワイヤ支柱 Ｗ－Ｅ　樹高１０ｍ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料
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樹木支柱―ブランド品― 1401200060 ワイヤ支柱 ワイヤ支柱 Ｗ－Ｆ　樹高１２ｍ　アンカー耐張力６，５００ｋｇ 和興テクノ ワイヤ支柱 Ｗ－Ｆ　樹高１２ｍ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401200070 ワイヤ支柱 ワイヤ支柱 Ｗ－Ｇ　樹高１４ｍ　アンカー耐張力６，５００ｋｇ 和興テクノ ワイヤ支柱 Ｗ－Ｇ　樹高１４ｍ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱―ブランド品― 1401200080 ワイヤ支柱 ワイヤ支柱 Ｗ－Ｈ　樹高２０ｍ　アンカー耐張力６，５００ｋｇ 和興テクノ ワイヤ支柱 Ｗ－Ｈ　樹高２０ｍ 基 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103010 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長０．６ｍ 末口径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ０．６ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103020 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長０．９ｍ 末口径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ０．９ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103030 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長１．５ｍ 末口径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ１．５ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103040 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長１．８ｍ 末口径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ１．８ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103050 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長２．０ｍ 末口径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ２ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103060 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長０．６ｍ 末口径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ０．６ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103140 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長０．７５ｍ 末口径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ０．７５ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103070 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長０．９ｍ 末口径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ０．９ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103080 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長１．５ｍ 末口径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ１．５ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103090 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長１．８ｍ 末口径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ１．８ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103100 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長２．０ｍ 末口径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ２ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103110 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 梢丸太 長４．０ｍ 末口径３．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ 梢丸太　Ｌ４ｍ　末口３ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103150 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 梢丸太 長４．０ｍ 末口径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ 梢丸太　Ｌ４ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103160 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 梢丸太 長２．１ｍ 末口径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ 梢丸太Ｌ２．１ｍ末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103120 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長丸太 長５．０ｍ 末口径４．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ 長丸太　Ｌ５ｍ　末口４ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料
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樹木支柱丸太 1401103130 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長丸太 長６．０ｍ 末口径４．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ 長丸太　Ｌ６ｍ　末口４ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103170 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長丸太 長６．３ｍ 中央径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ 長丸太Ｌ６．３ｍ　中央径６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103180 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長丸太 長７．２ｍ 中央径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ 長丸太Ｌ７．２ｍ　径７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103280 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長０．６ｍ 末口径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ０．６ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103290 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長０．９ｍ 末口径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ０．９ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103300 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長１．５ｍ 末口径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ１．５ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103310 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長１．８ｍ 末口径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ１．８ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103320 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長２．０ｍ 末口径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ２ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103330 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長０．６ｍ 末口径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ０．６ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103340 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長０．７５ｍ 末口径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ０．７５ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103350 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長０．９ｍ 末口径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ０．９ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103360 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長１．５ｍ 末口径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ１．５ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103370 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長１．８ｍ 末口径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ１．８ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103380 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長２．０ｍ 末口径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ２ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103390 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 梢丸太 長４．０ｍ 末口径３．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 梢丸太　Ｌ４ｍ　末口３ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103400 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 梢丸太 長４．０ｍ 末口径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 梢丸太　Ｌ４ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103410 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 梢丸太 長２．１ｍ 末口径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 梢丸太Ｌ２．１ｍ末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103420 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長丸太 長５．０ｍ 末口径４．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 長丸太　Ｌ５ｍ　末口４ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料
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樹木支柱丸太 1401103430 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長丸太 長６．０ｍ 末口径４．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 長丸太　Ｌ６ｍ　末口４ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103440 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長丸太 長６．３ｍ 中央径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 長丸太Ｌ６．３ｍ中央径６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103450 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長丸太 長７．２ｍ 中央径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 長丸太Ｌ７．２ｍ径７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103640 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長０．６ｍ 末口径６．０ｃｍ カラ松焼丸太 Ｌ０．６ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103650 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長０．９ｍ 末口径６．０ｃｍ カラ松焼丸太 Ｌ０．９ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103660 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長１．５ｍ 末口径６．０ｃｍ カラ松焼丸太 Ｌ１．５ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103670 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長１．８ｍ 末口径６．０ｃｍ カラ松焼丸太 Ｌ１．８ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103680 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長２．０ｍ 末口径６．０ｃｍ カラ松焼丸太 Ｌ２ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103690 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長０．６ｍ 末口径７．５ｃｍ カラ松焼丸太 Ｌ０．６ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103700 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長０．７５ｍ 末口径７．５ｃｍ カラ松焼丸太 Ｌ０．７５ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103710 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長０．９ｍ 末口径７．５ｃｍ カラ松焼丸太 Ｌ０．９ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103720 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長１．５ｍ 末口径７．５ｃｍ カラ松焼丸太 Ｌ１．５ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103730 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長１．８ｍ 末口径７．５ｃｍ カラ松焼丸太 Ｌ１．８ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103740 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長２．０ｍ 末口径７．５ｃｍ カラ松焼丸太 Ｌ２ｍ　末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103750 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 梢丸太 長４．０ｍ 末口径３．０ｃｍ カラ松焼丸太 梢丸太　Ｌ４ｍ　末口３ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103760 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 梢丸太 長４．０ｍ 末口径６．０ｃｍ カラ松焼丸太 梢丸太　Ｌ４ｍ　末口６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103770 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 梢丸太 長２．１ｍ 末口径７．５ｃｍ カラ松焼丸太 梢丸太Ｌ２．１ｍ末口７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103780 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長丸太 長５．０ｍ 末口径４．０ｃｍ カラ松焼丸太 長丸太　Ｌ５ｍ　末口４ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料
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樹木支柱丸太 1401103790 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長丸太 長６．０ｍ 末口径４．０ｃｍ カラ松焼丸太 長丸太　Ｌ６ｍ　末口４ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103800 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長丸太 長６．３ｍ 中央径６．０ｃｍ カラ松焼丸太 長丸太Ｌ６．３ｍ中央径６ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103810 樹木支柱丸太 カラ松焼丸太 長丸太 長７．２ｍ 中央径７．５ｃｍ カラ松焼丸太 長丸太Ｌ７．２ｍ径７．５ｃｍ 本 443 ○ ○ 1401 植栽材料

造園補助資材 1401010010 真竹 真竹 ３本程度　目通径７～９ｃｍ　長約９ｍ 真竹　３本程度 目通径７～９ｃｍ　Ｌ約９ｍ 束 444 ○ ○ 1401 植栽材料

造園補助資材 1401010020 真竹 真竹 ５本程度　目通径４．８～５．５ｃｍ　長約７ｍ 真竹　５本程度 径４．８～５．５ｃｍ　Ｌ約７ｍ 束 444 ○ ○ 1401 植栽材料

造園補助資材 1401010030 真竹 真竹 １２本程度　目通径約４ｃｍ　長約６ｍ 真竹　１２本程度 目通径約４ｃｍ　Ｌ約６ｍ 束 444 ○ ○ 1401 植栽材料

造園補助資材 1401010040 真竹 真竹 ２０本程度　目通径約３ｃｍ　長約５ｍ 真竹　２０本程度 目通径約３ｃｍ　Ｌ約５ｍ 束 444 ○ ○ 1401 植栽材料

造園補助資材 1401020010 なわ しゅろなわ 赤　径３ｍｍ×長２０ｍ しゅろなわ 径３ｍｍ　Ｌ２０ｍ　赤 把 444 ○ ○ 1401 植栽材料

造園補助資材 1401030010 なわ わらなわ 径８ｍｍ　長１４０～１７０ｍ　４～５ｋｇ なわ 径８ｍｍ　Ｌ１４０～１７０ｍ 巻 444 ○ ○ 1401 植栽材料

造園補助資材 1401030020 なわ わらなわ 径１０ｍｍ　長１１０～１４０ｍ　４～５ｋｇ なわ 径１０ｍｍ　Ｌ１１０～１４０ｍ 巻 444 ○ ○ 1401 植栽材料

造園補助資材 1401040010 農業用フィルム ビニールフィルム 厚０．１ｍｍ　幅１３５ｃｍ　１００ｍ巻 農業用ビニールフィルム ０．１×１３５０　１００ｍ巻 ｍ 444 ○ ○ 1401 植栽材料

造園補助資材 1401040020 農業用フィルム ビニールフィルム 厚０．１ｍｍ　幅１５０ｃｍ　１００ｍ巻 農業用ビニールフィルム ０．１×１５００　１００ｍ巻 ｍ 444 ○ ○ 1401 植栽材料

造園補助資材 1401040030 農業用フィルム ビニールフィルム 厚０．１ｍｍ　幅１８５ｃｍ　１００ｍ巻 農業用ビニールフィルム ０．１×１８５０　１００ｍ巻 ｍ 444 ○ ○ 1401 植栽材料

造園補助資材 1401040040 農業用フィルム ビニールフィルム 厚０．１５ｍｍ　幅１３５ｃｍ　１００ｍ巻 農業用ビニールフィルム ０．１５×１３５０　１００ｍ巻 ｍ 444 ○ ○ 1401 植栽材料

造園補助資材 1401050010 農業用フィルム ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ　幅９５ｃｍ　１００ｍ巻 農業用ポリエチレンフィルム ０．０５×９５０　１００ｍ巻 ｍ 444 ○ ○ 1401 植栽材料

造園補助資材 1401050020 農業用フィルム ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ　幅１３５ｃｍ　１００ｍ巻 農業用ポリエチレンフィルム ０．０５×１３５０　１００ｍ巻 ｍ 444 ○ ○ 1401 植栽材料

造園補助資材 1401050030 農業用フィルム ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ　幅１８０ｃｍ　１００ｍ巻 農業用ポリエチレンフィルム ０．０５×１８００　１００ｍ巻 ｍ 444 ○ ○ 1401 植栽材料

造園補助資材―ブランド品― 1403070605 プランター キングプランター １０５０ＡＷ　長１００×幅５０×高５５ｃｍ 東新樹脂 キングプランター　１０５０ＡＷ １００×５０×５５ｃｍ 基 444 ○ ○ 1403 園地施設

1294 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

造園補助資材―ブランド品― 1403070610 プランター キングプランター １６００ＡＷ　長１６０×幅５５×高５５ｃｍ 東新樹脂 キングプランター　１６００ＡＷ １６０×５５×５５ｃｍ 基 444 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403071805 プランター エコプランター Ｖ３３－５０Ｂ　容量５０ｌ　材質広葉樹 小泉製麻 エコプランター　Ｖ３３－５０Ｂ 容量５０Ｌ　材質広葉樹 基 444 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403071815 プランター エコプランター Ｖ３３－８０Ｂ　容量８０ｌ　材質広葉樹 小泉製麻 エコプランター　Ｖ３３－８０Ｂ 容量８０Ｌ　材質広葉樹 基 444 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403073005 プランター 御影調プランター ＰＰ－２０００－Ｂ　長２０００×幅４００×高４５０ｍｍ サカモト 御影調プランター ＰＰ－２０００－Ｂ 基 444 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403073010 プランター 御影調プランター ＰＰ－１０００－Ｂ　長１０００×幅４００×高４５０ｍｍ サカモト 御影調プランター ＰＰ－１０００－Ｂ 基 444 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403072805 プランター 無灌水プランター ＰＬＫ－１＋２　５１０×１１８５×６００ｍｍ 中村製作所 無灌水プランター ＰＬＫ－１＋２ 基 444 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080235 樹名板 アボックラベル（解説ラベル） １６８×１１８ｍｍ（設置器具含まず） アボック社 樹名板　アボックラベル 解説　１６８×１１８ｍｍ 枚 444 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080240 樹名板 アボックラベル（解説ラベル） ２１９×１６４ｍｍ（設置器具含まず） アボック社 樹名板　アボックラベル 解説　２１９×１６４ｍｍ 枚 444 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080245 樹名板 アボックラベル（解説ラベル） １３７×１０２ｍｍ（設置器具含まず） アボック社 樹名板　アボックラベル 解説　１３７×１０２ｍｍ 枚 444 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080250 樹名板 アボックラベル（解説ＱＲラベル） １６８×１１８ｍｍ（設置器具含まず） アボック社 樹名板　アボックラベル 解説ＱＲ　１６８×１１８ｍｍ 枚 444 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080255 樹名板 アボックラベル（解説ＱＲラベル） ２１９×１６４ｍｍ（設置器具含まず） アボック社 樹名板　アボックラベル 解説ＱＲ　２１９×１６４ｍｍ 枚 444 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080260 樹名板 アボックラベル（絵入り花ラベル） カラー　１６８×１１８ｍｍ（設置器具含まず） アボック社 樹名板　アボックラベル 絵入り花　１６８×１１８ｍｍ 枚 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080265 樹名板 アボックラベル（絵入り花ラベル） カラー　２１９×１６４ｍｍ（設置器具含まず） アボック社 樹名板　アボックラベル 絵入り花　２１９×１６４ｍｍ 枚 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080270 樹名板 アボックラベル（楕円ＱＲラベル） でか字　１６１×１２５ｍｍ（設置器具含まず） アボック社 樹名板　アボックラベル 楕円ＱＲ　１６１×１２５ｍｍ 枚 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080275 樹名板 アボックラベル（楕円ＱＲラベル） でか字　１９５×１５１ｍｍ（設置器具含まず） アボック社 樹名板　アボックラベル 楕円ＱＲ　１９５×１５１ｍｍ 枚 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080505 樹名板 樹種表示プレート Ａ－１　１６×２２ｃｍ インプル 樹名板　樹種表示プレート Ａ－１ 枚 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080510 樹名板 樹種表示プレート Ｂ－１　１０．５×１４．４ｃｍ インプル 樹名板　樹種表示プレート Ｂ－１ 枚 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080520 樹名板 インプル（ダブルアルマイト） Ａ　１６×２２ｃｍ　（幹巻式　部品含） インプル 樹名板　インプル Ａ　１６×２２ｃｍ 式 445 ○ ○ 1403 園地施設
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造園補助資材―ブランド品― 1403080530 樹名板 インプル（ダブルアルマイト） Ｂ　１０．５×１４．４ｃｍ　（幹巻式　部品含） インプル 樹名板　インプル Ｂ　１０．５×１４．４ｃｍ 式 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080405 樹名板 ニュー名板ラベール １５２×９８×２ｍｍ　吊り下げ用 大信産業 樹名板　ニュー名板ラベール 吊り下げ用 枚 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080410 樹名板 ニュー名板ラベール １５２×９８×２ｍｍ　足付き＋横棒＋斜名札 大信産業 樹名板　ニュー名板ラベール 足付き　横棒　斜名札 枚 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080540 樹名板 トゥリーレーベル ＴＬ－０１　２１０×１５０×１０ｍｍ（設置器具含まず） 三光社 樹名板　トゥリーレーベル ＴＬ－０１　２１０×１５０ｍｍ 枚 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080550 樹名板 トゥリーレーベル ＴＬ－０２　１７５×１２０×１０ｍｍ（設置器具含まず） 三光社 樹名板　トゥリーレーベル ＴＬ－０２　１７５×１２０ｍｍ 枚 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403080560 樹名板 トゥリーレーベル ＴＬ－０３　１５０×１００×１０ｍｍ（設置器具含まず） 三光社 樹名板　トゥリーレーベル ＴＬ－０３　１５０×１００ｍｍ 枚 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403030260 表示板 指導標（１方向） ＳＩＳ－０１４Ｒ－０１　柱Ｈ１，３００ｍｍ　片矢 ザイエンス 表示板　指導標（１方向） ＳＩＳ－０１４Ｒ－０１ 基 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403030265 表示板 指導標（２方向） ＳＩＳ－０１４Ｒ－０５　柱Ｈ１，３００ｍｍ　両矢 ザイエンス 表示板　指導標（２方向） ＳＩＳ－０１４Ｒ－０５ 基 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403030270 表示板 指導標（３方向） ＳＩＳ－０１４Ｒ－１５　柱Ｈ１，３００ｍｍ　片矢１，両矢１ ザイエンス 表示板　指導標（３方向） ＳＩＳ－０１４Ｒ－１５ 基 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403030275 表示板 制札 ＳＩＳ－０１６Ｒ　Ｗ７５０×Ｄ１５０×Ｈ１，３００ｍｍ ザイエンス 表示板　制札 ＳＩＳ－０１６Ｒ 基 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403030245 表示板 案内板 ＳＩＳ－００１Ｒ－１５　Ｗ１，６７０×Ｄ１５０×Ｈ２，１００ｍｍ ザイエンス 表示板　案内板 ＳＩＳ－００１Ｒ－１５ 基 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403030255 表示板 解説板 ＳＩＳ－００８　Ｗ１，１６０×Ｄ４９０×Ｈ１，２３０ｍｍ ザイエンス 表示板　解説板 ＳＩＳ－００８ 基 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403030067 表示板 ラブロックＬ－０８ 高１，５１０×板５００×８８ｍｍ アボック社 表示板　ラブロックＬ－０８ Ｈ１５１０×板５００×８８ 基 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403030069 表示板 ラブロックＬ－０７ 高１，５１０×板５００×１８８ｍｍ アボック社 表示板　ラブロックＬ－０７ Ｈ１５１０×板５００×１８８ 基 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403030071 表示板 ラブロックＬ－０３ 高１，７１０×板６００×９００ｍｍ アボック社 表示板　ラブロックＬ－０３ Ｈ１７１０×板６００×９００ 基 445 ○ ○ 1403 園地施設

造園補助資材―ブランド品― 1403030073 表示板 ラブロックＬ－０２ 高１，８１０×板９００×１，２００ｍｍ アボック社 表示板　ラブロックＬ－０２ Ｈ１８１０×板９００×１２００ 基 445 ○ ○ 1403 園地施設

草刈機―ブランド品― 1431090370 草刈機 ＧＲ５３８（集草袋付き）　自走 刈幅５３ｃｍ オーレック 草刈機　ＧＲ５３８ 自走　刈幅５３ｃｍ 台 445 ○ ○ 1431 造園機器

草刈機―ブランド品― 1431090375 草刈機 ＦＬ５１０　自走 刈幅５０ｃｍ オーレック 草刈機　ＦＬ５１０ 自走　刈幅５０ｃｍ 台 445 ○ ○ 1431 造園機器
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草刈機―ブランド品― 1431090285 草刈機 ＧＨ１３０８（集草袋付き）　乗用 刈幅８０ｃｍ オーレック 草刈機　ＧＨ１３０８ 乗用　刈幅８０ｃｍ 台 445 ○ ○ 1431 造園機器

草刈機―ブランド品― 1431090442 草刈機 ＧＨＫ１８１０（集草袋付き）乗用 刈幅１００ｃｍ オーレック 草刈機　ＧＨＫ１８１０ 乗用　刈幅１００ｃｍ 台 445 ○ ○ 1431 造園機器

草刈機―ブランド品― 1431090387 草刈機 ＷＭＣ７３６Ｆ　自走 刈幅６９ｃｍ オーレック 草刈機　ＷＭＣ７３６Ｆ 自走　刈幅６９ｃｍ 台 445 ○ ○ 1431 造園機器

草刈機―ブランド品― 1431090390 草刈機 ＷＭＣ１３１７　自走 刈幅６９～１０２ｃｍ オーレック 草刈機　ＷＭＣ１３１７ 自走　刈幅６９～１０２ｃｍ 台 445 ○ ○ 1431 造園機器

草刈機―ブランド品― 1431090444 草刈機 ＡＭ６３Ｂ　自走 刈幅６０ｃｍ オーレック 草刈機　ＡＭ６３Ｂ 自走　刈幅６０ｃｍ 台 445 ○ ○ 1431 造園機器

草刈機―ブランド品― 1431090446 草刈機 ＡＭ７３Ｂ　自走 刈幅７０ｃｍ オーレック 草刈機　ＡＭ７３Ｂ 自走　刈幅７０ｃｍ 台 445 ○ ○ 1431 造園機器

草刈機―ブランド品― 1431090120 草刈機 ＡＭ８１　自走 刈幅８０ｃｍ オーレック 草刈機　ＡＭ８１ 自走　刈幅８０ｃｍ 台 445 ○ ○ 1431 造園機器

草刈機―ブランド品― 1431090415 草刈機 ＨＲ５３２　自走 刈幅５２ｃｍ オーレック 草刈機　ＨＲ５３２ 自走　刈幅５２ｃｍ 台 445 ○ ○ 1431 造園機器

草刈機―ブランド品― 1431090400 草刈機 ＨＲ６６３　自走 刈幅６５ｃｍ オーレック 草刈機　ＨＲ６６３ 自走　刈幅６５ｃｍ 台 445 ○ ○ 1431 造園機器

草刈機―ブランド品― 1431090448 草刈機 ＨＲＣ６６４　自走 刈幅６５ｃｍ オーレック 草刈機　ＨＲＣ６６４ 自走　刈幅６５ｃｍ 台 445 ○ ○ 1431 造園機器

擬木（コンクリート製） 1403171002 擬木（コンクリート製） 丸太 φ１００×高３００（くぬぎ） ６ｋｇ コンクリート擬木　丸太　くぬぎ 径１００×Ｈ３００ 本 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（コンクリート製） 1403171004 擬木（コンクリート製） 丸太 φ１００×高１，０００（くぬぎ） １９ｋｇ コンクリート擬木　丸太　くぬぎ 径１００×Ｈ１０００ 本 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（コンクリート製） 1403171006 擬木（コンクリート製） 丸太 φ１００×高１，０００（焼杉） １９ｋｇ コンクリート擬木　丸太　焼杉 径１００×Ｈ１０００ 本 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（コンクリート製） 1403171008 擬木（コンクリート製） 両面５連縁石 φ１００×高２００×長５００（くぬぎ） １９ｋｇ コンクリート擬木　両面５連縁石 径１００×Ｈ２００×Ｌ５００ 個 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（コンクリート製） 1403171010 擬木（コンクリート製） 両面５連縁石 φ１００×高３００×長５００（くぬぎ） ２８ｋｇ コンクリート擬木　両面５連縁石 径１００×Ｈ３００×Ｌ５００ 個 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（コンクリート製） 1403171012 擬木（コンクリート製） ２連ステップ φ１００×高２００×長２，０００（くぬぎ） ７５ｋｇ コンクリート擬木　２連ステップ 径１００×Ｈ２００×Ｌ２０００ 本 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（コンクリート製）―ブランド品― 1403172006
擬木（コンクリート製）　ＰＣギ木 ２段柵 （Ｄ－１柵） ＦＳ－Ｄ１　φ１５０×ＧＬＨ９００　１．５ｍスパン（く
ぬぎ・焼杉） ６１ｋｇ ナベシマ

ＰＣギ木　２段柵　Ｄ－１柵 ＦＳ－Ｄ１　くぬぎ・焼杉 ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（コンクリート製）―ブランド品― 1403172014
擬木（コンクリート製）　ＰＣギ木 ２段柵 （Ｄ－１柵・塩害対策仕様） ＦＳ－Ｄ１　φ１５０×ＧＬＨ９００　１．
５ｍスパン（くぬぎ・焼杉） ６１ｋｇ ナベシマ

ＰＣギ木　２段柵　Ｄ－１柵 ＦＳ－Ｄ１くぬぎ・焼杉　対塩害 ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

1297 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

擬木（コンクリート製）―ブランド品― 1403172002
擬木（コンクリート製）　ＰＣギ木 ２段柵 （Ｊ－１柵） ＦＳ－Ｊ１Ｙ　□８０×ＧＬＨ９００　１．５ｍスパン（焼
杉） ３７ｋｇ ナベシマ

ＰＣギ木　２段柵　Ｊ－１柵 ＦＳ－Ｊ１Ｙ　焼杉 ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（コンクリート製）―ブランド品― 1403172008
擬木（コンクリート製）　ＰＣギ木 ３段柵 （Ｇ柵） ＦＳ－Ｇ　φ１５０×ＧＬＨ１２００　２ｍスパン（くぬぎ・焼
杉） ７６ｋｇ ナベシマ

ＰＣギ木　３段柵　Ｇ柵 ＦＳ－Ｇ　くぬぎ・焼杉 ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（コンクリート製）―ブランド品― 1403172016
擬木（コンクリート製）　ＰＣギ木 ３段柵 （Ｇ柵・塩害対策仕様） ＦＳ－Ｇ　φ１５０×ＧＬＨ１２００　２ｍスパ
ン（くぬぎ・焼杉） ７６ｋｇ ナベシマ

ＰＣギ木　３段柵　Ｇ柵 ＦＳ－Ｇ　くぬぎ・焼杉　対塩害 ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（コンクリート製）―ブランド品― 1403172004
擬木（コンクリート製）　ＰＣギ木 格子柵 （４１柵） ＦＳ－４１Ｙ　φ１５０×ＧＬＨ１２０５　１．５ｍスパン
（焼杉） １０９ｋｇ ナベシマ

ＰＣギ木　格子柵　４１柵 ＦＳ－４１Ｙ　焼杉 ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（コンクリート製）―ブランド品― 1403172018
擬木（コンクリート製）　ＰＣギ木 ロープ柵１段 ＦＲ－１　φ１００×ＧＬＨ６００（くぬぎ・焼杉）　ロープは含
まず １５ｋｇ ナベシマ

ＰＣギ木　ロープ柵１段 ＦＲ－１　くぬぎ・焼杉 本 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（コンクリート製）―ブランド品― 1403172024
擬木（コンクリート製）　ＰＣギ木 階段ステップ （２段組）・止杭（蓄光付） ＳＳ－１５５ＮＬ　φ１００×高２０
０×長１５００（くぬぎ） ７４ｋｇ ナベシマ

ＰＣギ木　階段ステップ２段止杭 蓄光付　ＳＳ－１５５ＮＬくぬぎ 組 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（コンクリート製）―ブランド品― 1403172022
擬木（コンクリート製）　ＰＣギ木 階段ステップ （２連）・止杭（角形） ＳＳＯ－２０　厚６０×高２００×長２０
００（焼杉） ７８ｋｇ ナベシマ

ＰＣギ木　階段ステップ２連止杭 角形　ＳＳＯ－２０　焼杉 組 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（コンクリート製）―ブランド品― 1403172010
擬木（コンクリート製）　ＰＣギ木 土留壁 （２段組）・杭 ＤＰ－ＡＹ　厚６０×高６００×長２０００（焼杉） １
１７ｋｇ ナベシマ

ＰＣギ木　土留壁（２段組）・杭 ＤＰ－ＡＹ　焼杉 ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173102 擬木（プラスチック製） プラ擬木 １本丸太 Ｚ－ＰＧ－ＰＳ１０１５　φ１００×長１，５００ 前田工繊 プラ擬木　１本丸太 Ｚ－ＰＧ－ＰＳ１０１５ 本 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173128 擬木（プラスチック製） プラ擬木 ２本組木階段 Ｚ－ＰＧ－ＰＷ１０１５Ｆ　φ１００×長１，５００ 前田工繊 プラ擬木　２本組木階段 Ｚ－ＰＧ－ＰＷ１０１５Ｆ 段 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173106 擬木（プラスチック製） プラ擬木 ２本組木階段 Ｚ－ＰＧ－ＰＷ１０２０Ｆ　φ１００×長２，０００ 前田工繊 プラ擬木　２本組木階段 Ｚ－ＰＧ－ＰＷ１０２０Ｆ 段 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173108 擬木（プラスチック製） プラ擬木 ５連組木 Ｚ－ＰＧ－ＰＲ１００５Ｎ　φ１００×幅５００ 前田工繊 プラ擬木　５連組木 Ｚ－ＰＧ－ＰＲ１００５Ｎ 枚 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173110
擬木（プラスチック製） プラ擬木 ５連組木半さい（タイロッド付） Ｍ－ＳＴ－ＰＲ１００５ＨＲＴ　φ１００×幅５
００ 前田工繊

プラ擬木　５連組木半さい Ｍ－ＳＴ－ＰＲ１００５ＨＲＴ 枚 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173112
擬木（プラスチック製） プラ擬木 ２段柵 Ｍ－ＳＴ－ＰＦ１５１５Ａ２　φ１５０×長１，５００　２ｍスパン 前田
工繊

プラ擬木　２段柵 Ｍ－ＳＴ－ＰＦ１５１５Ａ２ ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173114
擬木（プラスチック製） プラ擬木 ２段柵（傾斜タイプ） Ｍ－ＳＴ－ＰＦ１５１５Ｂ２　φ１５０×長１，５００　２
ｍスパン 前田工繊

プラ擬木　２段柵　傾斜タイプ Ｍ－ＳＴ－ＰＦ１５１５Ｂ２ ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173116 擬木（プラスチック製） プラ擬木 格子柵Ａ ２ｍスパン平地用 前田工繊 プラ擬木　格子柵Ａ ２ｍスパン　平地用 ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173118 擬木（プラスチック製） プラ擬木 格子柵Ｂ ２ｍスパン傾斜用 前田工繊 プラ擬木　格子柵Ｂ ２ｍスパン　傾斜用 ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173120
擬木（プラスチック製） プラ擬木 角材柵 Ｍ－ＳＴ－ＪＦ１３１５Ａ２　□１３０×長１，５００　２ｍスパン 前田
工繊

プラ擬木　角材柵 Ｍ－ＳＴ－ＪＦ１３１５Ａ２ ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設
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擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173122 擬木（プラスチック製） プラ擬木 ベンチ Ｍ－ＰＢ－Ａ　幅４００×長１，５００×高４００ 前田工繊 プラ擬木　ベンチ Ｍ－ＰＢ－Ａ 基 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173124
擬木（プラスチック製） プラ擬木 藤棚 Ｍ－ＳＴ－ＰＸ５０５０　幅５，０００×長５，０００×高２，５００ 前田
工繊

プラ擬木　藤棚 Ｍ－ＳＴ－ＰＸ５０５０ 基 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173126 擬木（プラスチック製） プラ擬木 東屋 Ｍ－ＳＴ－ＰＡＺ４０４０　幅４，０００×長４，０００ 前田工繊 プラ擬木　東屋 Ｍ－ＳＴ－ＰＡＺ４０４０ 基 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173502 擬木（プラスチック製） プラウッド ２連木 ＰＷＤ２２００　φ２００×長２，０００ リス興業 プラウッド　２連木 ＰＷＤ２２００ 本 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173504 擬木（プラスチック製） プラウッド ５連木 ＰＷＣＡ５０３　φ１００×幅５００×高３００ リス興業 プラウッド　５連木 ＰＷＣＡ５０３ 枚 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173506 擬木（プラスチック製） プラウッド ５連木 ＰＷＣＡ５０５　φ１００×幅５００×高５００ リス興業 プラウッド　５連木 ＰＷＣＡ５０５ 枚 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173508 擬木（プラスチック製） プラウッド 外柵 ２段柵　φ１３０×１，５００ リス興業 プラウッド　外柵 ２段柵　径１３０ｍｍ ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173510 擬木（プラスチック製） プラウッド 外柵 ２段柵　φ１５０×２，０００ リス興業 プラウッド　外柵 ２段柵　径１５０ｍｍ ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173512 擬木（プラスチック製） プラウッド 一本丸太 ＰＷＳ１５１５　φ１５０×１，５００ リス興業 プラウッド　一本丸太 ＰＷＳ１５１５ 本 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173514 擬木（プラスチック製） プラウッド 藤棚 ＰＷＦＤ２５２５　幅３，５００×長３，５００×高２，５００ リス興業 プラウッド　藤棚 ＰＷＦＤ２５２５ 基 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173516 擬木（プラスチック製） プラウッド 土留 ＰＷＢ５０３００（一段） リス興業 プラウッド　土留 ＰＷＢ５０３００（一段） ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173518 擬木（プラスチック製） プラウッド 土留 ＰＷＢ５０３００（二段） リス興業 プラウッド　土留 ＰＷＢ５０３００（二段） ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173520 擬木（プラスチック製） プラウッド 縦格子柵 φ１３０　２ｍスパン平地用 リス興業 プラウッド　縦格子柵 径１３０　２ｍスパン　平地用 ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173702 擬木（プラスチック製） テンダーウッド ５連縁石 ＰＷ－Ｅ－３Ｎ　φ１００×５００×３００ 積水樹脂 テンダーウッド　５連縁石 ＰＷ－Ｅ－３Ｎ 個 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173704 擬木（プラスチック製） テンダーウッド ５連縁石 ＰＷ－Ｅ－５Ｎ　φ１００×５００×５００ 積水樹脂 テンダーウッド　５連縁石 ＰＷ－Ｅ－５Ｎ 個 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173706 擬木（プラスチック製） テンダーウッド 超軽量丸太 ＰＧ１００－Ｐ－２０　φ１００　長２，０００ 積水樹脂 テンダーウッド　超軽量丸太 ＰＧ１００－Ｐ－２０ 本 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173002 擬木（プラスチック製） エコギ木 二本組木階段 ＧＷ－１０１５－２ＳＰ－Ｆ ヤマム エコギ木　二本組木階段 ＧＷ－１０１５－２ＳＰ－Ｆ 段 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173004 擬木（プラスチック製） エコギ木 二段柵・平地 Ｇ２Ｆ－１５０９－２０Ｍ　φ１５０　２．０ｍスパン ヤマム エコギ木　二段柵・平地 Ｇ２Ｆ－１５０９－２０Ｍ ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設
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擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173006 擬木（プラスチック製） エコギ木 三段柵・平地 Ｇ３Ｆ－１２１１－２０Ｍ　φ１２０　２．０ｍスパン ヤマム エコギ木　三段柵・平地 Ｇ３Ｆ－１２１１－２０Ｍ ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173008 擬木（プラスチック製） エコギ木 格子柵・平地 ＧＦ９－１２１１－２０Ｍ　φ１２０　２．０ｍスパン ヤマム エコギ木　格子柵・平地 ＧＦ９－１２１１－２０Ｍ ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

擬木（プラスチック製）―ブランド品― 1403173010 擬木（プラスチック製） エコギ木 土留柵（鋼管杭タイプ） ＧＥ－Ｄ８０１０Ｅ－２０Ｂ　Ｈ１０００ ヤマム エコギ木　土留柵　鋼管杭タイプ ＧＥ－Ｄ８０１０Ｅ－２０Ｂ ｍ 446 ○ ○ 1403 園地施設

散水機材類―ブランド品― 1431022240 スプリンクラー ＥＳスプリンクラー ４２１ １／２オス　２７°　全回転 イーエス・ウォーターネット ＥＳスプリンクラー ４２１　全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431022208 スプリンクラー ＥＳスプリンクラー ＥＳ－１０Ｘ １／２オス　２３°　全回転 イーエス・ウォーターネット ＥＳスプリンクラー ＥＳ－１０Ｘ　全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431022204 スプリンクラー ＥＳスプリンクラー ＥＳ－３０Ｘ ３／４オス　２５°　全回転 イーエス・ウォーターネット ＥＳスプリンクラー ＥＳ－３０Ｘ　全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431022214 スプリンクラー ＥＳスプリンクラー ＥＳ－３５Ｘ ３／４オス　２５°　全円・扇形 イーエス・ウォーターネット ＥＳスプリンクラー ＥＳ－３５Ｘ　全円・扇形 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431022232 スプリンクラー ＥＳスプリンクラー Ｆ４１ １メス　２７°　全回転 イーエス・ウォーターネット ＥＳスプリンクラー Ｆ４１　全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431022234
スプリンクラー ギアー式ポップアップスプリンクラー ＰＳ－ＥＳ２０１－ＳＳ ３／４メス　１３°，２５°　全円・
扇形 イーエス・ウォーターネット

ギアポップアップスプリンクラー ＰＳ－ＥＳ２０１－ＳＳ 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431022236
スプリンクラー ギアー式ポップアップスプリンクラー ＰＳ－ＥＳ２５１－ＳＳ １メス　２５°　全円・扇形 イーエ
ス・ウォーターネット

ギアポップアップスプリンクラー ＰＳ－ＥＳ２５１－ＳＳ 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431022238
スプリンクラー ギアー式ポップアップスプリンクラー ＰＳ－ＥＳ９０１ １　１／２メス　２５°　全円・扇形 イー
エス・ウォーターネット

ギアポップアップスプリンクラー ＰＳ－ＥＳ９０１ 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431020206 スプリンクラー スプリンクラー ２５－Ｆ２ ＰＴ１／２　２５°　全回転 ヤンマーアグリジャパン スプリンクラー　２５－Ｆ２ ＰＴ１／２　２５度　全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431020252 スプリンクラー スプリンクラー ２５－Ｐ３ ＰＴ１／２　２５°　部分回転 ヤンマーアグリジャパン スプリンクラー　２５－Ｐ３ ＰＴ１／２　２５度　部分回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431020210 スプリンクラー スプリンクラー ３０－Ｆ３ ＰＴ３／４　２７°　全回転 ヤンマーアグリジャパン スプリンクラー　３０－Ｆ３ ＰＴ３／４　２７度　全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431020212 スプリンクラー スプリンクラー ３０－ＦＷ３ ＰＴ３／４　２０°　全回転 ヤンマーアグリジャパン スプリンクラー　３０－ＦＷ３ ＰＴ３／４　２０度　全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431020214 スプリンクラー スプリンクラー ３０－Ｌ５ ＰＴ３／４　１０°　全回転 ヤンマーアグリジャパン スプリンクラー　３０－Ｌ５ ＰＴ３／４　１０度　全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431020216 スプリンクラー スプリンクラー ３０－Ｐ３ ＰＴ３／４　２０°　部分回転 ヤンマーアグリジャパン スプリンクラー　３０－Ｐ３ ＰＴ３／４　２０度　部分回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431020236 スプリンクラー スプリンクラー ３０－ＰＷ８ ＰＴ３／４　２０°　部分回転 ヤンマーアグリジャパン スプリンクラー　３０－ＰＷ８ ＰＴ３／４　２０度　部分回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器
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散水機材類―ブランド品― 1431020218 スプリンクラー スプリンクラー ６０－ＦＷ ＰＴ１　２５°　全回転 ヤンマーアグリジャパン スプリンクラー　６０－ＦＷ ＰＴ１　２５度　全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431020220 スプリンクラー スプリンクラー ８０－Ｆ ＰＴ１　１／４　２５°　全回転 ヤンマーアグリジャパン スプリンクラー　８０－Ｆ ＰＴ１・１／４　２５度　全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431020222 スプリンクラー スプリンクラー １００ＰＷ－１ ＰＴ２　２５°　部分回転 ヤンマーアグリジャパン スプリンクラー　１００ＰＷ－１ ＰＴ２　２５度　部分回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431020224 スプリンクラー スプリンクラー １２０ＰＷ－１ ＰＴ３　３０°　部分回転 ヤンマーアグリジャパン スプリンクラー　１２０ＰＷ－１ ＰＴ３　３０度　部分回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431020231 スプリンクラー ターフジョイント ＡＪＳ－Ｍ４０×２５ １　１／２×１ＰＴ ヤンマーアグリジャパン ターフジョイント ＡＪＳ－Ｍ４０×２５ 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431020242 スプリンクラー ポップアップスプリンクラー ＰＵＰ－５０Ｇ ＰＴ１　２５°　全回転 ヤンマーアグリジャパン ポップアップスプリンクラー ＰＵＰ－５０Ｇ　２５度　全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431020246
スプリンクラー ポップアップスプリンクラー ＰＵＰ－１２０Ｇ ＰＴ１　１／２　２７°　全回転 ヤンマーアグリ
ジャパン

ポップアップスプリンクラー ＰＵＰ－１２０Ｇ　２７度全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431021242 スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－２０－８Ｖ ＰＴ１／２　低圧　全回転 富士古河Ｅ＆Ｃ スプリンクラーＴＳ－２０－８Ｖ ＰＴ１／２　低圧　全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431021244 スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－２５－８Ｖ ＰＴ１／２　低圧　部分回転 富士古河Ｅ＆Ｃ スプリンクラーＴＳ－２５－８Ｖ ＰＴ１／２　低圧　部分回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431021226 スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－３０－２７ ＰＴ３／４　中間圧　全回転 富士古河Ｅ＆Ｃ スプリンクラーＴＳ－３０－２７ ＰＴ３／４　中間圧　全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431021248 スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－３０－８Ｖ ＰＴ３／４　中間圧　全回転 富士古河Ｅ＆Ｃ スプリンクラーＴＳ－３０－８Ｖ ＰＴ３／４　中間圧　全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431021250 スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－３０－１２Ｖ ＰＴ３／４　中間圧　全回転 富士古河Ｅ＆Ｃ スプリンクラーＴＳ３０－１２Ｖ ＰＴ３／４　中間圧　全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431021228 スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－３５－２７ ＰＴ３／４　中間圧　部分回転 富士古河Ｅ＆Ｃ スプリンクラーＴＳ－３５－２７ ＰＴ３／４　中間圧　部分回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431021252 スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－３５－１２Ｖ ＰＴ３／４　中間圧　部分回転 富士古河Ｅ＆Ｃ スプリンクラーＴＳ３５－１２Ｖ ＰＴ３／４　中間圧　部分回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431021230 スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－４０－２７ ＰＴ１　準高圧　全回転 富士古河Ｅ＆Ｃ スプリンクラーＴＳ－４０－２７ ＰＴ１　準高圧　全回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431021232 スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－４５－３０ ＰＴ１　準高圧　部分回転 富士古河Ｅ＆Ｃ スプリンクラーＴＳ－４５－３０ ＰＴ１　準高圧　部分回転 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431021246 スプリンクラー スプリンクラー ＴＳ－７５ＫＵ－３０ ＰＴ１　１／４　高圧　全・部分回転併用 富士古河Ｅ＆Ｃ スプリンクラーＴＳ７５ＫＵ３０ ＰＴ１・１／４高圧全・部分併用 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431021402 スプリンクラー ヒドロスプリンクラー ＨＵ３１０Ⅱ型 ３２Ａ　中圧　全円 ヒドロ工業 ヒドロスプリンクラー ＨＵ３１０－２型３２Ａ中圧全円 個 447 ○ ○ 1431 造園機器
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散水機材類―ブランド品― 1431021420 スプリンクラー ヒドロスプリンクラー ＨＵ４２０Ｐ型 ３２Ａ　中圧　分円 ヒドロ工業 ヒドロスプリンクラー ＨＵ４２０Ｐ　３２Ａ　中圧分円 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431021408 スプリンクラー ヒドロスプリンクラー ＨＵ８１０型 ４０Ａ　高圧　全円 ヒドロ工業 ヒドロスプリンクラー ＨＵ８１０型　４０Ａ　高圧全円 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431021410 スプリンクラー ヒドロスプリンクラー ＨＵ８１０Ｐ型 ４０Ａ　高圧　分円 ヒドロ工業 ヒドロスプリンクラー ＨＵ８１０Ｐ型　４０Ａ高圧分円 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431021413 スプリンクラー ヒドロレインガン ＳＨ９９０Ｐ型 ５０Ａ　分円 ヒドロ工業 ヒドロレインガン ＳＨ９９０Ｐ型　５０Ａ　分円 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431040604 電磁弁 多目的電磁弁 ＨＴＳＰ－５０Ｗ φ５０　ねじ込み型 ケイヒン 多目的電磁弁　ＨＴＳＰ－５０Ｗ 径５０ｍｍ　ねじ込み型 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431040606 電磁弁 多目的電磁弁 ＨＴＳＰ－６５Ｗ φ６５　ねじ込み型 ケイヒン 多目的電磁弁　ＨＴＳＰ－６５Ｗ 径６５ｍｍ　ねじ込み型 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431040608 電磁弁 多目的電磁弁 ＨＴＳＰ－７５Ｗ φ７５　ねじ込み型 ケイヒン 多目的電磁弁　ＨＴＳＰ－７５Ｗ 径７５ｍｍ　ねじ込み型 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431040610 電磁弁 多目的電磁弁 ＨＴＳＰ－１００Ｗ φ１００　ねじ込み型 ケイヒン 多目的電磁弁　ＨＴＳＰ１００Ｗ 径１００ｍｍ　ねじ込み型 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431040808 電磁弁 電磁弁 ＲＳＶ－４０Ａ－２１０Ｋ １　１／２Ｂ　ねじ込み型　青銅鋳物 ＣＫＤ 電磁弁ＲＳＶ－４０Ａ－２１０Ｋ １・１／２Ｂねじ込み型青銅鋳物 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431040810 電磁弁 電磁弁 ＲＳＶ－５０Ａ－２１０Ｋ ２Ｂ　ねじ込み型　青銅鋳物 ＣＫＤ 電磁弁ＲＳＶ－５０Ａ－２１０Ｋ ２Ｂ　ねじ込み型青銅鋳物 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431041408 電磁弁 電磁バルブ ＳＨＶＮ５０型 ５０Ａ　ナイロンライニング　フランジ型 ヒドロ工業 電磁バルブ　ＳＨＶＮ５０型 ５０Ａ　フランジ型 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431041410 電磁弁 電磁バルブ ＳＨＶＮ６５型 ６５Ａ　ナイロンライニング　フランジ型 ヒドロ工業 電磁バルブ　ＳＨＶＮ６５型 ６５Ａ　フランジ型 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431041412 電磁弁 電磁バルブ ＳＨＶＮ８０型 ８０Ａ　ナイロンライニング　フランジ型 ヒドロ工業 電磁バルブ　ＳＨＶＮ８０型 ８０Ａ　フランジ型 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431081812 バルブ類 ＡＶ自動給水栓 Ｎ・ＴＳ式 ５０Ａ　ＨＩ－ＰＶＣ・ＡＢＳ製センサー込 旭有機材 ＡＶ自動給水栓 Ｎ・ＴＳ式　５０Ａ　センサー込 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431081814 バルブ類 ＡＶ自動給水栓 Ｎ・ＴＳ式 ８０Ａ　ＨＩ－ＰＶＣ・ＡＢＳ製センサー込 旭有機材 ＡＶ自動給水栓 Ｎ・ＴＳ式　８０Ａ　センサー込 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431081816 バルブ類 ＡＶ自由型アングルバルブ ５０　ＴＳ式・ホース接続（ハンドル固定式） 旭有機材 ＡＶ自由型アングルバルブ ５０　ＴＳ式・ホース接続 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431081818 バルブ類 ＡＶ自由型アングルバルブ ８０　ＴＳ式・ホース接続（ハンドル固定式） 旭有機材 ＡＶ自由型アングルバルブ ８０　ＴＳ式・ホース接続 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431081805 バルブ類 ＡＶアルファルファバルブ ５０　ＴＳ式（ハンドル固定式） 旭有機材 ＡＶアルファルファバルブ ５０　ＴＳ式 個 447 ○ ○ 1431 造園機器
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散水機材類―ブランド品― 1431081807 バルブ類 ＡＶアルファルファバルブ ８０　ＴＳ式（ハンドル固定式） 旭有機材 ＡＶアルファルファバルブ ８０　ＴＳ式 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431081806 バルブ類 ＡＶアルファルファバルブ １００　ＴＳ式（ハンドル固定式） 旭有機材 ＡＶアルファルファバルブ １００　ＴＳ式 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431050818 バルブ類 回転バルブ ＲＶＮ－５０８０Ａ ５０－９０°　３６０°回転式 ＡＫＫ 回転バルブ　ＲＶＮ－５０８０Ａ ５０－９０度　３６０度回転式 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431050816 バルブ類 回転バルブ ＲＶＮ－４０８０Ａ ４０－９０°　３６０°回転式 ＡＫＫ 回転バルブ　ＲＶＮ－４０８０Ａ ４０－９０度　３６０度回転式 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431050814 バルブ類 回転バルブ ＲＶＮ－５０８８Ａ ５０－９０°　３６０°回転式，ノンダスト ＡＫＫ 回転バルブ　ＲＶＮ－５０８８Ａ ５０－９０度　３６０度回転式 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431050202 バルブ類 回転バルブ ＴＡＶ４０×９０－ＢＣ２ １　１／２ＰＴ　９０°　ＢＣ製 ヤンマーアグリジャパン 回転バルブ ＴＡＶ４０×９０－ＢＣ２ 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431050204 バルブ類 回転バルブ ＴＡＶ４０×４５－ＢＣ２ １　１／２ＰＴ　４５°　ＢＣ製 ヤンマーアグリジャパン 回転バルブ ＴＡＶ４０×４５－ＢＣ２ 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431050206 バルブ類 回転バルブ ＴＡＶ５０×９０－ＢＣ２ ２ＰＴ　９０°　ＢＣ製 ヤンマーアグリジャパン 回転バルブ ＴＡＶ５０×９０－ＢＣ２ 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431050208 バルブ類 回転バルブ ＴＡＶ５０×４５－ＢＣ ２ＰＴ　４５°　ＢＣ製 ヤンマーアグリジャパン 回転バルブ ＴＡＶ５０×４５－ＢＣ 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431050210 バルブ類 伸縮式回転バルブ ＰＵＶ５０Ａ－４ ２ＰＴ　ＢＣ製 ヤンマーアグリジャパン 伸縮式回転バルブ ＰＵＶ５０Ａ－４ 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431051206 バルブ類 取水栓 Ｆ－５０ ＰＴ２　伸縮　回転式 富士古河Ｅ＆Ｃ 取水栓　Ｆ－５０ ＰＴ２　伸縮　回転式 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431051210 バルブ類 取水栓 ＦＤ－５０ ＰＴ２　伸縮　回転式（水抜きドレン付） 富士古河Ｅ＆Ｃ 取水栓　ＦＤ－５０ ＰＴ２　伸縮　回転式　ドレン付 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431082008 バルブ類 水田用給水栓（フィールドバルブ） ５０Ｔ型　ハンドル込み マサル工業 水田用給水栓 ５０Ｔ型　ハンドル込み 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431082010 バルブ類 水田用給水栓（フィールドバルブ） ７５Ｔ型　ハンドル込み マサル工業 水田用給水栓 ７５Ｔ型　ハンドル込み 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431082012 バルブ類 水田用給水栓（フィールドバルブ） １００Ｔ型　ハンドル込み マサル工業 水田用給水栓 １００Ｔ型　ハンドル込み 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431082014 バルブ類 田畑兼用給水栓（フィールドバルブ） ＭＨ型 ５０Ｓ－２００型　丸型ハンドル固定式 マサル工業 田畑兼用給水栓　ＭＨ型 ５０Ｓ２００型　丸ハンドル固定 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431082016 バルブ類 田畑兼用給水栓（フィールドバルブ） ＭＨ型 ５０Ｈ－１００型　丸型ハンドル固定式 マサル工業 田畑兼用給水栓　ＭＨ型 ５０Ｈ１００型　丸ハンドル固定 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431082018 バルブ類 田畑兼用給水栓（フィールドバルブ） ＭＨ型 ７５Ｓ－２００型　丸型ハンドル固定式 マサル工業 田畑兼用給水栓　ＭＨ型 ７５Ｓ２００型　丸ハンドル固定 個 447 ○ ○ 1431 造園機器
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散水機材類―ブランド品― 1431082020 バルブ類 田畑兼用給水栓（フィールドバルブ） ＭＨ型 ７５Ｈ－１００型　丸型ハンドル固定式 マサル工業 田畑兼用給水栓　ＭＨ型 ７５Ｈ１００型　丸ハンドル固定 個 447 ○ ○ 1431 造園機器

緑化灌水ホースほか―ブランド品― 1431110008
緑化灌水ホース アムノンドリップチューブ アムノン－３０ＰＣ φ１６ｍｍドリッパー間隔３０ｃｍ　２００ｍ巻
イーエス・ウォーターネット

アムノンドリップチューブ アムノン－３０ＰＣ　２００ｍ巻 巻 447 ○ ○ 1431 造園機器

緑化灌水ホースほか―ブランド品― 1431110016 緑化灌水ホース スミラム １７－２．３ φ１７ｍｍ　２００ｍ巻 住化農業資材 スミラム １７－２．３　２００ｍ巻 巻 447 ○ ○ 1431 造園機器

緑化灌水ホースほか―ブランド品― 1431110018 緑化灌水ホース スミラムエース １７－１．０ φ１７ｍｍ　２００ｍ巻 住化農業資材 スミラムエース １７－１　２００ｍ巻 巻 447 ○ ○ 1431 造園機器

緑化灌水ホースほか―ブランド品― 1607010580 排水口 ＫＭ式排水口 ＫＭＨ－１００ 径１００ｍｍ用 鬼頭忠兵衛商店 ＫＭ式排水口 ＫＭＨ－１００　径１００ 個 447 ○ ○ 1607 ウィープホール

緑化灌水ホースほか―ブランド品― 1607010590 排水口 ＫＭ式排水口 ＫＭＨ－１５０ 径１５０ｍｍ用 鬼頭忠兵衛商店 ＫＭ式排水口 ＫＭＨ－１５０　径１５０ 個 447 ○ ○ 1607 ウィープホール

緑化灌水ホースほか―ブランド品― 1607010595 排水口 ＫＭ式排水口 ＫＭＨ－２００ 径２００ｍｍ用 鬼頭忠兵衛商店 ＫＭ式排水口 ＫＭＨ－２００　径２００ 個 447 ○ ○ 1607 ウィープホール

遊器具―ブランド品― 1403092002 スベリ台 １方滑台（ＳＵＳ） ＯＴ１－ＳＢ－１２８１　Ｈ１．７ｍ（ステン張） 大久保体器 遊器具　１方滑台 ＯＴ１ＳＢ１２８１　Ｈ１．７ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092028 スベリ台 スパイラルスライダー ＯＴ１－ＳＢ－４０７０　Ｈ１．８ｍ 大久保体器 遊器具　スパイラルスライダー ＯＴ１ＳＢ４０７０　Ｈ１．８ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092456 スベリ台 すべり台（ＳＵＳ） ＣＰ－０１３７０　デッキ高２．０ｍ コトブキ 遊器具　すべり台（ＳＵＳ） ＣＰ－０１３７０　デッキ高２ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092458 スベリ台 すべり台（ＳＵＳ） ＣＰ－０１３７１　デッキ高１．５ｍ コトブキ 遊器具　すべり台（ＳＵＳ） ＣＰ０１３７１デッキ高１．５ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090820 スベリ台 大型滑台（ステン） ２０５２１　Ｈ２ｍ　滑面長４ｍ サトミ産業 遊器具　大型滑台 ２０５２１　Ｈ２ｍ　滑面Ｌ４ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091210 スベリ台 １方滑台（ＦＲＰ） ＳＬ－ＴＦＲ０００６　Ｈ２ｍ タイキ 遊器具　１方滑台 ＳＬ－ＴＦＲ０００６　Ｈ２ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092460 スベリ台 オープンスライダー ＰＧ３１－ＳＵ００１　Ｌ５．１５×Ｗ０．７５×Ｈ２．８２ｍ タカオ 遊器具　オープンスライダー ＰＧ３１－ＳＵ００１Ｌ５．１５ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092462 スベリ台 エルフスライダー ＰＧ３１－ＳＵ００９　Ｌ６．１×Ｗ０．７５×Ｈ３．２ｍ タカオ 遊器具　エルフスライダー ＰＧ３１－ＳＵ００９　Ｌ６．１ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403094002 スベリ台 Ｒ型成型すべり台 ＳＬ－０１５　Ｈ１．５ｍ 都村製作所 遊器具　Ｒ型成型すべり台 ＳＬ－０１５　Ｈ１．５ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092238 スベリ台 富士型滑台 Ｆ－１０Ｓ　Ｗ４．９５ｍ　Ｄ０．６ｍ　Ｈ２．８ｍ 東海遊具製作所 遊器具　富士型滑台 Ｆ－１０Ｓ　Ｈ２．８ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091635 スベリ台 片スベリ片階段（中型） ＳＬＫ－２ＳＫ　Ｈ２．９×Ｗ３．９７ｍ 中村製作所 遊器具　片スベリ片階段（中型） ＳＬＫ－２ＳＫ　Ｈ２．９ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設
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遊器具―ブランド品― 1403093644 スベリ台 ＮＢダブルスライダー ＳＬＷ－１２Ｙ　Ｈ２．２９×Ｗ３．９０５ｍ 中村製作所 遊器具　ＮＢダブルスライダー ＳＬＷ－１２Ｙ　Ｈ２．２９ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090602 スベリ台 １回転滑台 ＳＬ－２１　Ｈ２．８ｍ　滑走面６．０ｍ（ステンレスパイプ張） 日都産業 遊器具　１回転滑台 ＳＬ－２１　Ｈ２．８ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091047 ブランコ ４連ブランコ ＡＭ－１４２３　Ｈ２．５ｍ 内田工業 遊器具　４連ブランコ ＡＭ－１４２３　Ｈ２．５ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091080 ブランコ ２人用ブランコ ＯＴ１－ＢＲ－３２００　Ｈ２．０ｍ 大久保体器 遊器具　２人用ブランコ ＯＴ１－ＢＲ－３２００ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091082 ブランコ ２人用ブランコ ＯＴ１－ＢＲ－３２５０　Ｈ２．５ｍ 大久保体器 遊器具　２人用ブランコ ＯＴ１－ＢＲ－３２５０ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091084 ブランコ ４人用ブランコ ＯＴ１－ＢＲ－３４５０　Ｈ２．５×Ｗ５ｍ 大久保体器 遊器具　４人用ブランコ ＯＴ１－ＢＲ－３４５０ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091086 ブランコ ４人用ブランコ ＯＴ１－ＢＲ－３４５１　Ｈ２．５ｍ　オールステンレス製 大久保体器 遊器具　４人用ブランコ ＯＴ１－ＢＲ－３４５１ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092464 ブランコ ２連ブランコ ＣＰ－０１５３１　Ｈ２．５６×Ｗ３．４２ｍ コトブキ 遊器具　２連ブランコ ＣＰ－０１５３１　Ｈ２．５６ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090810 ブランコ 大型２連ブランコ １５１２３　Ｈ２．５ｍ　梁幅３ｍ　ＳＳシート サトミ産業 遊器具　大型２連ブランコ １５１２３　Ｈ２．５ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090815 ブランコ 大型４連ブランコ １５１２４　Ｈ２．５ｍ　梁幅６ｍ　ＳＳシート サトミ産業 遊器具　大型４連ブランコ １５１２４　Ｈ２．５ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090817 ブランコ ネオブランコ １５１４０　Ｈ２．５×Ｗ３ｍ　ＳＳシート サトミ産業 遊器具　ネオブランコ １５１４０　Ｈ２．５×Ｗ３ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091215 ブランコ ２連ブランコ ＳＧ－ＴＴＥ０００１－２　Ｈ２．５ｍ タイキ 遊器具　２連ブランコ ＳＧ－ＴＴＥ０００１－２ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091220 ブランコ ４連ブランコ ＳＧ－ＴＴＥ０００１－４　Ｈ２．５ｍ タイキ 遊器具　４連ブランコ ＳＧ－ＴＴＥ０００１－４ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092466 ブランコ ２連ブランコ ＰＧ３１－ＢＵ００２　Ｈ２．５ｍ　Ｌ３．８５ｍ タカオ 遊器具　２連ブランコ ＰＧ３１－ＢＵ００２ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092468 ブランコ ４連ブランコ ＰＧ３１－ＢＵ００６　Ｈ２．５ｍ　Ｌ６．８５ｍ タカオ 遊器具　４連ブランコ ＰＧ３１－ＢＵ００６ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092470 ブランコ ツリー型ブランコ ＰＧ３１－ＢＵ０１５　Ｈ３．５５ｍ　Ｌ３．５２ｍ タカオ 遊器具　ツリー型ブランコ ＰＧ３１－ＢＵ０１５ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403094004 ブランコ ２人乗りブランコ Ｉ－０７３　Ｈ２．５ｍ 都村製作所 遊器具　２人乗りブランコ Ｉ－０７３　Ｈ２．５ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403094006 ブランコ ４人乗りブランコ Ｉ－０８３　Ｈ２．５ｍ 都村製作所 遊器具　４人乗りブランコ Ｉ－０８３　Ｈ２．５ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設
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遊器具―ブランド品― 1403092255 ブランコ ４連ブランコ Ｃ－３　Ｗ５．７ｍ　Ｄ２．２ｍ　Ｈ２．１ｍ 東海遊具製作所 遊器具　４連ブランコ Ｃ－３　Ｗ５．７×Ｈ２．１ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091645 ブランコ 大型ブランコ２人用 ＢＵ－３２　Ｈ２．５×Ｗ３．４ｍ 中村製作所 遊器具　大型ブランコ２人用 ＢＵ－３２　Ｈ２．５ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090608 ブランコ 大型２人用ブランコ ＳＷ－１３　Ｈ２．５×Ｗ２．９ｍ 日都産業 遊器具　大型２人用ブランコ ＳＷ－１３　Ｈ２．５ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090612 ブランコ 大型４人用ブランコ ＳＷ－１４　Ｈ２．５×Ｗ６ｍ 日都産業 遊器具　大型４人用ブランコ ＳＷ－１４　Ｈ２．５×Ｗ６ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090614 ブランコ ２人用ブランコ ＳＷ－１１　Ｈ２．０×Ｗ２．６ｍ 日都産業 遊器具　２人用ブランコ ＳＷ－１１　Ｈ２×Ｗ２．６ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091078 ブランコ安全柵 ４連安全柵 ＡＭ－１４２４α　Ｈ０．７ｍ（両面） 内田工業 遊器具　４連安全柵 ＡＭ－１４２４αＨ０．７ｍ両面 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092034 ブランコ安全柵 ２人用ブランコ境界柵 ＯＴ１－ＢＲ－８３２０ 大久保体器 遊器具　２人用ブランコ境界柵 ＯＴ１－ＢＲ－８３２０ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092036 ブランコ安全柵 ４人用ブランコ境界柵 ＯＴ１－ＢＲ－８３４０ 大久保体器 遊器具　４人用ブランコ境界柵 ＯＴ１－ＢＲ－８３４０ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092048 ブランコ安全柵 ２連用ブランコ安全柵 ＣＰ－０１５３７　Ｈ０．６ｍ コトブキ 遊器具　２連用ブランコ安全柵 ＣＰ－０１５３７　Ｈ０．６ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403094008 ブランコ安全柵 ２人乗用ブランコ安全柵 Ｉ－９０９　Ｈ０．６４５ｍ 都村製作所 遊器具　２人乗用ブランコ安全柵 Ｉ－９０９　Ｈ０．６４５ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403094010 ブランコ安全柵 ４人乗用ブランコ安全柵 Ｉ－０８９　Ｈ０．６４５ｍ 都村製作所 遊器具　４人乗用ブランコ安全柵 Ｉ－０８９　Ｈ０．６４５ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403094018 ブランコ安全柵 ブランコ安全柵２人用 ＢＵ－Ａ２　Ｈ０．６ｍ 中村製作所 遊器具　ブランコ安全柵２人用 ＢＵ－Ａ２　Ｈ０．６ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090634 ブランコ安全柵 大型２人用ブランコ境界柵 ＦＥ－４３　Ｈ０．６３ｍ 日都産業 遊器具　大型２人ブランコ境界柵 ＦＥ－４３　Ｈ０．６３ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090636 ブランコ安全柵 大型４人用ブランコ境界柵 ＦＥ－４４　Ｈ０．６３ｍ 日都産業 遊器具　大型４人ブランコ境界柵 ＦＥ－４４　Ｈ０．６３ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092020 シーソー シーソー（１連）座アルミ製 ＯＴ１－ＳＳ－００１０　Ｌ３．６ｍ 大久保体器 遊器具　シーソー（１連） ＯＴ１ＳＳ００１０　Ｌ３．６ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090626 シーソー 単列シーソー ＳＥ－０６　Ｈ０．４５ｍ　ゴムマット付 日都産業 遊器具　単列シーソー ＳＥ－０６　Ｈ０．４５ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092008 ジム類 丸型ジャングルジム中 ＯＴ１－ＪＭ－３０２０　Ｈ２．４×φ２．１ｍ 大久保体器 遊器具　丸型ジャングルジム中 ＯＴ１ＪＭ３０２０　Ｈ２．４ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092006 ジム類 角型ジャングルジム ＯＴ１－ＪＭ－７０２０　Ｈ２．５×Ｗ２．５ｍ 大久保体器 遊器具　角型ジャングルジム ＯＴ１－ＪＭ－７０２０ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設
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遊器具―ブランド品― 1403090805 ジム類 スクエアジャングルジム １０１２５　Ｈ２．５×Ｗ２．５ｍ サトミ産業 遊器具　スクエアジャングルジム １０１２５　Ｈ２．５ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091250 ジム類 ジャングルジム ＪＭ－ＴＴＥ０００１　Ｈ２．７×Ｗ１．８×Ｄ１．８ｍ タイキ 遊器具　ジャングルジム ＪＭ－ＴＴＥ０００１　２．７ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091640 ジム類 ジャングルジムＣ ＪＡ－Ｃ　Ｈ２．５×Ｗ２．５ｍ 中村製作所 遊器具　ジャングルジムＣ ＪＡ－Ｃ　Ｈ２．５ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403093646 ジム類 ダイナソー ＤＮ－ＳＴ３　Ｈ１．８１１ｍ×Ｗ４．０３４ｍ 中村製作所 遊器具　ダイナソー ＤＮ－ＳＴ３　Ｈ１．８１１ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090604 ジム類 グローブジャングルジム ＲＴ－０１　Ｈ２．２０ｍ　回転径２．０５ｍ 日都産業 遊器具　グローブジャングルジム ＲＴ－０１　Ｈ２．２ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092018 鉄棒 低鉄棒（３連） ＯＴ１－ＴＥ－４０２０　Ｈ１．３ｍまで 大久保体器 遊器具　低鉄棒（３連） ＯＴ１ＴＥ４０２０　Ｈ１．３ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090830 鉄棒 ３連中鉄棒 ３５４７０　Ｈ１．２～１．４ｍ サトミ産業 遊器具　３連中鉄棒 ３５４７０　Ｈ１．２～１．４ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091205 鉄棒 低鉄棒（１連） ＨＢ－ＴＴＥ０００１－Ｍ　Ｈ０．９～１．３ｍ タイキ 遊器具　低鉄棒（１連） ＨＢ－ＴＴＥ０００１－Ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092250 鉄棒 ３連低鉄棒 Ｈ－１Ｂ　Ｗ５．４ｍ　Ｈ０．９～１．１ｍ 東海遊具製作所 遊器具　３連低鉄棒 Ｈ－１Ｂ　Ｈ０．９～１．１ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091630 鉄棒 低鉄棒（３連） ＴＥ－３　Ｈ０．８～１．２×Ｗ５．４ｍ 中村製作所 遊器具　低鉄棒（３連） ＴＥ－３　Ｈ０．８～１．２ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090624 鉄棒 ２間低鉄棒 ＢＲ－２１　Ｈ０．９～１．２ｍ 日都産業 遊器具　２間低鉄棒 ＢＲ－２１　Ｈ０．９～１．２ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090628 鉄棒 ３間低鉄棒 ＢＲ－２２　Ｈ０．９～１．０～１．１ｍ 日都産業 遊器具　３間低鉄棒 ＢＲ－２２　Ｈ０．９～１．１ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090632 鉄棒 ３間中鉄棒 ＢＲ－２３　Ｈ１．１～１．３～１．５ｍ 日都産業 遊器具　３間中鉄棒 ＢＲ－２３　Ｈ１．１～１．５ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091076 総合遊具 チャイルドステーション ＡＷ－２３２１　Ｈ４．６×Ｗ５．７×Ｄ８．１１ｍ 内田工業 遊器具　チャイルドステーション ＡＷ－２３２１　Ｈ４．６ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091096 総合遊具 プレイポートアドベンチャー ＣＰ－０００６６　Ｗ６，３５０×Ｄ３，４６０ｍｍ コトブキ 遊器具プレイポートアドベンチャ ＣＰ－０００６６ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091098 総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９０１　Ｗ３，１４０×Ｄ１，９６０ｍｍ コトブキ 遊器具　プレイポートワンダー ＣＰ－０１９０１ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091100 総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９７６Ｃ　Ｗ３，６１０×Ｄ５，３５０ｍｍ コトブキ 遊器具　プレイポートワンダー ＣＰ－０１９７６Ｃ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091102 総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９０９　Ｗ４，９２０×Ｄ４，３８０ｍｍ コトブキ 遊器具　プレイポートワンダー ＣＰ－０１９０９ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設
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遊器具―ブランド品― 1403093210 総合遊具 木製コンビ遊具ニコランド ＰＮＫ－２０１－Ｎ　Ｗ４．７×Ｄ４．０ｍ ザイエンス 遊器具木製コンビ遊具ニコランド ＰＮＫ－２０１－Ｎ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403093212 総合遊具 木製コンビ遊具ニコランド ＰＮＴ－３０１－Ｎ　Ｗ８．１６×Ｄ４．３１ｍ ザイエンス 遊器具木製コンビ遊具ニコランド ＰＮＴ－３０１－Ｎ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091235 総合遊具 総合遊具 ＰＵ－ＴＭＫ０００５　Ｈ４．７×Ｌ８．３×Ｗ５．３ｍ タイキ 遊器具　総合遊具 ＰＵ－ＴＭＫ０００５　４．７ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403094016 総合遊具 ファンファンコンポ１ ＦＵ－０１０　Ｗ３．３×Ｄ３．２ｍ 都村製作所 遊器具　ファンファンコンポ１ ＦＵ－０１０ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090485 スプリング遊具 トロピックにわとり Ｍ１０１Ｐ　Ｈ７８０×Ｄ３５０×Ｗ９４０ｍｍ サカヱ 遊器具　トロピックにわとり Ｍ１０１Ｐ　Ｈ７８０ｍｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403090496 スプリング遊具 トロピックホース Ｍ１７２Ｐ　Ｈ８２０×Ｄ３５０×Ｗ９６０ｍｍ サカヱ 遊器具　トロピックホース Ｍ１７２Ｐ　Ｈ８２０ｍｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092472 スプリング遊具 スプリング遊具 ３０６０１～３０６０８　各種 サトミ産業 遊器具　スプリング遊具 ３０６０１～３０６０８　各種 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092452 スイング遊具 一人用アクションコム ビー・ハニー・ハッピー・ホッパー コトブキ 遊器具　一人用アクションコム ビー・ハニー・ハッピー他 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092454 スイング遊具 二人用アクションコム クップル コトブキ 遊器具　二人用アクションコム クップル 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403093216 スイング遊具 ロッキング遊具 ＰＧ－Ａ１２Ｂ　クジラ ザイエンス 遊器具　ロッキング遊具 ＰＧ－Ａ１２Ｂ　クジラ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403093218 スイング遊具 ロッキング遊具 ＰＧ－Ａ１２Ｄ　ヒコウキ ザイエンス 遊器具　ロッキング遊具 ＰＧ－Ａ１２Ｄ　ヒコウキ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091464 スイング遊具 スイング遊具 ＰＧ３１－ＳＷ００１～０２２ タカオ 遊器具　スイング遊具 ＰＧ３１－ＳＷ００１～０２２ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403093648 スイング遊具 ロッキング遊具ノリノリ ＮＲＩ－ＷＲ　ホイールローダー 中村製作所 遊器具　ロッキング遊具ノリノリ ＮＲＩ－ＷＲ　ホイールローダー 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403093650 スイング遊具 ロッキング遊具ノリノリ ＮＲＩ－ＲＣ　レーシングカー 中村製作所 遊器具　ロッキング遊具ノリノリ ＮＲＩ－ＲＣ　レーシングカー 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403091061 その他遊具 山形ラダー ＡＭ－６１０３　Ｈ２ｍ　Ｌ５ｍ 内田工業 遊器具　山形ラダー ＡＭ－６１０３　Ｈ２ｍ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

遊器具―ブランド品― 1403092417 その他遊具 ザイルクライミング ＣＰ－８００３５Ｂ－Ｒ コトブキ 遊器具　ザイルクライミング ＣＰ－８００３５Ｂ－Ｒ 基 448 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403042207 背なしひのきベンチ ＥＸ－１３０３０　Ｗ１，８００×Ｄ４５０×Ｈ４００ コトブキ 背なしひのきベンチ ＥＸ－１３０３０ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403042230 背付きレックウッドベンチ ＥＸ－１２４２５Ｃ２／Ｋ２　Ｗ１，８００×Ｄ６４５×Ｈ７２８ コトブキ 背付きレックウッドベンチ ＥＸ－１２４２５Ｃ２／Ｋ２ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設
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テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403042228 背付きレックウッドベンチ ＥＸ－１２９９１Ｃ２／Ｋ２　Ｗ１，８１２×Ｄ６０２×Ｈ６８８ コトブキ 背付きレックウッドベンチ ＥＸ－１２９９１Ｃ２／Ｋ２ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403042246 背付きレックウッドベンチ ＦＬ００１Ａ－ＳＭ－ＮＡ－ＲＤ／ＣＫ　Ｗ１，８００×Ｄ５９１×Ｈ７５０ コトブキ 背付きレックウッドベンチ ＦＬ００１Ａ－ＳＭ－ＮＡ－ＲＤ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403042248 背なしレックウッドベンチ ＦＬ００２Ａ－ＣＳ－ＮＡ－ＲＤ／ＣＫ　Ｗ１，８００×Ｄ４３５×Ｈ４００ コトブキ 背なしレックウッドベンチ ＦＬ００２Ａ－ＣＳ－ＮＡ－ＲＤ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403042250 背なしレックウッドベンチ ＦＬ００２Ａ－ＥＭ－ＮＡ－ＲＤ／ＣＫ　Ｗ１，８００×Ｄ４３５×Ｈ４００ コトブキ 背なしレックウッドベンチ ＦＬ００２Ａ－ＥＭ－ＮＡ－ＲＤ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403042236 背なしかまどベンチ ＥＸ－１３８０２Ｃ２／Ｋ２　Ｗ１，４００×Ｄ３２０×Ｈ４２０ コトブキ 背なしかまどベンチ ＥＸ－１３８０２Ｃ２／Ｋ２ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403042238 背なし肘付きかまどベンチ ＥＸ－１３８０３Ｃ２／Ｋ２　Ｗ１，４００×Ｄ３２０×Ｈ５７０ コトブキ 背なし肘付きかまどベンチ ＥＸ－１３８０３Ｃ２／Ｋ２ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403042240 背付きかまどベンチ ＥＸ－１２８０２Ｃ２／Ｋ２　Ｗ１，４００×Ｄ５００×Ｈ６６７ コトブキ 背付きかまどベンチ ＥＸ－１２８０２Ｃ２／Ｋ２ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403042242 背付き肘付きかまどベンチ ＥＸ－１２８０３Ｃ２／Ｋ２　Ｗ１，４００×Ｄ５００×Ｈ６６７ コトブキ 背付き肘付きかまどベンチ ＥＸ－１２８０３Ｃ２／Ｋ２ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403042252 かまどスツール ＥＸ－１４３３０Ｃ２／Ｋ２　□５００×Ｈ４５０ コトブキ かまどスツール ＥＸ－１４３３０Ｃ２／Ｋ２ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040230 木製ベンチ ＧＢＳ－００１－１９　Ｗ１，９５０×Ｄ５５０×Ｈ４００　背無し ザイエンス 木製ベンチ ＧＢＳ－００１－１９ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040235 木製ベンチ ＧＢＳ－００２－１９　Ｗ１，９５０×Ｄ３６５×Ｈ４００　背無し ザイエンス 木製ベンチ ＧＢＳ－００２－１９ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040270 スタンダードベンチ（檜） ＧＢ－０２９－１８Ｈ　Ｗ１，８００×Ｄ３９０×Ｈ４００　背無し ザイエンス スタンダードベンチ　檜 ＧＢ－０２９－１８Ｈ　背無し 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040275
スタンダードベンチ（檜） ＧＢ－０２９Ｓ－１８Ｈ　Ｗ１，８００×Ｄ３９０×Ｈ４００　背無し（サポートパイプ付
き） ザイエンス

スタンダードベンチ　檜 ＧＢ－０２９Ｓ－１８Ｈ　背無し 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040280 スタンダードベンチ（檜） ＧＢ－０７１－１８Ｈ　Ｗ１，８００×Ｄ６０７×Ｈ７２９　背付き ザイエンス スタンダードベンチ　檜 ＧＢ－０７１－１８Ｈ　背付き 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040285
スタンダードベンチ（檜） ＧＢ－０７１Ｓ－１８Ｈ　Ｗ１，８００×Ｄ６０７×Ｈ７２９　背付き（サポートパイプ付
き） ザイエンス

スタンダードベンチ　檜 ＧＢ－０７１Ｓ－１８Ｈ　背付き 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040263 野外卓 ＧＴＳ－００１－１５　Ｗ１，５００×Ｄ１，６５５×Ｈ７００ ザイエンス ベンチ　野外卓 ＧＴＳ－００１－１５ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040268 縁台 ＧＢＳ－０１３Ｓ－１５Ｈ　Ｗ１，５００×Ｄ１，５００×Ｈ４００ ザイエンス ベンチ　縁台 ＧＢＳ－０１３Ｓ－１５Ｈ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040705 木製ベンチ（背無） ＭＢ－１２Ａ　Ｗ１，２００ 中村製作所 木製ベンチ（背無） ＭＢ－１２Ａ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設
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テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040622 木製ベンチ（背付） ＭＢ－Ｂ６６Ｂ　Ｗ１，８００　ベース式 中村製作所 木製ベンチ（背付） ＭＢ－Ｂ６６Ｂ　ベース式 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040685 木製ベンチ（背無） ＭＢＪ－１８ＰＦ　Ｗ１，８００　ジャラ材 中村製作所 木製ベンチ（背無） ＭＢＪ－１８ＰＦ　ジャラ材 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040690 木製ベンチ（背付） ＭＢＪ－１８Ｐ　Ｗ１，８００　ジャラ材 中村製作所 木製ベンチ（背付） ＭＢＪ－１８Ｐ　ジャラ材 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040645 木製ベンチ（背付） ＭＢ－１２Ｄ　Ｗ１，２００ 中村製作所 木製ベンチ（背付） ＭＢ－１２Ｄ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040602 サークルベンチ ＭＢＪ－Ｃ１５ＲＫＳＥＴ　φ３，０００ 中村製作所 サークルベンチ ＭＢＪ－Ｃ１５ＲＫＳＥＴ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040604 スタンドベンチ ２７０Ｆ－０１　Ｄ２７０ 中村製作所 スタンドベンチ ２７０Ｆ－０１ ｍ 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040618 スポーツベンチ ＲＦ２４Ｂ　Ｗ１，８３０ 中村製作所 スポーツベンチ ＲＦ２４Ｂ　Ｗ１８３０ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040612 合成木材ベンチ（背付） ＭＢＲ－１５ＡＰ　Ｗ１，５５０ 中村製作所 合成木材ベンチ（背付） ＭＢＲ－１５ＡＰ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040614 合成木材ベンチ（背無） ＭＢＲ－１５ＡＰＦ　Ｗ１，５４０ 中村製作所 合成木材ベンチ（背無） ＭＢＲ－１５ＡＰＦ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403051402 かまどスツール ＳＴ－Ｂ０１Ｐ　φ４９０ 中村製作所 かまどスツール ＳＴ－Ｂ０１Ｐ　径４９０ｍｍ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403040616 縁台 ＥＮ－Ｃ１２ＡＫ　Ｗ１，２００ 中村製作所 ベンチ　縁台 ＥＮ－Ｃ１２ＡＫ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403060830 ユニバーサル野外卓 ＹＴ－Ｃ１２ＡＫＳセット 中村製作所 ユニバーサル野外卓 ＹＴ－Ｃ１２ＡＫＳセット 組 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403060825 野外卓 ＧＦＰＴ－１１８Ｔ　Ｗ１，８００ 中村製作所 野外卓 ＧＦＰＴ－１１８Ｔ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403060835 ピクニックテーブル ＹＴ－Ｕ１５　Ｗ１，６８４×Ｄ１，５１５×Ｈ７３５ 中村製作所 ピクニックテーブル ＹＴ－Ｕ１５ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403044205 アーバンデコベンチ ＣＢ－０５ ナベシマ アーバンデコベンチ ＣＢ－０５ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403044210 アーバンデコベンチ ＤＢ－１６ ナベシマ アーバンデコベンチ ＤＢ－１６ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403044215 アーバンデコベンチ ＤＢＦ－０４ ナベシマ アーバンデコベンチ ＤＢＦ－０４ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403041005 ベンチ コヘＥＢ－５１　間口１，２００ｍｍ 日都産業 ベンチ コヘＥＢ－５１ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設
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テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403043405 ベンチ Ａ１－ＢＥ　Ｗ１，４５０／９５０×Ｄ５００×Ｈ４０５ 日本興業 ベンチ Ａ１－ＢＥ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403043410 ベンチ Ｎ１－ＢＥ　Ｗ１，８００×Ｄ４００×Ｈ４００ 日本興業 ベンチ Ｎ１－ＢＥ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403043810 ベンチ背付き ＢＬ１８０ＥＷ　Ｌ１，９２０×Ｗ６４７×Ｈ７５７ カネソウ ベンチ背付き ＢＬ１８０ＥＷ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403041852 ベンチ ＰＧ１０－ＢＥ００２　Ｄ４００×Ｌ１，８００ｍｍ タカオ ベンチ ＰＧ１０－ＢＥ００２ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403041854 ベンチ ＰＧ１０－ＢＥ００４　Ｄ４００×Ｌ１，８００ｍｍ タカオ ベンチ ＰＧ１０－ＢＥ００４ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403041855 ベンチ ＰＧ１０－ＢＥ０１８　Ｄ５１０×Ｌ１，８００ｍｍ タカオ ベンチ ＰＧ１０－ＢＥ０１８ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403041860 ベンチ ＰＧ１０－ＢＥ０２６　Ｄ５１０×Ｌ１，８００ｍｍ タカオ ベンチ ＰＧ１０－ＢＥ０２６ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403042420 木製ベンチ Ｊ－８　Ｄ４３６×Ｈ４００×Ｗ２，０００ 東海遊具製作所 木製ベンチ Ｊ－８ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403042427 縁台 ＢＥ－１０１Ａ　Ｄ１，４８０×Ｈ３９５×Ｗ１，４８０ 東海遊具製作所 縁台ベンチ ＢＥ－１０１Ａ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403042855 背付きベンチ Ｓ３８ＲＲＢ　Ｗ１，８００×Ｄ６０５×Ｈ６８５　リサイクルプラスチック ホウトク 背付きベンチ Ｓ３８ＲＲＢ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403042860 背なしベンチ Ｓ３８ＲＫＥ　Ｗ１，８００×Ｄ５００×Ｈ４００　リサイクルプラスチック ホウトク 背なしベンチ Ｓ３８ＲＫＥ 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403044010 オレンジウッド・Ｅベンチ ＫＦ－ＯＷＥＢ－Ｆ４Ａ４（Ｃ）　Ｗ１８００　背無し 積水樹脂 オレンジウッド・Ｅベンチ ＫＦ－ＯＷＥＢ－Ｆ４Ａ４背無し 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

テーブル・ベンチ―ブランド品― 1403044015 オレンジウッド・Ｅベンチ ＫＦ－ＯＷＥＢ－Ｌ４Ａ４（Ｃ）　Ｗ１８００　背付き 積水樹脂 オレンジウッド・Ｅベンチ ＫＦ－ＯＷＥＢ－Ｌ４Ａ４背付き 基 449 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403101025 パーゴラ パーゴラ ＲＸ－５７０６１Ｋ Ｗ８，３００×Ｄ４，４００×Ｈ２，５５９ｍｍ コトブキ パーゴラ ＲＸ－５７０６１Ｋ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403101030 パーゴラ パーゴラ ＲＸ－５５０６１Ｋ Ｗ８，３００×Ｄ２，４００×Ｈ２，５６６ｍｍ コトブキ パーゴラ ＲＸ－５５０６１Ｋ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403101040 パーゴラ パーゴラ ＲＸ－５８０６０Ｋ Ｗ８，４１３×Ｄ２，４００×Ｈ２，５６６ｍｍ コトブキ パーゴラ ＲＸ－５８０６０Ｋ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403102802 パーゴラ パーゴラ ＥＰＳ－００１Ｒ－７２ Ｗ７，２００×Ｄ４，０００×Ｈ２，８６０ｍｍ ザイエンス パーゴラ ＥＰＳ－００１Ｒ－７２ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403102804 パーゴラ パーゴラ ＥＰＳ－００１Ｒ－３６ Ｗ３，６００×Ｄ３，０００×Ｈ２，８６０ｍｍ ザイエンス パーゴラ ＥＰＳ－００１Ｒ－３６ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設
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休養施設―ブランド品― 1403100493 パーゴラ パーゴラ ＤＳＦ－１６ＤＡ Ｗ４，６００×Ｄ４，０００×Ｈ２，５３０ｍｍ サカヱ パーゴラ ＤＳＦ－１６ＤＡ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403102205
パーゴラ 木製パーゴラ（１連） ＰＧ－ＴＭＫ０００６－Ｃ１ Ｈ２，４００×Ｗ４，５００×Ｌ５，７００ｍｍ タイ
キ

木製パーゴラ（１連） ＰＧ－ＴＭＫ０００６－Ｃ１ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403100602
パーゴラ パーゴラ（一連・直線） ＰＡＴ－１Ｃ－Ｆ Ｗ６，９５０×Ｄ３，０００×Ｈ２，８６０ｍｍ（ＷＲＣ） 中
村製作所

パーゴラ（一連・直線） ＰＡＴ－１Ｃ－Ｆ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403100222 パーゴラ パーゴラ ＰＧ１０－ＰＳ０１５ Ｗ５，０００×Ｄ２，０００×Ｈ２，７００ｍｍ タカオ パーゴラ ＰＧ１０－ＰＳ０１５ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403100224 パーゴラ パーゴラ ＰＧ１０－ＰＳ０１８ Ｗ８，０００×Ｄ２，０００×Ｈ２，７００ｍｍ タカオ パーゴラ ＰＧ１０－ＰＳ０１８ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403100226 パーゴラ パーゴラ－Ｒ ＰＧ１０－ＰＳ０７２ Ｗ７，９００×Ｄ２，８００×Ｈ２，７００ｍｍ タカオ パーゴラ－Ｒ ＰＧ１０－ＰＳ０７２ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403100215 パーゴラ パーゴラ ＳＰ－００３３Ｚ Ｗ７，２９５×Ｄ３，６００×Ｈ２，５００ｍｍ Ｈ．Ｏ．Ｃ パーゴラ ＳＰ－００３３Ｚ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403100220 パーゴラ パーゴラ ＳＰ－０００１Ｚ Ｗ１０，０００×Ｄ３，６００×Ｈ２，４３０ｍｍ Ｈ．Ｏ．Ｃ パーゴラ ＳＰ－０００１Ｚ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403102012 シェルター デザインシェルター ＯＴ２－ＳＲ－００３６ Ｈ２，６４０×□２，７００ｍｍ　屋根ＦＲＰ 大久保体器 デザインシェルター ＯＴ２－ＳＲ－００３６ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403102810 シェルター 四季シェルター ＡＦ－０８１ Ｗ２，４００×Ｄ２，４１０×Ｈ２，９５０ｍｍ　据置型 ザイエンス 四季シェルター ＡＦ－０８１　据置型 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403100497 シェルター シェルター ＲＹＴ－３９ＡＡ Ｗ９，０００×Ｄ３，０００×Ｈ２，５２５ｍｍ サカヱ シェルター ＲＹＴ－３９ＡＡ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403102210 シェルター シェルター ＳＨ－ＴＴＥ０００３ Ｈ２，８００×□３，０００ｍｍ タイキ シェルター ＳＨＴＴＥ０００３　Ｈ２８００ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403100665 シェルター マルチシェルター ＭＳ－２５Ｐ □２，５００×Ｈ２，５５５ｍｍ（スチール） 中村製作所 マルチシェルター ＭＳ－２５Ｐ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403100606 シェルター スクウェアシェルター ＡＺＢ－Ｌ３３－ＰＣ □３，０００×Ｈ２，９７０ｍｍ（擬石柱） 中村製作所 スクウェアシェルター ＡＺＢ－Ｌ３３－ＰＣ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403100704
シェルター ワンポールシェルター ＰＧ１０－ＰＳ１２７ （ベンチ付）Ｗ３，０００×Ｄ３，０００×Ｈ３，０７０ｍ
ｍ タカオ

ワンポールシェルター ＰＧ１０－ＰＳ１２７ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403100702
シェルター ワンポールシェルター ＰＧ１０－ＰＳ１２９ （テーブルベンチ付）Ｗ３，０００×Ｄ３，０００×Ｈ３，
０７０ｍｍ タカオ

ワンポールシェルター ＰＧ１０－ＰＳ１２９ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403101630 シェルター シェルター ＳＨ－０００５Ｚ Ｈ２，４３０×□４，０００ｍｍ Ｈ．Ｏ．Ｃ シェルター ＳＨ－０００５Ｚ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403102806 あずまや 四季あずまや ＡＦ－０７９－２７Ｋ Ｗ４，２００×Ｄ４，２００×Ｈ３，４１０ｍｍ ザイエンス 四季あずまや ＡＦ－０７９－２７Ｋ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設
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休養施設―ブランド品― 1403102808 あずまや 四季あずまや ＡＦ－０７９－３０Ｋ Ｗ４，５００×Ｄ４，５００×Ｈ３，４９０ｍｍ ザイエンス 四季あずまや ＡＦ－０７９－３０Ｋ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403100485 あずまや 四阿 ＲＡＫ－１２ＡＷ Ｗ３，０００×Ｄ３，０００×Ｈ２，３００ｍｍ サカヱ 四阿 ＲＡＫ－１２ＡＷ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403100810 あずまや 木製あずまや ＡＺ－ＴＭＫ０００１ 高３，２００×□５，０４０ｍｍ タイキ 木製あずまや ＡＺＴＭＫ０００１　Ｈ３２００ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403100604 あずまや 四阿（桧磨丸太柱） ＡＺＭ－Ａ４５Ｌ □４，５００×軒下２，３００ｍｍ 中村製作所 四阿（桧磨丸太柱） ＡＺＭ－Ａ４５Ｌ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403102605 あずまや 東屋　３型Ｇ ３０Ｎ　ＨＡ－３Ｇ３０Ｎ ナベシマ 東屋３型Ｇ ３０Ｎ　ＨＡ－３Ｇ３０Ｎ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

休養施設―ブランド品― 1403102610 あずまや 東屋　１型Ｆ ２０Ｎ　ＨＡ－１Ｆ２０Ｎ ナベシマ 東屋１型Ｆ ２０Ｎ　ＨＡ－１Ｆ２０Ｎ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403110245 くず入れ 屑入れ（分類蓋） ＤＢ－Ｓ５１Ｃ □５１０×Ｈ８９５ｍｍ（スチール） 中村製作所 屑入れ（分類蓋） ＤＢ－Ｓ５１Ｃ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403110250 くず入れ 屑入れ（回転蓋） ＤＢ－Ｓ５１Ｇ □５１０×Ｈ８９５ｍｍ（スチール） 中村製作所 屑入れ（回転蓋） ＤＢ－Ｓ５１Ｇ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403112410 くず入れ オープントラッシュ ＯＳＥ－５２ Ｗ４７０×Ｄ３３０×Ｈ７００ｍｍ ぶんぶく くず入れ　オープントラッシュ ＯＳＥ－５２ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403112415 くず入れ グランドトラッシュ ＯＳＥ－Ｚ－８０ □５００×Ｈ１，１６５ｍｍ ぶんぶく くず入れ　グランドトラッシュ ＯＳＥ－Ｚ－８０Ｈ１１６５ｍｍ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403112420 くず入れ グランドトラッシュ ＯＳＥ－Ｚ－８１ □５００×Ｈ１，１９０ｍｍ　灰皿付き ぶんぶく くず入れ　グランドトラッシュ ＯＳＥ－Ｚ－８１Ｈ１１９０ｍｍ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403112425 くず入れ グランドトラッシュ ＯＳＥ－Ｚ－８２ □５００×Ｈ１，１６５ｍｍ　ビン・カン用 ぶんぶく くず入れ　グランドトラッシュ ＯＳＥ－Ｚ－８２Ｈ１１６５ｍｍ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403121210 吸いがら入れ スモーキングスタンド ＳＳＥ－２ 角型　３３０×Ｈ７００ｍｍ ぶんぶく スモーキングスタンド ＳＳＥ－２　角型 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403130905 水飲み 水飲み ＥＸ－８４０９０Ａ コトブキ 水飲み ＥＸ－８４０９０Ａ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403130245 水飲み 水飲み ＷＨＴ－１０２ Ｗ７００×Ｄ１，３００×Ｈ７７０ｍｍ サカヱ 水飲み ＷＨＴ－１０２ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403130250 水飲み 水飲み ＷＨＴ－５９０ Ｗ５５０×Ｄ１，２７５×Ｈ７６０ｍｍ サカヱ 水飲み ＷＨＴ－５９０ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403131015 水飲み 水飲み ＷＤ－ＦＹＡ＋ＷＭ２ Ｗ４００×Ｄ６００×Ｈ８００ｍｍ 中村製作所 水飲み ＷＤ－ＦＹＡ＋ＷＭ２ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403131605 水飲み 水飲場Ｐ（車椅子対応） ＷＳ－Ｐ　３５０×６００×７５０（焼杉） ナベシマ 水飲場Ｐ（車椅子対応） ＷＳ－Ｐ　焼杉 基 450 ○ ○ 1403 園地施設
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公園付帯設備―ブランド品― 1403131205 水飲み 水飲み ＦＤ－０００７ Ｗ１，３２０×Ｄ６００×Ｈ７５０ｍｍ Ｈ．Ｏ．Ｃ 水飲み ＦＤ－０００７ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403101215 トレリス ＭＴトレリス ＭＴ－Ｆ ２，６００×３，０００ｍｍ 朝日スチール工業 ＭＴトレリス ＭＴ－Ｆ　２．６×３ｍ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403101220 トレリス ＭＴトレリス ＭＴ－Ｍ ２，６００×２，４００ｍｍ 朝日スチール工業 ＭＴトレリス ＭＴ－Ｍ　２．６×２．４ｍ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403101205 トレリス ＵＮトレリス ＵＮ－ＦＴ ３，０００×４，０００×２，０００ｍｍ 朝日スチール工業 ＵＮトレリス ＵＮ－ＦＴ　３×４×２ｍ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403101210 トレリス ＵＮトレリス ＵＮ－ＲＴ ３，０００×３，０００×２，０００ｍｍ 朝日スチール工業 ＵＮトレリス ＵＮ－ＲＴ　３×３×２ｍ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403183002 健康遊具 ゆらゆらくん ＯＴ４－ＳＴ－１５１０ （スチール製） 大久保体器 ゆらゆらくん ＯＴ４－ＳＴ－１５１０ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403183004 健康遊具 すいすいくん ＯＴ４－ＳＴ－１５２０ （スチール製） 大久保体器 すいすいくん ＯＴ４－ＳＴ－１５２０ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403183008 健康遊具 びゅんびゅんくん ＯＴ４－ＳＴ－１５４０ （スチール製） 大久保体器 びゅんびゅんくん ＯＴ４－ＳＴ－１５４０ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403183010 健康遊具 てくてくくん ＯＴ４－ＳＴ－１５５０ （スチール製） 大久保体器 てくてくくん ＯＴ４－ＳＴ－１５５０ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403183012 健康遊具 多目的トレーニングベンチ ＯＴ４－ＳＴ－１１６０ （スチール製） 大久保体器 多目的トレーニングベンチ ＯＴ４－ＳＴ－１１６０ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403183014 健康遊具 のびのびベンチＢ ＯＴ４－ＳＴ－１３００ （スチール製） 大久保体器 のびのびベンチＢ ＯＴ４－ＳＴ－１３００ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403183016 健康遊具 ボディサスペンダー ＯＴ４－ＳＴ－１０４３ （スチール製） 大久保体器 ボディサスペンダー ＯＴ４－ＳＴ－１０４３ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403182014 健康遊具 背のばしベンチ ＣＦ－７３８３９ＲＤ／ＣＫ Ｗ１，６００×Ｄ７０８×Ｈ６７３ｍｍ コトブキ 背のばしベンチ ＣＦ－７３８３９ＲＤ／ＣＫ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403182016 健康遊具 腹筋ベンチ ＣＦ－７３８３６ＲＤ／ＣＫ Ｗ１，９６９×Ｄ４２５×Ｈ６１１ｍｍ コトブキ 腹筋ベンチ ＣＦ－７３８３６ＲＤ／ＣＫ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403182018 健康遊具 十字懸垂ベンチ ＣＦ－７３８３７ＲＤ／ＣＫ Ｗ１，６００×Ｄ６３４×Ｈ６６７ｍｍ コトブキ 十字懸垂ベンチ ＣＦ－７３８３７ＲＤ／ＣＫ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403182024 健康遊具 バランス円盤 ＣＦ－７４１０１ Ｗ１，０３７×Ｄ７７７×Ｈ１，２６１ｍｍ コトブキ バランス円盤 ＣＦ－７４１０１ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403182020 健康遊具 ふみ板ストレッチ ＣＦ－７４１０２ Ｗ６８５×Ｄ４００×Ｈ１，７３０ｍｍ コトブキ ふみ板ストレッチ ＣＦ－７４１０２ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403182022 健康遊具 ぶらぶらストレッチ ＣＦ－７４１１４ Ｗ２，３５２×Ｄ８０１×Ｈ２，２４２ｍｍ コトブキ ぶらぶらストレッチ ＣＦ－７４１１４ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設
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公園付帯設備―ブランド品― 1403181002 健康遊具 背伸ばしベンチ ＦＩＴＲ－０１Ａ Ｗ１，５００×Ｄ１，４００×Ｈ８７２ｍｍ（ＮＡウッド） 中村製作所 背伸ばしベンチ ＦＩＴＲ－０１Ａ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403181004 健康遊具 ウォールラダー（ぶら下がり） ＦＩＴ－０４ Ｗ１，０４０×Ｄ３６０×Ｈ２，４００ｍｍ 中村製作所 ウォールラダー（ぶら下がり） ＦＩＴ－０４ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園付帯設備―ブランド品― 1403181006
健康遊具 シットアップ（ふっきん） ＦＩＴＲ－０９Ａ Ｗ１，９７５×Ｄ６４０×Ｈ７２０ｍｍ（ＮＡウッド） 中村
製作所

シットアップ（腹筋） ＦＩＴＲ－０９Ａ 基 450 ○ ○ 1403 園地施設

公園補助資材―ブランド品― 6945062002 人工芝生 リアリーターフ ＲＥＴ１６－２－５Ｋ　２ｍ幅×５ｍ グリーンフィールド 人工芝生　リアリーターフ ＲＥＴ１６－２－５Ｋ ｍ２ 450 ○ ○ 6945 体育施設

公園補助資材―ブランド品― 6945062004 人工芝生 リアリーターフ ＲＥＴ２５－１－１０Ｋ　１ｍ幅×１０ｍ グリーンフィールド 人工芝生　リアリーターフ ＲＥＴ２５－１－１０Ｋ ｍ２ 450 ○ ○ 6945 体育施設

公園補助資材―ブランド品― 6945062006 人工芝生 リアリーターフ ＲＥＴ４０－１－１０ＥＲＰ　１ｍ幅×１０ｍ グリーンフィールド 人工芝生　リアリーターフ ＲＥＴ４０－１－１０ＥＲＰ ｍ２ 450 ○ ○ 6945 体育施設

公園補助資材―ブランド品― 6945062202 人工芝生 トリックフィールド ２ｍ幅×１０ｍ 住友林業緑化 人工芝生　トリックフィールド ２ｍ幅×１０ｍ ｍ２ 450 ○ ○ 6945 体育施設

公園補助資材―ブランド品― 6945061202 人工芝生 人工芝生デビロン ＃１１８Ｓ　５００×５００×４５Ｈｍｍ 阪和工業 人工芝生デビロン ＃１１８Ｓ ｍ２ 450 ○ ○ 6945 体育施設

公園補助資材―ブランド品― 6945061212 人工芝生 人工芝生デビロン ＃１０６　５００×５００×３５Ｈｍｍ 阪和工業 人工芝生デビロン ＃１０６ ｍ２ 450 ○ ○ 6945 体育施設

公園補助資材―ブランド品― 6945061214 人工芝生 人工芝生デビロン ＃２６０　５００×５００×３８Ｈｍｍ 阪和工業 人工芝生デビロン ＃２６０ ｍ２ 450 ○ ○ 6945 体育施設

公園補助資材―ブランド品― 6945062402 人工芝生 メモリーターフ ＭＴ２８－０２１０　２ｍ幅×１０ｍ ユニオンビズ 人工芝生　メモリーターフ ＭＴ２８－０２１０ ｍ２ 450 ○ ○ 6945 体育施設

公園補助資材―ブランド品― 6945090210 抗菌加工砂 ホロンキラーサンド 防菌防カビ加工　２０ｋｇ袋 中京スポーツ施設 公園施設用砂 ホロンキラーサンド　２０ｋｇ袋 ｋｇ 450 ○ ○ 6945 体育施設

公園補助資材―ブランド品― 1401240070 防竹シート ＲＣＦ防竹シート ＲＣＦ４２０－０５２０　幅５００ｍｍ×長２０ｍ グリーンフィールド ＲＣＦ防竹シート ＲＣＦ４２０－０５２０ 巻 450 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401240080 防竹シート ＲＣＦ防竹シート ＲＣＦ４２０－１０２０　幅１，０００ｍｍ×長２０ｍ グリーンフィールド ＲＣＦ防竹シート ＲＣＦ４２０－１０２０ 巻 450 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401240090 防竹シート ＲＣＦ防竹シート ＲＣＦ４２０－１５２０　幅１，５００ｍｍ×長２０ｍ グリーンフィールド ＲＣＦ防竹シート ＲＣＦ４２０－１５２０ 巻 450 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401240100 防竹シート ＲＣＦ防竹シート ＲＣＦ４２０－０５１０　幅５００ｍｍ×長１０ｍ グリーンフィールド ＲＣＦ防竹シート ＲＣＦ４２０－０５１０ 巻 450 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401240110 防竹シート ＲＣＦ防竹シート ＲＣＦ４２０－１０１０　幅１，０００ｍｍ×長１０ｍ グリーンフィールド ＲＣＦ防竹シート ＲＣＦ４２０－１０１０ 巻 450 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401240120 防竹シート ＲＣＦ防竹シート ＲＣＦ４２０－１５１０　幅１，５００ｍｍ×長１０ｍ グリーンフィールド ＲＣＦ防竹シート ＲＣＦ４２０－１５１０ 巻 450 ○ ○ 1401 植栽材料
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公園補助資材―ブランド品― 0909077002
デザインフェンス ステンレスガードフェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－２　φ６７．０×１．５ｍｍ　Ｈ６００ｍｍ メタルグラ
ス・ジャパン

ステンレスガードフェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－２　Ｈ６００ ｍ 450 ○ ○ 0909 フェンス

公園補助資材―ブランド品― 0909077004
デザインフェンス ステンレスガードフェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－３Ａ　φ６７．０×１．５ｍｍ　Ｈ６００ｍｍ メタルグ
ラス・ジャパン

ステンレスガードフェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－３Ａ　Ｈ６００ ｍ 450 ○ ○ 0909 フェンス

公園補助資材―ブランド品― 0909077006
デザインフェンス ステンレスガードフェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－３Ｂ　φ６７．０×１．５ｍｍ　Ｈ８００ｍｍ メタルグ
ラス・ジャパン

ステンレスガードフェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－３Ｂ　Ｈ８００ ｍ 450 ○ ○ 0909 フェンス

公園補助資材―ブランド品― 1401230010 見切り材 エッジキング Ｌ＝３ｍ／本 住友林業緑化 見切り材　エッジキング Ｌ＝３ｍ／本 ｍ 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401230015 見切り材 エッジキング用９０度コーナー 住友林業緑化 見切り材 エッジキング用９０度コーナー 個 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401230020 見切り材 スリムエッジ Ｌ＝３ｍ／本 住友林業緑化 見切り材　スリムエッジ Ｌ＝３ｍ／本 ｍ 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401230022 見切り材 ブリックエッジ Ｌ＝２．２５ｍ／本 住友林業緑化 見切り材　ブリックエッジ Ｌ＝２．２５ｍ／本 ｍ 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401230026 見切り材 アスファルトエッジ４０ Ｌ＝２．０ｍ／本 住友林業緑化 見切り材アスファルトエッジ４０ Ｌ＝２ｍ／本 ｍ 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401230040 見切り材 エッジマスター Ｈ１１．１ｃｍ×Ｌ２．０ｍ ユニソン 見切り材　エッジマスター Ｈ１１．１ｃｍ×Ｌ２ｍ 本 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401230050 見切り材 テラスボード Ｈ１２．５ｃｍ×Ｌ１２ｍ ユニソン 見切り材　テラスボード Ｈ１２．５ｃｍ×Ｌ１２ｍ 巻 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401230060 見切り材 ペーブマスター Ｈ３．９ｃｍ×Ｌ１．８ｍ ユニソン 見切り材　ペーブマスター Ｈ３．９ｃｍ×Ｌ１．８ｍ 本 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401121005 人工造園材料 竹演セット１３ ＢＭＬ１１８Ｙ　幅１，９２４×高１，８００ｍｍ グローベン 竹演セット１３　ＢＭＬ１１８Ｙ Ｗ１９２４×Ｈ１８００ｍｍ 式 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401121010 人工造園材料 竹演セット１３ ＢＭＬ１１５Ｙ　幅１，９２４×高１，５００ｍｍ グローベン 竹演セット１３　ＢＭＬ１１５Ｙ Ｗ１９２４×Ｈ１５００ｍｍ 式 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401121015 人工造園材料 竹演セット１３ ＢＭＬ１１２Ｙ　幅１，９２４×高１，２００ｍｍ グローベン 竹演セット１３　ＢＭＬ１１２Ｙ Ｗ１９２４×Ｈ１２００ｍｍ 式 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401121020 人工造園材料 竹演セット１３ ＢＭＬ２１８Ｙ　幅１，８６４×高１，８００ｍｍ グローベン 竹演セット１３　ＢＭＬ２１８Ｙ Ｗ１８６４×Ｈ１８００ｍｍ 式 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401121025 人工造園材料 竹演セット１３ ＢＭＬ２１５Ｙ　幅１，８６４×高１，５００ｍｍ グローベン 竹演セット１３　ＢＭＬ２１５Ｙ Ｗ１８６４×Ｈ１５００ｍｍ 式 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401121030 人工造園材料 竹演セット１３ ＢＭＬ２１２Ｙ　幅１，８６４×高１，２００ｍｍ グローベン 竹演セット１３　ＢＭＬ２１２Ｙ Ｗ１８６４×Ｈ１２００ｍｍ 式 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401120045 人工造園材料 楽垣ⅢＳＤパネル ＲＰ３９０　幅９００×高１，８００ｍｍ グローベン 楽垣３ＳＤパネル　ＲＰ３９０ Ｗ９００×Ｈ１８００ｍｍ 枚 451 ○ ○ 1401 植栽材料
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公園補助資材―ブランド品― 1401120050 人工造園材料 楽垣胡麻竹パネル ＲＭ１９０　幅９００×高１，８００ｍｍ グローベン 楽垣胡麻竹パネル　ＲＭ１９０ Ｗ９００×Ｈ１８００ｍｍ 枚 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 6945080010 保護材 セイフリー 平型　２５ｔ×２００×１，８００ｍｍ 篠田ゴム 弾性保護材 セイフリー　平型 本 451 ○ ○ 6945 体育施設

公園補助資材―ブランド品― 6945080020 保護材 セイフリー Ｌ型　２５ｔ×１００×５０×１，８００ｍｍ 篠田ゴム 弾性保護材 セイフリー　Ｌ型 本 451 ○ ○ 6945 体育施設

公園補助資材―ブランド品― 6945080030 保護材 セイフリー 半円型　２５ｔ×１００φ×１，８００ｍｍ 篠田ゴム 弾性保護材 セイフリー　半円型 本 451 ○ ○ 6945 体育施設

公園補助資材―ブランド品― 1401160010 根茎調節資材 バイオバリヤー Ｅ００－１０　幅１，０００ｍｍ×長３０ｍ ニッソーグリーン 根茎調節資材 バイオバリヤー　Ｅ００－１０ 本 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401160020 根茎調節資材 バイオバリヤー Ｅ００－０５　幅５００ｍｍ×長３０ｍ ニッソーグリーン 根茎調節資材 バイオバリヤー　Ｅ００－０５ 本 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401160210 根茎調節資材 ＲＣＦ防根シート ＸＡ－ＲＣＦ　幅５００ｍｍ×長２０ｍ グリーンフィールド 根茎調節資材　ＲＣＦ防根シート ＸＡ－ＲＣＦ　Ｗ５００ｍｍ 巻 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401160220 根茎調節資材 ＲＣＦ防根シート ＸＡ－ＲＣＦ　幅１，０００ｍｍ×長２０ｍ グリーンフィールド 根茎調節資材　ＲＣＦ防根シート ＸＡ－ＲＣＦ　Ｗ１０００ｍｍ 巻 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401160230 根茎調節資材 ＲＣＦ防根シート ＸＡ－ＲＣＦ　幅２，０００ｍｍ×長２０ｍ グリーンフィールド 根茎調節資材　ＲＣＦ防根シート ＸＡ－ＲＣＦ　Ｗ２０００ｍｍ 巻 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401160240 根茎調節資材 ＲＣＦ防根シート ＸＡ－ＲＣＦ　幅５００ｍｍ×長１０ｍ グリーンフィールド 根茎調節資材　ＲＣＦ防根シート ＸＡ－ＲＣＦＷ０．５×Ｌ１０ｍ 巻 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401160250 根茎調節資材 ＲＣＦ防根シート ＸＡ－ＲＣＦ　幅１，０００ｍｍ×長１０ｍ グリーンフィールド 根茎調節資材　ＲＣＦ防根シート ＸＡ－ＲＣＦ　Ｗ１×Ｌ１０ｍ 巻 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401160260 根茎調節資材 ＲＣＦ防根シート ＸＡ－ＲＣＦ　幅２，０００ｍｍ×長１０ｍ グリーンフィールド 根茎調節資材　ＲＣＦ防根シート ＸＡ－ＲＣＦ　Ｗ２×Ｌ１０ｍ 巻 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401160310 根茎調節資材 ルートバリア Ｗ６１×３０．５ｃｍ 住友林業緑化 根茎調節資材　ルートバリア Ｗ６１×３０．５ｃｍ 枚 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401160320 根茎調節資材 ルートバリア Ｗ６１×６１．０ｃｍ 住友林業緑化 根茎調節資材　ルートバリア Ｗ６１×６１ｃｍ 枚 451 ○ ○ 1401 植栽材料

公園補助資材―ブランド品― 1401160330 根茎調節資材 ルートバリア Ｗ６１×９０．０ｃｍ 住友林業緑化 根茎調節資材　ルートバリア Ｗ６１×９０ｃｍ 枚 451 ○ ○ 1401 植栽材料

車止め 3607017002 門型 固定式 φ４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　固定式　鋼製 径４２．７×Ｗ７００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017004 門型 固定式 φ６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　固定式　鋼製 径６０．５×Ｗ７００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017006 門型 固定式 φ６０．５×幅１，０００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　固定式　鋼製 径６０．５×Ｗ１０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め
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車止め 3607017008 門型 固定式 φ６０．５×幅１，５００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　固定式　鋼製 径６０．５×Ｗ１５００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017010 門型 固定式 φ６０．５×幅２，０００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　固定式　鋼製 径６０．５×Ｗ２０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017012 門型 固定式 φ７６．３×幅１，０００×高８００ｍｍ 鋼製 車止め　門型　固定式　鋼製 径７６．３×Ｗ１０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017014 門型 固定式 φ７６．３×幅１，５００×高８００ｍｍ 鋼製 車止め　門型　固定式　鋼製 径７６．３×Ｗ１５００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017016 門型 固定式 φ７６．３×幅２，０００×高８００ｍｍ 鋼製 車止め　門型　固定式　鋼製 径７６．３×Ｗ２０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017018 門型 固定式（横バー付き） φ４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　固定横バー付鋼製 径４２．７×Ｗ７００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017020 門型 固定式（横バー付き） φ６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　固定横バー付鋼製 径６０．５×Ｗ７００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017022 門型 固定式（横バー付き） φ６０．５×幅１，０００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　固定横バー付鋼製 径６０．５×Ｗ１０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017024 門型 固定式（横バー付き） φ６０．５×幅１，５００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　固定横バー付鋼製 径６０．５×Ｗ１５００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017026 門型 固定式（横バー付き） φ６０．５×幅２，０００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　固定横バー付鋼製 径６０．５×Ｗ２０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017028 門型 固定式（横バー付き） φ７６．３×幅１，０００×高８００ｍｍ 鋼製 車止め　門型　固定横バー付鋼製 径７６．３×Ｗ１０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017030 門型 固定式（横バー付き） φ７６．３×幅１，５００×高８００ｍｍ 鋼製 車止め　門型　固定横バー付鋼製 径７６．３×Ｗ１５００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017032 門型 固定式（横バー付き） φ７６．３×幅２，０００×高８００ｍｍ 鋼製 車止め　門型　固定横バー付鋼製 径７６．３×Ｗ２０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017034 ピラー型 固定式 φ６０．５×高８５０ｍｍ 鋼製 車止め　ピラー型　固定式　鋼製 径６０．５×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017036 ピラー型 固定式 φ７６．３×高８５０ｍｍ 鋼製 車止め　ピラー型　固定式　鋼製 径７６．３×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017038 ピラー型 固定式 φ１０１．６×高８５０ｍｍ 鋼製 車止め　ピラー型　固定式　鋼製 径１０１．６×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017040 ピラー型 固定式 φ１１４．３×高８５０ｍｍ 鋼製 車止め　ピラー型　固定式　鋼製 径１１４．３×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017042 門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　取外し式　鋼製 蓋・錠付径４２．７×Ｗ７００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め
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車止め 3607017044 門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　取外し式　鋼製 蓋・錠付径６０．５×Ｗ７００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017046 門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ６０．５×幅１，０００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　取外し式　鋼製 蓋・錠付径６０．５×Ｗ１０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017048 門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ６０．５×幅１，５００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　取外し式　鋼製 蓋・錠付径６０．５×Ｗ１５００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017050 門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ６０．５×幅２，０００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　取外し式　鋼製 蓋・錠付径６０．５×Ｗ２０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017052 門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ７６．３×幅１，０００×高８００ｍｍ 鋼製 車止め　門型　取外し式　鋼製 蓋・錠付径７６．３×Ｗ１０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017054 門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ７６．３×幅１，５００×高８００ｍｍ 鋼製 車止め　門型　取外し式　鋼製 蓋・錠付径７６．３×Ｗ１５００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017056 門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ７６．３×幅２，０００×高８００ｍｍ 鋼製 車止め　門型　取外し式　鋼製 蓋・錠付径７６．３×Ｗ２０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017058 門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　取外し横バー鋼製 蓋・錠付径４２．７×Ｗ７００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017060 門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　取外し横バー鋼製 蓋・錠付径６０．５×Ｗ７００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017062 門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ６０．５×幅１，０００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　取外し横バー鋼製 蓋・錠付径６０．５×Ｗ１０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017064 門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ６０．５×幅１，５００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　取外し横バー鋼製 蓋・錠付径６０．５×Ｗ１５００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017066 門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ６０．５×幅２，０００×高６５０ｍｍ 鋼製 車止め　門型　取外し横バー鋼製 蓋・錠付径６０．５×Ｗ２０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017068 門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ７６．３×幅１，０００×高８００ｍｍ 鋼製 車止め　門型　取外し横バー鋼製 蓋・錠付径７６．３×Ｗ１０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017070 門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ７６．３×幅１，５００×高８００ｍｍ 鋼製 車止め　門型　取外し横バー鋼製 蓋・錠付径７６．３×Ｗ１５００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017072 門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ７６．３×幅２，０００×高８００ｍｍ 鋼製 車止め　門型　取外し横バー鋼製 蓋・錠付径７６．３×Ｗ２０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017074 ピラー型 取外し式 φ６０．５×高８５０ｍｍ 鋼製 車止め　ピラー型　取外し式鋼製 径６０．５×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017076 ピラー型 取外し式 φ７６．３×高８５０ｍｍ 鋼製 車止め　ピラー型　取外し式鋼製 径７６．３×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017078 ピラー型 取外し式 φ１０１．６×高８５０ｍｍ 鋼製 車止め　ピラー型　取外し式鋼製 径１０１．６×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め
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車止め 3607017080 ピラー型 取外し式 φ１１４．３×高８５０ｍｍ 鋼製 車止め　ピラー型　取外し式鋼製 径１１４．３×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017082 ピラー型 取外し式（蓋・錠付き） φ６０．５×高８５０ｍｍ 鋼製 車止め　ピラー型　取外し式鋼製 蓋・錠付径６０．５×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017084 ピラー型 取外し式（蓋・錠付き） φ７６．３×高８５０ｍｍ 鋼製 車止め　ピラー型　取外し式鋼製 蓋・錠付径７６．３×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017086 ピラー型 取外し式（蓋・錠付き） φ１０１．６×高８５０ｍｍ 鋼製 車止め　ピラー型　取外し式鋼製 蓋・錠付径１０１．６×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017088 ピラー型 取外し式（蓋・錠付き） φ１１４．３×高８５０ｍｍ 鋼製 車止め　ピラー型　取外し式鋼製 蓋・錠付径１１４．３×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017202 門型 固定式 φ４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型　固定式　ＳＵＳ 径４２．７×Ｗ７００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017204 門型 固定式 φ６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型　固定式　ＳＵＳ 径６０．５×Ｗ７００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017206 門型 固定式 φ６０．５×幅１，０００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型　固定式　ＳＵＳ 径６０．５×Ｗ１０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017208 門型 固定式 φ６０．５×幅１，５００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型　固定式　ＳＵＳ 径６０．５×Ｗ１５００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017210 門型 固定式 φ６０．５×幅２，０００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型　固定式　ＳＵＳ 径６０．５×Ｗ２０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017212 門型 固定式 φ７６．３×幅１，０００×高８００ｍｍ ステンレス 車止め　門型　固定式　ＳＵＳ 径７６．３×Ｗ１０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017214 門型 固定式 φ７６．３×幅１，５００×高８００ｍｍ ステンレス 車止め　門型　固定式　ＳＵＳ 径７６．３×Ｗ１５００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017216 門型 固定式 φ７６．３×幅２，０００×高８００ｍｍ ステンレス 車止め　門型　固定式　ＳＵＳ 径７６．３×Ｗ２０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017218 門型 固定式（横バー付き） φ４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型　固定横バーＳＵＳ 径４２．７×Ｗ７００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017220 門型 固定式（横バー付き） φ６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型　固定横バーＳＵＳ 径６０．５×Ｗ７００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017222 門型 固定式（横バー付き） φ６０．５×幅１，０００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型　固定横バーＳＵＳ 径６０．５×Ｗ１０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017224 門型 固定式（横バー付き） φ６０．５×幅１，５００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型　固定横バーＳＵＳ 径６０．５×Ｗ１５００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017226 門型 固定式（横バー付き） φ６０．５×幅２，０００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型　固定横バーＳＵＳ 径６０．５×Ｗ２０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め
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車止め 3607017228 門型 固定式（横バー付き） φ７６．３×幅１，０００×高８００ｍｍ ステンレス 車止め　門型　固定横バーＳＵＳ 径７６．３×Ｗ１０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017230 門型 固定式（横バー付き） φ７６．３×幅１，５００×高８００ｍｍ ステンレス 車止め　門型　固定横バーＳＵＳ 径７６．３×Ｗ１５００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017232 門型 固定式（横バー付き） φ７６．３×幅２，０００×高８００ｍｍ ステンレス 車止め　門型　固定横バーＳＵＳ 径７６．３×Ｗ２０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017234 ピラー型 固定式 φ６０．５×高８５０ｍｍ ステンレス 車止め　ピラー型　固定式ＳＵＳ 径６０．５×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017236 ピラー型 固定式 φ７６．３×高８５０ｍｍ ステンレス 車止め　ピラー型　固定式ＳＵＳ 径７６．３×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017238 ピラー型 固定式 φ１０１．６×高８５０ｍｍ ステンレス 車止め　ピラー型　固定式ＳＵＳ 径１０１．６×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017240 ピラー型 固定式 φ１１４．３×高８５０ｍｍ ステンレス 車止め　ピラー型　固定式ＳＵＳ 径１１４．３×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017242 門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型　取外し式　ＳＵＳ 蓋・錠付径４２．７×Ｗ７００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017244 門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型　取外し式　ＳＵＳ 蓋・錠付径６０．５×Ｗ７００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017246 門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ６０．５×幅１，０００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型　取外し式　ＳＵＳ 蓋・錠付径６０．５×Ｗ１０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017248 門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ６０．５×幅１，５００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型　取外し式　ＳＵＳ 蓋・錠付径６０．５×Ｗ１５００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017250 門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ６０．５×幅２，０００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型　取外し式　ＳＵＳ 蓋・錠付径６０．５×Ｗ２０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017252 門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ７６．３×幅１，０００×高８００ｍｍ ステンレス 車止め　門型　取外し式　ＳＵＳ 蓋・錠付径７６．３×Ｗ１０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017254 門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ７６．３×幅１，５００×高８００ｍｍ ステンレス 車止め　門型　取外し式　ＳＵＳ 蓋・錠付径７６．３×Ｗ１５００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017256 門型（蓋・錠前付き） 取外し式 φ７６．３×幅２，０００×高８００ｍｍ ステンレス 車止め　門型　取外し式　ＳＵＳ 蓋・錠付径７６．３×Ｗ２０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017258 門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ４２．７×幅７００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型取外し横バーＳＵＳ 蓋・錠付径４２．７×Ｗ７００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017260 門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ６０．５×幅７００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型取外し横バーＳＵＳ 蓋・錠付径６０．５×Ｗ７００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017262 門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ６０．５×幅１，０００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型取外し横バーＳＵＳ 蓋・錠付径６０．５×Ｗ１０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め
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車止め 3607017264 門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ６０．５×幅１，５００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型取外し横バーＳＵＳ 蓋・錠付径６０．５×Ｗ１５００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017266 門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ６０．５×幅２，０００×高６５０ｍｍ ステンレス 車止め　門型取外し横バーＳＵＳ 蓋・錠付径６０．５×Ｗ２０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017268 門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ７６．３×幅１，０００×高８００ｍｍ ステンレス 車止め　門型取外し横バーＳＵＳ 蓋・錠付径７６．３×Ｗ１０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017270 門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ７６．３×幅１，５００×高８００ｍｍ ステンレス 車止め　門型取外し横バーＳＵＳ 蓋・錠付径７６．３×Ｗ１５００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017272 門型（蓋・錠前付き） 取外し式（横バー付き） φ７６．３×幅２，０００×高８００ｍｍ ステンレス 車止め　門型取外し横バーＳＵＳ 蓋・錠付径７６．３×Ｗ２０００ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017274 ピラー型 取外し式 φ６０．５×高８５０ｍｍ ステンレス 車止め　ピラー型取外し式ＳＵＳ 径６０．５×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017276 ピラー型 取外し式 φ７６．３×高８５０ｍｍ ステンレス 車止め　ピラー型取外し式ＳＵＳ 径７６．３×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017278 ピラー型 取外し式 φ１０１．６×高８５０ｍｍ ステンレス 車止め　ピラー型取外し式ＳＵＳ 径１０１．６×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017280 ピラー型 取外し式 φ１１４．３×高８５０ｍｍ ステンレス 車止め　ピラー型取外し式ＳＵＳ 径１１４．３×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017282 ピラー型 取外し式（蓋・錠付き） φ６０．５×高８５０ｍｍ ステンレス 車止め　ピラー型取外し式ＳＵＳ 蓋・錠付径６０．５×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017284 ピラー型 取外し式（蓋・錠付き） φ７６．３×高８５０ｍｍ ステンレス 車止め　ピラー型取外し式ＳＵＳ 蓋・錠付径７６．３×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017286 ピラー型 取外し式（蓋・錠付き） φ１０１．６×高８５０ｍｍ ステンレス 車止め　ピラー型取外し式ＳＵＳ 蓋・錠付径１０１．６×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め 3607017288 ピラー型 取外し式（蓋・錠付き） φ１１４．３×高８５０ｍｍ ステンレス 車止め　ピラー型取外し式ＳＵＳ 蓋・錠付径１１４．３×Ｈ８５０ 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607011225
門型・アーチ型 車止め Ｍ・Ｇ－ＵＢ－６００６　φ６０．５×Ｈ７００ｍｍ　固定式 ステンレス メタルグラス・
ジャパン

車止め Ｍ・Ｇ－ＵＢ－６００６　固定式 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607011230
門型・アーチ型 車止め Ｍ・Ｇ－ＵＢ－６００６　φ６０．５×Ｈ７００ｍｍ　可動式 ステンレス メタルグラス・
ジャパン

車止め Ｍ・Ｇ－ＵＢ－６００６　可動式 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013860 門型・アーチ型 セーフティーポール ＳＦ－Ｆ６Ｂ－３０　φ６０．５×Ｈ６５０ｍｍ　固定式 スチール 福西鋳物 車止め　セーフティーポール ＳＦ－Ｆ６Ｂ－３０　固定式 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012420 ポール型 車止め ＩＨ－ＳＬ　φ５０×Ｈ７８２ｍｍ　固定式 ダクタイル鋳鉄 伊藤鉄工 車止め　ＩＨ－ＳＬ 径５０×Ｈ７８２ｍｍ　固定式 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012425 ポール型 車止め ＩＨ－ＢＬ　φ１００×Ｈ７８４ｍｍ　固定式 ダクタイル鋳鉄 伊藤鉄工 車止め　ＩＨ－ＢＬ 径１００×Ｈ７８４ｍｍ　固定式 本 451 ○ ○ 3607 車止め
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車止め―ブランド品― 3607014215 ポール型 車止めＧシリーズ Ｂ１６７０Ｌ　φ１６５×Ｈ７３２ｍｍ　固定式 普通鋳鉄 カネソウ 車止めＧシリーズ Ｂ１６７０Ｌ　固定式　普通鋳鉄 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607014220 ポール型 車止めＵシリーズ ＵＤ０７７０Ｃ　φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ　上下式鎖内蔵 ステンレス カネソウ 車止めＵシリーズ ＵＤ０７７０Ｃ　上下式鎖内蔵 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607014225 ポール型 車止めＵシリーズ ＵＤ１１７０Ｃ　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　上下式鎖内蔵 ステンレス カネソウ 車止めＵシリーズ ＵＤ１１７０Ｃ　上下式鎖内蔵 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012015 ポール型 車止め ＥＸ－８１０３３　φ２５０×Ｈ４５０ｍｍ　可動式　稲田擬石 コンクリート コトブキ 車止め ＥＸ－８１０３３　可動式 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012020 ポール型 車止め ＥＸ－８１０４３　φ２００×Ｈ４５０ｍｍ　可動式　稲田擬石 コンクリート コトブキ 車止め ＥＸ－８１０４３　可動式 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012025 ポール型 車止め ＥＸ－８１０５９　φ１６０×Ｈ８００ｍｍ　固定式　稲田擬石 コンクリート コトブキ 車止め ＥＸ－８１０５９　固定式 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012635 ポール型 車止め ＳＰＤ－６０１０　φ１６０×Ｈ７００ｍｍ ゴム製 サカヱ 車止め　ＳＰＤ－６０１０ 径１６０×Ｈ７００ｍｍ　ゴム製 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012637 ポール型 車止め ＳＰＤ－６０３０　φ１３０×Ｈ７００ｍｍ ゴム製 サカヱ 車止め　ＳＰＤ－６０３０ 径１３０×Ｈ７００ｍｍ　ゴム製 本 451 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013610 ポール型 メドーマルク Ｊ－５　φ４８．６×Ｈ７００ｍｍ　カギ付上下式 ステンレス サンキン 車止め　メドーマルク Ｊ－５　カギ付上下式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013615 ポール型 メドーマルク Ｊ－８　φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ　カギ付上下式 ステンレス サンキン 車止め　メドーマルク Ｊ－８　カギ付上下式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013620 ポール型 メドーマルク Ｊ－１１　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　カギ付上下式 ステンレス サンキン 車止め　メドーマルク Ｊ－１１　カギ付上下式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013625 ポール型 メドーマルク Ｊ－８ＣＮ　φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ　カギ付き上下式鎖内蔵 ステンレス サンキン 車止め　メドーマルク Ｊ－８ＣＮ　カギ付上下式鎖内蔵 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013630 ポール型 メドーマルク Ｊ－１１ＣＮ　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　カギ付き上下式鎖内蔵 ステンレス サンキン 車止め　メドーマルク Ｊ－１１ＣＮカギ付上下式鎖内蔵 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013640 ポール型 メドーマルク Ｊ－８ＣＮ－Ｇ　φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ　スプリング式鎖内蔵 ステンレス サンキン 車止め　メドーマルク Ｊ－８ＣＮ－Ｇスプリング鎖内蔵 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013645 ポール型 メドーマルク Ｊ－１１ＣＮ－Ｇ　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　スプリング式鎖内蔵 ステンレス サンキン 車止め　メドーマルク Ｊ－１１ＣＮ－Ｇ　スプリング鎖 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607010405 ポール型 サンバリカー ＬＡ－１２Ｋ　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　上下式 ステンレス サンポール 車止め　サンバリカー ＬＡ－１２Ｋ　上下式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607010410 ポール型 サンバリカー ＬＡ－８Ｋ　φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ　上下式 ステンレス サンポール 車止め　サンバリカー ＬＡ－８Ｋ　上下式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607010430 ポール型 サンバリカー ＬＡ－１２ＫＣ　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　上下式鎖内蔵 ステンレス サンポール 車止め　サンバリカー ＬＡ－１２ＫＣ　上下式鎖内蔵 本 452 ○ ○ 3607 車止め
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車止め―ブランド品― 3607010415 ポール型 サンバリカー ＬＡ－８ＫＣ　φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ　上下式鎖内蔵 ステンレス サンポール 車止め　サンバリカー ＬＡ－８ＫＣ　上下式鎖内蔵 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607010435 ポール型 サンバリカー ＬＡ－１２ＫＳ　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　スプリング式 ステンレス サンポール 車止め　サンバリカー ＬＡ－１２ＫＳ　スプリング式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607010440 ポール型 サンバリカー ＬＡ－８ＫＳ　φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ　スプリング式 ステンレス サンポール 車止め　サンバリカー ＬＡ－８ＫＳ　スプリング式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607015222 ポール型 車止め ＣＳ６－１１４－８０Ｗ　φ１１４．３×Ｈ８００ｍｍ　スワレンズ 鋼製 積水樹脂 車止め ＣＳ６－１１４－８０Ｗ　鋼製 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607015223 ポール型 車止め ＣＫ－１１４ＨＹ－９０Ｋ　φ１１４．３×Ｈ９００ｍｍ　反射シート 鋼製 積水樹脂 車止め ＣＫ－１１４ＨＹ－９０Ｋ　鋼製 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607015235 ポール型 車止め ＤＫ－５Ｋ　φ１３０×Ｈ８００ｍｍ　スワレンズ 廃タイヤ 積水樹脂 車止め ＤＫ－５Ｋ　スワレンズ 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607015240 ポール型 車止め ＬＤＫ－５Ｋ　φ１３０×Ｈ８００ｍｍ　自発光タイプ 廃タイヤ 積水樹脂 車止め ＬＤＫ－５Ｋ　自発光タイプ 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607015245 ポール型 車止め ＤＫ－７ＢＳ－Ｂ８０　φ８０×Ｈ８００ｍｍ　反射シート ウレタンゴム 積水樹脂 車止め ＤＫ－７ＢＳ－Ｂ８０反射シート 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012805 ポール型 キャストポール ＣＰ３－７０Ｋ　φ２００×Ｈ７００ｍｍ　可動式 ダクタイル鋳鉄 第一機材 車止め　キャストポール ＣＰ３－７０Ｋ　可動式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012810 ポール型 キャストポール ＣＰ３－７０Ｌ　φ２００×Ｈ７００ｍｍ　固定式 ダクタイル鋳鉄 第一機材 車止め　キャストポール ＣＰ３－７０Ｌ　固定式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012815 ポール型 キャストポール ＣＰ１４－７０Ｊ　φ１５０×Ｈ７００ｍｍ　カギ付可動式 ダクタイル鋳鉄 第一機材 車止め　キャストポール ＣＰ１４－７０Ｊ　カギ付可動式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607016205 ポール型 車止め ＫＵＭ－８５Ｍ　φ１６５×Ｈ８４６ｍｍ 木製 中村製作所 車止め ＫＵＭ－８５Ｍ　木製 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607010610 ポール型 バリカー ＫＳ－１１　φ７６．３×Ｈ７１０ｍｍ　上下式 ステンレス 帝金 車止め　バリカー ＫＳ－１１　上下式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607010605 ポール型 バリカー ＫＳ－１０　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　上下式 ステンレス 帝金 車止め　バリカー ＫＳ－１０　上下式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607010635 ポール型 バリカー ＫＳ－１Ｎ　φ１６５．２×Ｈ６００ｍｍ　上下式 ステンレス 帝金 車止め　バリカー ＫＳ－１Ｎ　上下式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607010645 ポール型 バリカー ＫＳ－１１Ｃ　φ７６．３×Ｈ７１０ｍｍ　上下式鎖内蔵 ステンレス 帝金 車止め　バリカー ＫＳ－１１Ｃ　上下式鎖内蔵 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607010640 ポール型 バリカー ＫＳ－１０Ｃ　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　上下式鎖内蔵 ステンレス 帝金 車止め　バリカー ＫＳ－１０Ｃ　上下式鎖内蔵 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607010650 ポール型 バリカー ＫＳ－１ＮＣ　φ１６５．２×Ｈ６００ｍｍ　上下式鎖内蔵 ステンレス 帝金 車止め　バリカー ＫＳ－１ＮＣ　上下式鎖内蔵 本 452 ○ ○ 3607 車止め
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車止め―ブランド品― 3607010670 ポール型 エコバリカー ＥＰＧ－０２Ａ　φ２００×Ｈ５００ｍｍ 廃タイヤ 帝金 車止め　エコバリカー ＥＰＧ－０２Ａ　廃タイヤ 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607010675 ポール型 エコバリカー ＥＰＧ－０１Ａ　φ２００×Ｈ７００ｍｍ 廃タイヤ 帝金 車止め　エコバリカー ＥＰＧ－０１Ａ　廃タイヤ 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607011420 ポール型 スペースガード Ｆ６０型　φ６０．５×Ｈ７００ｍｍ　カギ付き上下式鎖内蔵 ステンレス ＬＩＸＩＬ 車止め　スペースガード Ｆ６０型　カギ付き上下式鎖内蔵 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607011425 ポール型 スペースガード Ｓ７６型　φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ　カギ付き上下式鎖内蔵 ステンレス ＬＩＸＩＬ 車止め　スペースガード Ｓ７６型　カギ付き上下式鎖内蔵 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607011430 ポール型 スペースガード Ｓ１１４型　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　カギ付上下式 ステンレス ＬＩＸＩＬ 車止め　スペースガード Ｓ１１４型　カギ付上下式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013010 ポール型 ソフラナード ＳＣ　φ１２０×Ｈ８００ｍｍ ゴム製 ニッタ化工品 車止め　ソフラナード ＳＣ　径１２０×Ｈ８００ｍｍ 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013035 ポール型 ソフトナード ＵＡ２００２　φ１２０×Ｈ８００ｍｍ　固定式　発泡ウレタン ゴム製 ニッタ化工品 車止め　ソフトナード ＵＡ２００２　固定式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013040 ポール型 ソフトナード ＵＡＫ２００２　φ１２０×Ｈ８００ｍｍ　可動式　発泡ウレタン ゴム製 ニッタ化工品 車止め　ソフトナード ＵＡＫ２００２　可動式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013045 ポール型 ソフトナードⅡ ＵＢ　φ１３０×Ｈ８００ｍｍ　固定式　発泡ウレタン ゴム製 ニッタ化工品 車止め　ソフトナード２ ＵＢ　固定式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607016005 ポール型 ボラード ＳＴ－１０　φ１５０×Ｈ８００ｍｍ　固定式 ゴム製 篠田ゴム 車止め　ボラード ＳＴ－１０　固定式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607016010 ポール型 ボラード ＳＴ－４０　φ１００×Ｈ８００ｍｍ　固定式 ゴム製 篠田ゴム 車止め　ボラード ＳＴ－４０　固定式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607011235 ポール型 車止め Ｍ・Ｇ－ＩＢ－１１　φ１１４．３×Ｈ８００ｍｍ　固定式 ステンレス メタルグラス・ジャパン 車止め Ｍ・Ｇ－ＩＢ－１１　固定式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607011240 ポール型 車止め Ｍ・Ｇ－ＩＢ－１０　φ１０１．６×Ｈ８００ｍｍ　固定式 ステンレス メタルグラス・ジャパン 車止め Ｍ・Ｇ－ＩＢ－１０　固定式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013825 ポール型 セーフティーポール ＳＦ－Ｊ－８　φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ　南京錠付上下式 ステンレス 福西鋳物 車止め　セーフティーポール ＳＦ－Ｊ－８　南京錠付上下式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013865 ポール型 セーフティーポール ＳＦ－Ｊ－８Ｇ　φ７６．３×Ｈ７００ｍｍ　南京錠付上下式 ステンレス 福西鋳物 車止め　セーフティーポール ＳＦ－Ｊ－８Ｇ　南京錠付上下式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013870 ポール型 セーフティーポール ＳＦ－Ｊ－１１　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　南京錠付上下式 ステンレス 福西鋳物 車止め　セーフティーポール ＳＦ－Ｊ－１１　南京錠付上下式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013875
ポール型 セーフティーポール ＳＦ－Ｊ－１１Ｇ　φ１１４．３×Ｈ７００ｍｍ　南京錠付上下式 ステンレス 福西鋳
物

車止め　セーフティーポール ＳＦ－Ｊ－１１Ｇ南京錠付上下式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607013880 ポール型 セーフティーポール ＳＦ－ＥＣＯ－７００　φ１３０×Ｈ８２６ｍｍ　固定式 ゴム製 福西鋳物 車止め　セーフティーポール ＳＦ－ＥＣＯ－７００　固定式 本 452 ○ ○ 3607 車止め
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車止め―ブランド品― 3607013885 ポール型 セーフティーポール ＳＦ－ＥＣＯ－７００ＳＫ　φ１３０×Ｈ８２６ｍｍ　取外式 ゴム製 福西鋳物 車止め　セーフティーポール ＳＦ－ＥＣＯ－７００ＳＫ取外式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012230 ポール型 車止め ＨＣＳ－１２４Ｍ－１６　φ１６０×Ｈ８００ｍｍ　固定式 ダクタイル鋳鉄 北勢工業 車止め ＨＣＳ－１２４Ｍ－１６　固定式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012235 ポール型 車止め ＨＣＳ－００７Ｋ－１９　Ｗ１９０×Ｄ１５０×Ｈ９００ｍｍ　固定式 ダクタイル鋳鉄 北勢工業 車止め ＨＣＳ－００７Ｋ－１９　固定式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012240 ポール型 キャストン ＨＣＳ－３５３Ｍ－１１　φ１２０×Ｈ８２０ｍｍ　固定式 アルミ合金鋳物 北勢工業 車止め　キャストン ＨＣＳ－３５３Ｍ－１１　固定式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012245 ポール型 キャストン ＨＣＳ－３５３ＭＲ－１１　φ１２０×Ｈ８２０ｍｍ　取外式 アルミ合金鋳物 北勢工業 車止め　キャストン ＨＣＳ－３５３ＭＲ－１１取外式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012250 ポール型 グラニトーン ＨＣＳ－４１１Ｗ－１４　φ１４５×Ｈ７００ｍｍ　固定式 鋼製 北勢工業 車止め　グラニトーン ＨＣＳ－４１１Ｗ－１４　固定式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012255 ポール型 グラニトーン ＨＣＳ－４１２Ｗ－２０　φ１９６×Ｈ５００ｍｍ　固定式 鋼製 北勢工業 車止め　グラニトーン ＨＣＳ－４１２Ｗ－２０　固定式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012260 ポール型 ラバリートーン ＨＣＳ－８５１－１６　φ１６５×Ｈ７００ｍｍ　固定式 廃タイヤ 北勢工業 車止め　ラバリートーン ＨＣＳ－８５１－１６　固定式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607012265 ポール型 ラバリートーン ＨＣＳ－８５１Ｒ－１６　φ１６５×Ｈ７００ｍｍ　取外式 廃タイヤ 北勢工業 車止め　ラバリートーン ＨＣＳ－８５１Ｒ－１６　取外式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607011060 ポール型 エキスポール ＮＥＸ－６０Ｍ－Ｃ　φ６０．５×Ｈ７００ｍｍ　上下式鎖内蔵 ステンレス ユニオン 車止め　エキスポール ＮＥＸ－６０Ｍ－Ｃ　上下鎖内臓 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607011065 ポール型 エキスポール ＮＥＸ－６０Ｍ－Ｔ　φ６０．５×Ｈ７００ｍｍ　上下式 ステンレス ユニオン 車止め　エキスポール ＮＥＸ－６０Ｍ－Ｔ　上下式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607011035 ポール型 エキスポール ＥＸ－１３５０Ｄ－６０　φ６０．５×Ｈ８６５ｍｍ　可動式 ステンレス ユニオン 車止め　エキスポール ＥＸ－１３５０Ｄ－６０　可動式 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607011040 ポール型 エキスポール ＢＥＸ－７６Ｍ－Ｃ　φ７６．３×Ｈ６９０ｍｍ　上下式鎖内蔵 ステンレス ユニオン 車止め　エキスポール ＢＥＸ－７６Ｍ－Ｃ　上下鎖内蔵 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607011045 ポール型 エキスポール ＢＥＸ－１１４Ｍ－Ｃ　φ１１４．３×Ｈ６９０ｍｍ　上下式鎖内蔵 ステンレス ユニオン 車止め　エキスポール ＢＥＸ－１１４Ｍ－Ｃ上下鎖内蔵 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607011050 ポール型 エキスポール ＢＥＸ－７６Ｍ－Ｔ　φ７６．３×Ｈ６９０ｍｍ　上下式鎖貫通 ステンレス ユニオン 車止め　エキスポール ＢＥＸ－７６Ｍ－Ｔ　上下鎖貫通 本 452 ○ ○ 3607 車止め

車止め―ブランド品― 3607011055 ポール型 エキスポール ＢＥＸ－１１４Ｍ－Ｔ　φ１１４．３×Ｈ６９０ｍｍ　上下式鎖貫通 ステンレス ユニオン 車止め　エキスポール ＢＥＸ－１１４Ｍ－Ｔ上下鎖貫通 本 452 ○ ○ 3607 車止め

タイヤ止めブロック―ブランド品― 3607015405
プラストップ（スタンダード） ＰＨ－ＹＮＡ　Ｗ６００×Ｄ１７１×Ｈ１１０ｍｍ　アンカー付き プラスチック アフ
ロディテ

車止め　プラストップ ＰＨ－ＹＮＡ　アンカー付き 個 452 ○ ○ 3607 車止め

タイヤ止めブロック―ブランド品― 3607015410
プラストップ（スタンダード） ＰＨ－ＹＮＳ　Ｗ６００×Ｄ１７１×Ｈ１１０ｍｍ　接着剤付き プラスチック アフロ
ディテ

車止め　プラストップ ＰＨ－ＹＮＳ　接着剤付き 個 452 ○ ○ 3607 車止め
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タイヤ止めブロック―ブランド品― 3607019802 ＯＫパーキング ＯＫＰＢ　Ｗ６００×Ｄ１９０×Ｈ１１５ｍｍ コンクリート オーイケ 車止め　ＯＫパーキング ＯＫＰＢ　コンクリート 個 452 ○ ○ 3607 車止め

タイヤ止めブロック―ブランド品― 3607019804 ＯＫパーキング ＯＫＰＣ　Ｗ６００×Ｄ１９０×Ｈ１１５ｍｍ コンクリート オーイケ 車止め　ＯＫパーキング ＯＫＰＣ　コンクリート 個 452 ○ ○ 3607 車止め

タイヤ止めブロック―ブランド品― 3607019806 ＯＫパーキング ＯＫＯＰ　Ｗ９００×Ｄ３００×Ｈ１８０ｍｍ コンクリート オーイケ 車止め　ＯＫパーキング ＯＫＯＰ　コンクリート 個 452 ○ ○ 3607 車止め

タイヤ止めブロック―ブランド品― 3607014605 カーストッパー ノーブル５００　Ｗ５００×Ｄ２５０×Ｈ１２５ｍｍ コンクリート オーテックス 車止め　カーストッパー ノーブル５００ 個 452 ○ ○ 3607 車止め

タイヤ止めブロック―ブランド品― 3607014610 カーストッパー ノーブル６００Ａ　Ｗ６００×Ｄ２５０×Ｈ１２５ｍｍ コンクリート オーテックス 車止め　カーストッパー ノーブル６００Ａ 個 452 ○ ○ 3607 車止め

タイヤ止めブロック―ブランド品― 3607013415
パーキングブロック ＮＳＰ－１００Ａ　Ｗ６００×Ｄ１６０×Ｈ１００ｍｍ　シール，反射レンズ，ピン付き コンク
リート サイコン工業

車止め　パーキングブロック ＮＳＰ－１００Ａ 個 452 ○ ○ 3607 車止め

タイヤ止めブロック―ブランド品― 3607013420
パーキングブロック ＮＳＰ－１００Ｂ　Ｗ６００×Ｄ１６０×Ｈ１００ｍｍ　反射レンズ，ピン付き コンクリート サ
イコン工業

車止め　パーキングブロック ＮＳＰ－１００Ｂ 個 452 ○ ○ 3607 車止め

タイヤ止めブロック―ブランド品― 3607013425
パーキングブロック ＮＳＰ－１２０Ａ　Ｗ６００×Ｄ１８０×Ｈ１２０ｍｍ　シール，反射レンズ，ピン付き コンク
リート サイコン工業

車止め　パーキングブロック ＮＳＰ－１２０Ａ 個 452 ○ ○ 3607 車止め

タイヤ止めブロック―ブランド品― 3607013430
パーキングブロック ＮＳＰ－１２０Ｂ　Ｗ６００×Ｄ１８０×Ｈ１２０ｍｍ　反射レンズ，ピン付き コンクリート サ
イコン工業

車止め　パーキングブロック ＮＳＰ－１２０Ｂ 個 452 ○ ○ 3607 車止め

タイヤ止めブロック―ブランド品― 3607015805 パーキングラバー ＰＲ－１　Ｗ５６０×Ｄ１６０×Ｈ１１０ｍｍ　大型反射プレート付き 再生ゴム サンセルフ 車止め　パーキングラバー ＰＲ－１　大型反射プレート付き 個 452 ○ ○ 3607 車止め

建築用コンクリートブロック 2001011005
建築用コンクリートブロック Ａ種 （０８） 厚１００ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ ６．５ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ
５４０６

建築用コンクリートブロックＡ種 １００×１９０×３９０ｍｍ 個 453 ○ ○ 2001 建築用コンクリートブロック

建築用コンクリートブロック 2001011010
建築用コンクリートブロック Ａ種 （０８） 厚１２０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ ８．０ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ
５４０６

建築用コンクリートブロックＡ種 １２０×１９０×３９０ｍｍ 個 453 ○ ○ 2001 建築用コンクリートブロック

建築用コンクリートブロック 2001011015
建築用コンクリートブロック Ａ種 （０８） 厚１５０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ ９．５ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ
５４０６

建築用コンクリートブロックＡ種 １５０×１９０×３９０ｍｍ 個 453 ○ ○ 2001 建築用コンクリートブロック

建築用コンクリートブロック 2001011020
建築用コンクリートブロック Ａ種 （０８） 厚１９０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １１．５ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５４０６

建築用コンクリートブロックＡ種 １９０×１９０×３９０ｍｍ 個 453 ○ ○ 2001 建築用コンクリートブロック

建築用コンクリートブロック 2001012005
建築用コンクリートブロック Ｂ種 （１２） 厚１００ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ ８．０ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ
５４０６

建築用コンクリートブロックＢ種 １００×１９０×３９０ｍｍ 個 453 ○ ○ 2001 建築用コンクリートブロック

建築用コンクリートブロック 2001012010
建築用コンクリートブロック Ｂ種 （１２） 厚１２０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ ９．０ｋｇ／個 ＪＩＳ　Ａ
５４０６

建築用コンクリートブロックＢ種 １２０×１９０×３９０ｍｍ 個 453 ○ ○ 2001 建築用コンクリートブロック

建築用コンクリートブロック 2001012015
建築用コンクリートブロック Ｂ種 （１２） 厚１５０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １１．０ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５４０６

建築用コンクリートブロックＢ種 １５０×１９０×３９０ｍｍ 個 453 ○ ○ 2001 建築用コンクリートブロック

建築用コンクリートブロック 2001012020
建築用コンクリートブロック Ｂ種 （１２） 厚１９０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １４．０ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５４０６

建築用コンクリートブロックＢ種 １９０×１９０×３９０ｍｍ 個 453 ○ ○ 2001 建築用コンクリートブロック
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建築用コンクリートブロック 2001013005
建築用コンクリートブロック Ｃ種 （１６） 厚１００ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １０．０ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５４０６

建築用コンクリートブロックＣ種 １００×１９０×３９０ｍｍ 個 453 ○ ○ 2001 建築用コンクリートブロック

建築用コンクリートブロック 2001013010
建築用コンクリートブロック Ｃ種 （１６） 厚１２０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １１．５ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５４０６

建築用コンクリートブロックＣ種 １２０×１９０×３９０ｍｍ 個 453 ○ ○ 2001 建築用コンクリートブロック

建築用コンクリートブロック 2001013015
建築用コンクリートブロック Ｃ種 （１６） 厚１５０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １４．０ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５４０６

建築用コンクリートブロックＣ種 １５０×１９０×３９０ｍｍ 個 453 ○ ○ 2001 建築用コンクリートブロック

建築用コンクリートブロック 2001013020
建築用コンクリートブロック Ｃ種 （１６） 厚１９０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １７．０ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５４０６

建築用コンクリートブロックＣ種 １９０×１９０×３９０ｍｍ 個 453 ○ ○ 2001 建築用コンクリートブロック

建築用コンクリートブロック 2001014005
建築用コンクリートブロック 防水性（Ｃ種） 厚１００ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １０．５ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５４０６

建築用コンクリートブロックＣ種 １００×１９０×３９０ｍｍ防水 個 453 ○ ○ 2001 建築用コンクリートブロック

建築用コンクリートブロック 2001014010
建築用コンクリートブロック 防水性（Ｃ種） 厚１２０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １１．５ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５４０６

建築用コンクリートブロックＣ種 １２０×１９０×３９０ｍｍ防水 個 453 ○ ○ 2001 建築用コンクリートブロック

建築用コンクリートブロック 2001014015
建築用コンクリートブロック 防水性（Ｃ種） 厚１５０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １４．０ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５４０６

建築用コンクリートブロックＣ種 １５０×１９０×３９０ｍｍ防水 個 453 ○ ○ 2001 建築用コンクリートブロック

建築用コンクリートブロック 2001014020
建築用コンクリートブロック 防水性（Ｃ種） 厚１９０ｍｍ×高１９０ｍｍ×長３９０ｍｍ １７．０ｋｇ／個 ＪＩＳ
Ａ　５４０６

建築用コンクリートブロックＣ種 １９０×１９０×３９０ｍｍ防水 個 453 ○ ○ 2001 建築用コンクリートブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010280 建築用化粧ブロック ベスロック 基本形横筋 厚１２０（１３０）×高９０×長４９０ｍｍ （）内は全幅 エスビック ベスロック　基本形横筋 １２０×９０×４９０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010300
建築用化粧ブロック 本みかげ５００ 基本形横筋 厚１０８（１２０）×高１９０×長４９０ｍｍ （）内は全幅 エス
ビック

本みかげ５００　基本形横筋 １０８×１９０×４９０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010296 建築用化粧ブロック エスビー・ステアリブ 基本形横筋 厚１００（１２４）×高１９０×長３９８ｍｍ エスビック エスビー・ステアリブ基本形横筋 １００×１９０×３９８ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010310 建築用化粧ブロック 大谷９００ 基本形 厚１２４（１５０）×高２９０×長８９０ｍｍ （）内は全幅 エスビック 大谷９００　基本形 １２４×２９０×８９０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010298
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０　基本形　グレー 厚１５０（１７０）×高１９０×長３９８ｍｍ （）
内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１５０基本形 グレー　１５０×１９０×３９８ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010140 建築用化粧ブロック こぶ出し ７５０型　基本 厚１５０×高２４０×長７４０ｍｍ 東洋工業 こぶ出し　７５０型　基本 １５０×２４０×７４０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010142 建築用化粧ブロック ソリッドストーンエッジ 基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 東洋工業 ソリッドストーンエッジ 基本横筋兼用　１２０×１９０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010144 建築用化粧ブロック ソリッドストーンポイント 基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 東洋工業 ソリッドストーンポイント 基本横筋兼用　１２０×１９０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010146 建築用化粧ブロック ビボストーン 基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 東洋工業 ビボストーン　基本横筋兼用 １２０×１９０×３９８ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010148 建築用化粧ブロック ＴＯＹＯ Ｓ－８００　基本型 厚１２０×高１９０×長７９８ｍｍ 東洋工業 ＴＯＹＯ　Ｓ－８００　基本型 １２０×１９０×７９８ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010230 建築用化粧ブロック デンクス２００ 厚２００×高２００×長４００ｍｍ 太陽エコブロックス デンクス２００ ２００×２００×４００ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010272 建築用化粧ブロック ＲＭ１５スタンダード 基本 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ 太陽エコブロックス ＲＭ１５スタンダード　基本 １５０×１９０×３９０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010240 建築用化粧ブロック 研ぎ出しコンクリートユニット 厚９８×高１９０×長３９０ｍｍ 太陽エコブロックス 研ぎ出しコンクリートユニット ９８×１９０×３９０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010250 建築用化粧ブロック 研ぎ出しコンクリートユニット 厚１４８×高１９０×長３９０ｍｍ 太陽エコブロックス 研ぎ出しコンクリートユニット １４８×１９０×３９０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010270 建築用化粧ブロック スプリットリブ １２－７ＬＷ 厚１２５×高１９０×長４００ｍｍ 太陽エコブロックス スプリットリブ　１２－７ＬＷ １２５×１９０×４００ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010400 建築用化粧ブロック ホロウブロック 並型 厚１５０×高１９０×長１９０ｍｍ 万代商会 ホロウブロック　並型 １５０×１９０×１９０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003011100 建築用化粧ブロック ラグゼ１２ 基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９９ｍｍ マチダコーポレーション ラグゼ１２　基本横筋兼用 １２０×１９０×３９９ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010430
建築用化粧ブロック ポートリブミカゲ １２－７ＬＷ　両面　基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 久保
田セメント工業

ポートリブミカゲ１２－７ＬＷ 両面　基本横筋兼用　１２０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003012005 建築用化粧ブロック シャモティ １２－５ＬＷ　基本形横筋 厚１２０×高１９０×長４００ｍｍ ユニソン シャモティ　１２－５ＬＷ 基本形横筋　１２０×１９０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003012015 建築用化粧ブロック リブスプリット １２－５ＬＷ　基本形横筋 厚１２０×高１９０×長４００ｍｍ ユニソン リブスプリット　１２－５ＬＷ 基本形横筋　１２０×１９０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003012050 建築用化粧ブロック リゲル １２－１ＬＷ　基本形横筋 厚１２０×高１９０×長４００ｍｍ ユニソン リゲル　１２－１ＬＷ基本形横筋 １２０×１９０×４００ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003012035 建築用化粧ブロック スクリーンブロック １２－２型 厚１２０×高１９０×長３９０ｍｍ ユニソン スクリーンブロック　１２－２型 １２０×１９０×３９０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003012040 建築用化粧ブロック スクリーンブロック １２－丸２型 厚１２０×高１９０×長３９０ｍｍ ユニソン スクリーンブロック　１２丸２型 １２０×１９０×３９０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016736
建築用化粧ブロック メガブレーク ＣＢ４００－１５Ｂ２　両面　基本形横筋　グレー 厚１５０（１７０）×高１９０
×長３９０ｍｍ トーホー

メガブレークＣＢ４００１５Ｂ２ 両面　基本形横筋　グレー 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016738
建築用化粧ブロック メガブレーク ＣＢ４００－１５Ｂ２　両面　基本形横筋　ライトキャメル 厚１５０（１７０）×
高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

メガブレークＣＢ４００１５Ｂ２ 両面　基本形横筋ライトキャメル 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016012
建築用化粧ブロック エディ・イレブン ＣＢ４００－１１Ｅ２　両面　基本形横筋　サンドイエロー・ライトベージュ
厚１１０（１４０）×高１９０×長３９８ｍｍ （）内は全幅 トーホー

エディ・イレブンＣＢ４００ １１Ｅ２　両面　基本形横筋　黄 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016036
建築用化粧ブロック ドリーム・イレブン ＣＢ４００－１１ＤＦ２　両面　基本形横筋　サンドイエロー・ライトベー
ジュ 厚１１０（１４０）×高１９０×長３９８ｍｍ （）内は全幅 トーホー

ドリーム・イレブンＣＢ４００ １１ＤＦ２　両面基本形横筋　黄 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016076
建築用化粧ブロック マイルド・ワン・ツー ＣＢ５００－１２Ｍ２　基本形横筋　ライトブラウン 厚１２０（１４０）
×高１９０×長４９８ｍｍ （）内は全幅 トーホー

マイルド・ワン・ツーＣＢ５００ １２Ｍ２　基本形横筋　ブラウン 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016124
建築用化粧ブロック ウイング・テン ＣＢ４００－１０Ｗ２　基本形横筋　マロンベージュ 厚１００（１４０）×高１
９０×長３９０ｍｍ （）内は全幅 トーホー

ウイング・テンＣＢ４００ １０Ｗ２　基本形横筋　ベージュ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016148
建築用化粧ブロック ビータ・イレブン ＣＢ４００－１１Ｖ２　両面　基本形横筋　サンドイエロー・ブラウン 厚１１
０（１４０）×高１９０×長３９８ｍｍ （）内は全幅 トーホー

ビータ・イレブンＣＢ４００ １１Ｖ２両面　基本形横筋　黄他 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016162
建築用化粧ブロック コルゲート・テン ＣＢ４００－１０Ｃ２　基本形横筋 厚１００（１２４）×高１９０×長３９８
ｍｍ （）内は全幅 トーホー

コルゲート・テンＣＢ４００ １０Ｃ２　基本形横筋　１００ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016204
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－１５Ｅ　基本　イエロー 厚１５０×高１９０×長３９０
ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－１５Ｅ 基本　イエロー 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016252
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－１５ＤＦ　基本　イエロー 厚１５０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－１５ＤＦ 基本　イエロー 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016300
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１５Ｗ　基本　ベージュ 厚１５０×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－１５Ｗ 基本　ベージュ　１５０×１９０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016446
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－１５Ｆ　基本・コーナー　グレースタンダード 厚１５
０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－１５Ｆ 基本コーナーグレースタンダード 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016472
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１５Ｍ２　基本　ブラウン 厚１５０×高１９０×長４
９０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－１５Ｍ２ 基本　ブラウン　１５０×１９０ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003010410
建築用化粧ブロック　擁壁タイプ ストーンセレクト 基本 厚２９８×高２００×長３９９ｍｍ マチダコーポレーショ
ン

ストーンセレクト　基本 ２９８×２００×３９９　マチダ 個 453 ○ ○ 2003 化粧ブロック

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005013005
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） スパンクリート ３０種 厚７０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取
引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション

スパンクリート　３０種 Ｔ７０×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005013007
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） スパンクリート ３０種 厚８５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取
引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション

スパンクリート　３０種 Ｔ８５×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005013010
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） スパンクリート ３０種 厚１００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ
取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション

スパンクリート　３０種 Ｔ１００×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005013015
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） スパンクリート ３０種 厚１２０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ
取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション

スパンクリート　３０種 Ｔ１２０×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005013020
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） スパンクリート ３０種 厚１５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ
取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション

スパンクリート　３０種 Ｔ１５０×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005013025
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） スパンクリート ３０種 厚２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ
取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション

スパンクリート　３０種 Ｔ２００×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005013030
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） スパンクリート ３０種 厚２５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ
取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション

スパンクリート　３０種 Ｔ２５０×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005013035
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） スパンクリート ３０種 厚３００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ
取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション

スパンクリート　３０種 Ｔ３００×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005014535
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） スパンクリート ４５種 厚７０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取
引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション

スパンクリート　４５種 Ｔ７０×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

1330 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005014540
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） スパンクリート ４５種 厚８５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取
引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション

スパンクリート　４５種 Ｔ８５×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005014505
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） スパンクリート ４５種 厚１００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ
取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション

スパンクリート　４５種 Ｔ１００×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005014510
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） スパンクリート ４５種 厚１２０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ
取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション

スパンクリート　４５種 Ｔ１２０×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005014515
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） スパンクリート ４５種 厚１５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ
取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション

スパンクリート　４５種 Ｔ１５０×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005014520
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） スパンクリート ４５種 厚２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ
取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション

スパンクリート　４５種 Ｔ２００×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005014525
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） スパンクリート ４５種 厚２５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ
取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション

スパンクリート　４５種 Ｔ２５０×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005014530
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） スパンクリート ４５種 厚３００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ
取引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 スパンクリートコーポレーション

スパンクリート　４５種 Ｔ３００×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005013105
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ３０種 厚７０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引
数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ

穴あきＰＣ板　３０種 Ｔ７０×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005013107
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ３０種 厚８５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引
数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ

穴あきＰＣ板　３０種 Ｔ８５×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005013110
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ３０種 厚１００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取
引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ

穴あきＰＣ板　３０種 Ｔ１００×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005013115
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ３０種 厚１２０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取
引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ

穴あきＰＣ板　３０種 Ｔ１２０×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005013120
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ３０種 厚１５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取
引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ

穴あきＰＣ板　３０種 Ｔ１５０×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005013125
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ３０種 厚２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取
引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ

穴あきＰＣ板　３０種 Ｔ２００×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005013130
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ３０種 厚２５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取
引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ

穴あきＰＣ板　３０種 Ｔ２５０×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005013135
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ３０種 厚３００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取
引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ

穴あきＰＣ板　３０種 Ｔ３００×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005014605
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ４５種 厚７０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引
数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ

穴あきＰＣ板　４５種 Ｔ７０×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005014610
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ４５種 厚８５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取引
数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ

穴あきＰＣ板　４５種 Ｔ８５×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005014615
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ４５種 厚１００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取
引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ

穴あきＰＣ板　４５種 Ｔ１００×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板
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空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005014620
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ４５種 厚１２０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取
引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ

穴あきＰＣ板　４５種 Ｔ１２０×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005014625
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ４５種 厚１５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取
引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ

穴あきＰＣ板　４５種 Ｔ１５０×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005014630
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ４５種 厚２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取
引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ

穴あきＰＣ板　４５種 Ｔ２００×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005014635
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ４５種 厚２５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取
引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ

穴あきＰＣ板　４５種 Ｔ２５０×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あ
きＰＣ板）【公表価格】

2005014640
空胴プレストレストコンクリートパネル（穴あきＰＣ板） 穴あきＰＣ板 ４５種 厚３００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 取
引数量１，０００ｍ２ 加工費及び取付け金物費は別途 ツルガ

穴あきＰＣ板　４５種 Ｔ３００×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

合成床工法用プレキャストコンクリート板【公
表価格】

2005020106 合成床工法用プレキャストコンクリート板 ＣＳ版 ＣＳ－２５　上リブ無 取引数量１，０００ｍ２ ピーエス三菱 床用ＰＣ板　ＣＳ版 ＣＳ－２５　上リブ無 ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

合成床工法用プレキャストコンクリート板【公
表価格】

2005020108 合成床工法用プレキャストコンクリート板 ＣＳ版 ＣＳ－２５　上リブ有 取引数量１，０００ｍ２ ピーエス三菱 床用ＰＣ板　ＣＳ版 ＣＳ－２５　上リブ有 ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

合成床工法用プレキャストコンクリート板【公
表価格】

2005022502
合成床工法用プレキャストコンクリート板 カイザー床板 ＫＳ－７０　板厚７０スラブ厚１８０用 取引数量３，０００
ｍ２ 日本カイザー

床用ＰＣ板　カイザー 床版　ＫＳ－７０ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

合成床工法用プレキャストコンクリート板【公
表価格】

2005022504
合成床工法用プレキャストコンクリート板 カイザーボイド板 ＫＶ－７０　板厚７０スラブ厚２４０用 取引数量３，０
００ｍ２ 日本カイザー

床用ＰＣ板　カイザー ボイド板　ＫＶ－７０ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

合成床工法用プレキャストコンクリート板【公
表価格】

2005020006
合成床工法用プレキャストコンクリート板 ＦＲ板 ＦＲ１２－φ１０．８ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 富士ピー・エ
ス

ＦＲ板 ＦＲ１２－径１０．８ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

合成床工法用プレキャストコンクリート板【公
表価格】

2005020008
合成床工法用プレキャストコンクリート板 ＦＲ板 ＦＲ１２－φ１２．７ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 富士ピー・エ
ス

ＦＲ板 ＦＲ１２－径１２．７ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

合成床工法用プレキャストコンクリート板【公
表価格】

2005020010
合成床工法用プレキャストコンクリート板 ＦＣ板 ＦＣ１５Ｎ－φ１５．２ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 富士ピー・
エス

ＦＣ板 ＦＣ１５Ｎ－径１５．２ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

合成床工法用プレキャストコンクリート板【公
表価格】

2005020012
合成床工法用プレキャストコンクリート板 ＦＣ板 ＦＣ１８Ｎ－φ１５．２ｍｍ 取引数量１，０００ｍ２ 富士ピー・
エス

ＦＣ板 ＦＣ１８Ｎ－径１５．２ｍｍ ｍ２ 454 ○ ○ 2005 ＰＣ板

れんが【公表価格】 0925050050 目地付きれんが かんたんブリック 長２２０×幅１００×厚７０ｍｍ（基本） 一般塀 必要数－ 陶栄 目地付れんが　かんたんブリック ２２０×１００×７０　基本 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925050060 目地付きれんが かんたんブリック 長２２０×幅１００×厚７０ｍｍ（コーナー） 一般塀 必要数－ 陶栄 目地付れんが　かんたんブリック ２２０×１００×７０　コーナー 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925050075 目地付きれんが かんたんブリック 長２２０×幅１００×厚４５ｍｍ（笠木） 一般塀 必要数－ 陶栄 目地付れんが　かんたんブリック ２２０×１００×４５　笠木 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030210 硬質れんが ニューブリック 長２３０×幅１１４×厚６５ｍｍ 舗装 必要数３８個／ｍ２ 輸入品 黒崎播磨 硬質れんが　ニューブリック ２３０×１１４×６５ 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030212 硬質れんが ニューブリック 長２３０×幅１１４×厚５０ｍｍ 舗装 必要数３８個／ｍ２ 輸入品 黒崎播磨 硬質れんが　ニューブリック ２３０×１１４×５０ 個 455 ○ ○ 0925 れんが

1332 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

れんが【公表価格】 0925030762
硬質れんが スマート・ブリック 長２３０×幅７６×厚２５ｍｍ（溝付） 壁 必要数４８個／ｍ２ コロニアルシリーズ
スマート・ブリック

硬質れんが　スマート・ブリック ２３０×７６×２５　コロニアル ｍ２ 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030764
硬質れんが スマート・ブリック 長２３０×幅７６×厚３３ｍｍ（溝付） 壁 必要数４８個／ｍ２ ロックフェイスシ
リーズ スマート・ブリック

硬質れんが　スマート・ブリック ２３０×７６×３３　ロック ｍ２ 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030766
硬質れんが スマート・ブリック 長２３０×幅７６×厚２５ｍｍ（溝付） 壁 必要数４８個／ｍ２ デザイナーズシリー
ズ スマート・ブリック

硬質れんが　スマート・ブリック ２３０×７６×２５デザイナーズ ｍ２ 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925020110 硬質れんが 有孔れんが 長２４０×幅１００×厚６０ｍｍ ろ過池床 必要数５８個／ｍ２ 西戸崎興産 硬質れんが　有孔れんが ２４０×１００×６０ 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030774 硬質れんが クレイペーブ 長２３０×幅１１５×厚４０ｍｍ 舗装 必要数３８個／ｍ２ 増田煉瓦 硬質れんが　クレイペーブ ２３０×１１５×４０ 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030778 硬質れんが シンブリックＧ 長１９４×幅５７×厚１２．５ｍｍ（フラット） 壁 必要数７２個／ｍ２ 増田煉瓦 硬質れんが　シンブリックＧ １９４×５７×１２．５フラット 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030700 硬質れんが ラバフローブリックⅠ型 長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　赤 舗装 必要数５５個／ｍ２ 水野製陶園 硬質れんが　ラバフローブリック １型　２１０×１００×６０　赤 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030710 硬質れんが ラバフローブリック長方型 長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　赤 舗装 必要数４６個／ｍ２ 水野製陶園 硬質れんが　ラバフローブリック 長方型２１０×１００×６０　赤 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030454 硬質れんが 焼成レンガＣＨ２ 長２３０×幅１１４×厚６５ｍｍ 舗装 必要数３７個／ｍ２ 三石耐火煉瓦 硬質れんが　焼成レンガＣＨ２ ２３０×１１４×６５ 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030456 硬質れんが 焼成レンガＣＨ３ 長２３０×幅１１４×厚６５ｍｍ 舗装 必要数３７個／ｍ２ 三石耐火煉瓦 硬質れんが　焼成レンガＣＨ３ ２３０×１１４×６５ 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030814
硬質れんが へビーデューティーペイバー 長２３０×幅１１４×厚６０ｍｍ（ＨＤ） 舗装 必要数３８個／ｍ２ 輸入品
ミッドランドパシフィック

へビーデューティーペイバー ２３０×１１４×６０　ＨＤ 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030816
硬質れんが ランチスタイル 長２３０×幅１１０×厚７６ｍｍ（ＲＳ） 壁 必要数４９個／ｍ２ 輸入品 ミッドランド
パシフィック

硬質れんが　ランチスタイル ２３０×１１０×７６　ＲＳ 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030818
硬質れんが メキシカンカット 長２３０×幅１１０×厚７６ｍｍ（ＭＣ） 壁 必要数４９個／ｍ２ 輸入品 ミッドラン
ドパシフィック

硬質れんが　メキシカンカット ２３０×１１０×７６　ＭＣ 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030716 硬質れんが 新燃レンガ　ＴＫスタンダード 長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　赤 舗装 必要数４８個／ｍ２ 創宮 新燃レンガ　ＴＫスタンダード ２１０×１００×６０　赤 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030718 硬質れんが 新燃レンガ　ＴＫスタンダード 長２１０×幅１００×厚６０ｍｍ　窯変 舗装 必要数４８個／ｍ２ 創宮 新燃レンガ　ＴＫスタンダード ２１０×１００×６０　窯変 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030792 硬質れんが 新燃レンガＷ２３０ 長２３０×幅１１５×厚４０ｍｍ 舗装 必要数３７個／ｍ２ 創宮 新燃レンガＷ２３０ ２３０×１１５×４０ 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030794 硬質れんが 新燃レンガＷ２３０ 長２３０×幅１１５×厚５０ｍｍ 舗装 必要数３７個／ｍ２ 創宮 新燃レンガＷ２３０ ２３０×１１５×５０ 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030796 硬質れんが 新燃レンガＷ２３０ 長２３０×幅１１５×厚６０ｍｍ 舗装 必要数３７個／ｍ２ 創宮 新燃レンガＷ２３０ ２３０×１１５×６０ 個 455 ○ ○ 0925 れんが
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れんが【公表価格】 0925030798 硬質れんが 新燃レンガＷ２３０ 長２３０×幅１１５×厚４０ｍｍ 舗装 必要数３７個／ｍ２ 透水タイプ 創宮 新燃レンガＷ２３０ ２３０×１１５×４０　透水 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030800 硬質れんが 新燃レンガＷ２３０ 長２３０×幅１１５×厚５０ｍｍ 舗装 必要数３７個／ｍ２ 透水タイプ 創宮 新燃レンガＷ２３０ ２３０×１１５×５０　透水 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030802 硬質れんが 新燃レンガＷ２３０ 長２３０×幅１１５×厚６０ｍｍ 舗装 必要数３７個／ｍ２ 透水タイプ 創宮 新燃レンガＷ２３０ ２３０×１１５×６０　透水 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030804
硬質れんが 新燃レンガドットフェイス３００ 長３００×幅３００×厚４０ｍｍ 舗装 必要数１１個／ｍ２ 透水タイプ
創宮

新燃レンガドットフェイス３００ ３００×３００×４０　透水 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030806
硬質れんが 新燃レンガドットフェイス３００ 長３００×幅３００×厚５０ｍｍ 舗装 必要数１１個／ｍ２ 透水タイプ
創宮

新燃レンガドットフェイス３００ ３００×３００×５０　透水 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030808
硬質れんが 新燃レンガドットフェイス３００ 長３００×幅３００×厚６０ｍｍ 舗装 必要数１１個／ｍ２ 透水タイプ
創宮

新燃レンガドットフェイス３００ ３００×３００×６０　透水 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030736 硬質れんが ヒープブリック 長２１５×幅１０２×厚６５ｍｍ 舗装 必要数７２個／ｍ２ 創宮 硬質れんが　ヒープブリック ２１５×１０２×６５ 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030738 硬質れんが ピンコロ 長１００×幅１００×厚６０ｍｍ 舗装 必要数１００個／ｍ２ 創宮 硬質れんが　ピンコロ １００×１００×６０ 個 455 ○ ○ 0925 れんが

れんが【公表価格】 0925030810 硬質れんが ヤキスギ 長２００×幅１００×厚６０ｍｍ 舗装 必要数５０個／ｍ２ 創宮 硬質れんが　ヤキスギ ２００×１００×６０ 個 455 ○ ○ 0925 れんが

アスファルト防水材 2101020305 アスファルト防水材 防水工事用アスファルト３種 ＪＩＳ　Ｋ　２２０７　針入度２０～４０　２５ｋｇ袋 防水工事用アスファルト ３種　２０～４０　２５ｋｇ ｔ 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

アスファルト防水材 2101020405 アスファルト防水材 防水工事用アスファルト４種 ＪＩＳ　Ｋ　２２０７　針入度３０～５０　２５ｋｇ袋 防水工事用アスファルト ４種　３０～５０　２５ｋｇ ｔ 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

アスファルト防水材 2101052006 アスファルト防水材 アスファルトフェルト４３０ ＪＩＳ　Ａ　６００５　１×４２ｍ アスファルトフェルト ＪＩＳ　Ａ　６００５　４３０ 巻 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

アスファルト防水材 2101052705 アスファルト防水材 アスファルトフェルト６５０ ＪＩＳ　Ａ　６００５　１×４２ｍ アスファルトフェルト ＪＩＳ　Ａ　６００５　６５０ 巻 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

アスファルト防水材 2101072206 アスファルト防水材 アスファルトルーフィング９４０ ＪＩＳ　Ａ　６００５　１×２１ｍ アスファルトルーフィング ＪＩＳ　Ａ　６００５　９４０ 巻 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

アスファルト防水材 2101072405 アスファルト防水材 アスファルトルーフィング１５００ ＪＩＳ　Ａ　６００５　１×１６ｍ アスファルトルーフィング ＪＩＳ　Ａ　６００５　１５００ 巻 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

アスファルト防水材 2101082805 アスファルト防水材 砂付きルーフィング３５００ ＪＩＳ　Ａ　６００５　１×８ｍ 砂付きルーフィング ＪＩＳ　Ａ　６００５　３５００ 巻 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

アスファルト防水材 2101100051 アスファルト防水材 網状アスファルトルーフィング ＪＩＳ　Ａ　６０１２　合成繊維　１×３３ｍ 網状アスファルトルーフィング ＪＩＳ　Ａ　６０１２ 巻 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

アスファルト防水材 2101095270 アスファルト防水材 ストレッチルーフィング１８００ ＪＩＳ　Ａ　６０２２　１×１６ｍ ストレッチルーフィング ＪＩＳ　Ａ　６０２２　１８００ 巻 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材
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アスファルト防水材 2101095280 アスファルト防水材 ストレッチルーフィング１０００ ＪＩＳ　Ａ　６０２２　１×１６ｍ ストレッチルーフィング ＪＩＳ　Ａ　６０２２　１０００ 巻 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

アスファルト防水材 2101095290 アスファルト防水材 砂付ストレッチルーフィング８００ ＪＩＳ　Ａ　６０２２　１×８ｍ 砂付ストレッチルーフィング ＪＩＳ　Ａ　６０２２　８００ 巻 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

アスファルト防水材 2101115160 アスファルト防水材 あなあきルーフィング１１００ ＪＩＳ　Ａ　６０２３　１×１６ｍ あなあきルーフィング ＪＩＳ　Ａ　６０２３　１１００ 巻 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

アスファルト防水材 2101082005 アスファルト防水材 砂付あなあきルーフィング２５００ ＪＩＳ　Ａ　６０２３　１×８ｍ 砂付あなあきルーフィング ＪＩＳ　Ａ　６０２３　２５００ 巻 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

アスファルト防水材 2101140010 アスファルト防水材 アスファルトプライマー １８ｌ缶 アスファルトプライマー １８Ｌ缶 缶 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

アスファルト防水材 2101180010 アスファルト防水材 ゴムアスファルト系シール材 １８ｌ缶 ゴムアスファルト系シール材 １８ｌ缶 リットル 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010010
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 アプトシートＣＴ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３４ｋ
ｇ／巻 東和工業

改質アスファルト防水材　建築用 アプトシートＣＴ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010020
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 アプトダカンシートＣＴ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ
３８ｋｇ／巻 東和工業

改質アスファルト防水材　建築用 アプトダカンシートＣＴ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010035
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 ラピネスシートＧＲ４００ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８
ｍ ３５ｋｇ／巻 昭石化工

改質アスファルト防水材　建築用 ラピネスシートＧＲ４００ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010110
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 メルタン２１ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３６ｋｇ／
巻 日新工業

改質アスファルト防水材　建築用 メルタン２１ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010120
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 メルタンキャップ２１Ｆ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ
３８ｋｇ／巻 日新工業

改質アスファルト防水材　建築用 メルタンキャップ２１Ｆ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010135
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 ラムコシートＤｕＯ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長１０ｍ ４
０ｋｇ／巻 大高商会

改質アスファルト防水材　建築用 ラムコシートＤｕＯ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010210
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 ポリベストキャップ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３８
ｋｇ／巻 七王工業

改質アスファルト防水材　建築用 ポリベストキャップ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010220
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 ポリベストエース 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３７ｋ
ｇ／巻 七王工業

改質アスファルト防水材　建築用 ポリベストエース 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010225
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 ポリマリットキャップ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ 田
島ルーフィング

改質アスファルト防水材　建築用 ポリマリットキャップ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010235
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 トーチ工法用材 メルトーチＡＰ４０Ｍ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３
８ｋｇ／巻 宇部興産建材

改質アスファルト防水材　建築用 メルトーチＡＰ４０Ｍ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010255 改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 熱工法用材 アコシート２号 厚３．５ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ 三星産業 改質アスファルト防水材　建築用 アコシート２号 ｍ２ 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010265
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 熱工法用材 ガムトップ２５ 厚２．５ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ 田島ルーフィ
ング

改質アスファルト防水材　建築用 ガムトップ２５ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材
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改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010282
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 熱工法用材 タフネスシートＳＳＳ３５ 厚３．５ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３
０ｋｇ／巻 昭石化工

改質アスファルト防水材　建築用 タフネスシートＳＳＳ３５ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010730
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 熱工法用材 アプトシート 厚３．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ２７ｋｇ／巻
東和工業

改質アスファルト防水材　建築用 アプトシート 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010740
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 熱工法用材 アプトダカンシート 厚３．５ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３５ｋｇ
／巻 東和工業

改質アスファルト防水材　建築用 アプトダカンシート 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010322
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 自着工法用材 ＲＡシート・ＳＳ１５Ｒ 厚１．５ｍｍ×幅１ｍ×長１５ｍ
２５ｋｇ／巻 宇部興産建材

改質アスファルト防水材　建築用 ＲＡシート・ＳＳ１５Ｒ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010890
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 自着工法用材 カスタムＳＴ 厚２．５ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ２２ｋｇ／巻
日新工業

改質アスファルト防水材　建築用 カスタムＳＴ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010725
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 熱工法用材 カスタムサンドＵＦ 厚４．０ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ ３８ｋｇ
／巻 日新工業

改質アスファルト防水材　建築用 カスタムサンドＵＦ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010340
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 自着工法用材 クルタルシートＥＳ－５２５ 厚２．６ｍｍ×幅１ｍ×長８
ｍ ２０ｋｇ／巻 東和工業

改質アスファルト防水材　建築用 クルタルシート　ＥＳ－５２５ ｍ２ 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010700
改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 自着工法用材 タフシャット導水テープ 厚３．０ｍｍ×幅０．０３ｍ×長
１５ｍ 東亜道路工業

改質アスファルト防水材　建築用 タフシャット導水テープ ｍ 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2104010365 改質アスファルト防水材（建築用） 一般用 自着工法用材 ハイネスシートＳ 厚３．２ｍｍ×幅１ｍ×長８ｍ 昭石化工 改質アスファルト防水材　建築用 ハイネスシートＳ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2101130300
改質アスファルト防水材（建築用） 特殊アスファルト防水材 フラッシュバンド ブライト　幅５ｃｍ×長１０ｍ 東亜
貿易

フラッシュバンド ブライト　５ｃｍ×１０ｍ 巻 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（建築用）【公表価
格】

2101130310
改質アスファルト防水材（建築用） 特殊アスファルト防水材 フラッシュバンド ブライト　幅３０ｃｍ×長１０ｍ 東
亜貿易

フラッシュバンド ブライト　３０ｃｍ×１０ｍ 巻 456 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010480
改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 ＳＲ土木防水シート２００ 厚３．２ｍｍ×幅
１ｍ×長８ｍ 静岡瀝青工業

改質アスファルト防水材　土木用 ＳＲ土木防水シート２００ ｍ２ 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010500
改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 カスタムＰＡ 厚３．２ｍｍ×幅１ｍ×長１０
ｍ 日新工業

改質アスファルト防水材　土木用 カスタムＰＡ ｍ２ 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010520
改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 カスタムＰＷ 厚３．２ｍｍ×幅１ｍ×長１０
ｍ 日新工業

改質アスファルト防水材　土木用 カスタムＰＷ ｍ２ 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010530
改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 ガムロンフォルトＢ 厚３．２ｍｍ×幅１ｍ×
長８ｍ 田島ルーフィング

改質アスファルト防水材　土木用 ガムロンフォルトＢ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010540
改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 ガムロンフォルトＭ 厚３．２ｍｍ×幅１ｍ×
長８ｍ 田島ルーフィング

改質アスファルト防水材　土木用 ガムロンフォルトＭ 巻 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010580
改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 クルタルシートＰＫ－２３３ 厚３．２ｍｍ×
幅１ｍ×長１０ｍ 東和工業

改質アスファルト防水材　土木用 クルタルシート　ＰＫ－２３３ ｍ２ 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010590
改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 クルタルシートＰＥ－２３３ 厚３．０ｍｍ×
幅１ｍ×長１１ｍ 東和工業

改質アスファルト防水材　土木用 クルタルシート　ＰＥ－２３３ ｍ２ 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材
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改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010600
改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 クルタルシートＰＥ－２３３Ｋ 厚３．２ｍｍ
×幅１ｍ×長１０ｍ 東和工業

改質アスファルト防水材　土木用 クルタルシート　ＰＥ－２３３Ｋ ｍ２ 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010870
改質アスファルト防水材（土木用） 地下構造物（共同溝・地下鉄等）用 クルタルシートＳＭＷ－８００ 厚８．０ｍｍ
×幅１ｍ×長５ｍ 東和工業

改質アスファルト防水材　土木用 クルタルシート　ＳＭＷ－８００ ｍ２ 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010902 改質アスファルト防水材（土木用） 防水下地材 カケンボード 厚１０ｍｍ×幅１ｍ×長１ｍ 田島ルーフィング 改質アスファルト防水材　土木用 カケンボード 枚 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010904 改質アスファルト防水材（土木用） 防水下地材 カスタムボード 厚１０ｍｍ×幅１ｍ×長１ｍ 日新工業 改質アスファルト防水材　土木用 カスタムボード 枚 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010906 改質アスファルト防水材（土木用） 防水下地材 クルタルボード 厚１０ｍｍ×幅１ｍ×長１ｍ 東和工業 改質アスファルト防水材　土木用 クルタルボード 枚 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010760 改質アスファルト防水材（土木用） 防水保護材 プロテクションＮ 厚６ｍｍ×幅１ｍ×長１０ｍ 日新工業 改質アスファルト防水材　土木用 プロテクションＮ ｍ２ 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010908 改質アスファルト防水材（土木用） 防水保護材 クルタルガードエース 厚６ｍｍ×幅１ｍ×長１０ｍ 東和工業 改質アスファルト防水材　土木用 クルタルガードエース ｍ２ 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010938 改質アスファルト防水材（土木用） 防水保護材 ＳＲガードマット 厚６ｍｍ×幅１ｍ×長１０ｍ 静岡瀝青工業 改質アスファルト防水材　土木用 ＳＲガードマット　防水保護材 ｍ２ 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010910 改質アスファルト防水材（土木用） 防水保護材 バリスターＷＰ 厚４ｍｍ×幅０．５ｍ×長１ｍ 田島ルーフィング 改質アスファルト防水材　土木用 バリスターＷＰ 枚 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010930
改質アスファルト防水材（土木用） 防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール 厚１．８ｍｍ×幅０．３ｍ×長
１ｍ 信越化学工業

シンエツパッチシール Ｔ１．８ｍｍ×Ｗ０．３×Ｌ１ｍ 枚 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010932
改質アスファルト防水材（土木用） 防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール 厚１．８ｍｍ×幅０．４ｍ×長
１ｍ 信越化学工業

シンエツパッチシール Ｔ１．８ｍｍ×Ｗ０．４×Ｌ１ｍ 枚 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010934
改質アスファルト防水材（土木用） 防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール 厚１．８ｍｍ×幅０．０５ｍ×
長３ｍ 信越化学工業

シンエツパッチシール Ｔ１．８ｍｍ×Ｗ０．０５×Ｌ３ 枚 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010940
改質アスファルト防水材（土木用） 防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール 厚１．８ｍｍ×幅０．１ｍ×長
３ｍ 信越化学工業

シンエツパッチシール Ｔ１．８ｍｍ×Ｗ０．１ｍ×Ｌ３ 枚 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

改質アスファルト防水材（土木用）【公表価
格】

2104010936
改質アスファルト防水材（土木用） 防水シリコーン粘着シート パッチシールクロス 厚１．５ｍｍ×幅０．４ｍ×長１
ｍ 信越化学工業

パッチシールクロス Ｔ１．５ｍｍ×Ｗ０．４×Ｌ１ｍ 枚 456 ○ ○ 2104 改質アスファルト防水材

プライマー類（建築用）【公表価格】 2101030525 プライマー類 フジクリーン ２５ｋｇ入 昭石化工 フジクリーン ２５ｋｇ ｋｇ 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（建築用）【公表価格】 2101030575 プライマー類 ＳＰファインカラー １８ｋｇ入 田島ルーフィング ＳＰファインカラー １８ｋｇ 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（建築用）【公表価格】 2101030020 プライマー類 クルタルコート シルバー（エマルジョン型）　１６ｋｇ入 東和工業 クルタルコート　シルバー エマルジョン型　１６ｋｇ 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（建築用）【公表価格】 2101030240 プライマー類 ＧＡシール ゴム化アスファルト　２５ｋｇ入 七王工業 ＧＡシール ゴム化アスファルト　２５ｋｇ 袋 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材
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プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030480 プライマー類 プロコートＢＮ 瀝青ゴム系　２５ｋｇ入 アオイ化学工業 プロコート　ＢＮ 瀝青ゴム系　２５ｋｇ ｋｇ 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030570 プライマー類 ポリアスコートⅡ １０ｋｇ入 静岡瀝青工業 ポリアスコート２ １０ｋｇ 袋 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030470 プライマー類 ＳＲプライムＧ コンクリート下地用　１８ｌ入 静岡瀝青工業 ＳＲプライムＧ コンクリート下地用　１８Ｌ 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030540 プライマー類 ＳＲプライムＧＭ １８ｌ入 静岡瀝青工業 ＳＲプライムＧＭ １８Ｌ缶 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030500 プライマー類 エバーゾールＳ コンクリート下地用　１８ｌ入 昭石化工 エバーゾールＳ コンクリート下地用　１８Ｌ 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030505 プライマー類 エバーゾールＳ－３ 鋼床版用　１７ｌ入 昭石化工 エバーゾールＳ－３ 鋼床版用　１７Ｌ 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030510 プライマー類 フジロードコート 瀝青ゴム系　２５ｋｇ入 昭石化工 フジロードコート 瀝青ゴム系　２５ｋｇ ｋｇ 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030320 プライマー類 ＦＬコート　タイプ３ 昭石化工 ＦＬコート　タイプ３ ｋｇ 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030340 プライマー類 ＦＬコート　タイプＭ 昭石化工 ＦＬコート　タイプＭ ｋｇ 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030380 プライマー類 シビルスターＣ コンクリート床版用　１８ｌ入 東亜道路工業 シビルスターＣ コンクリート床版用　１８Ｌ 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030360 プライマー類 シビルスターＳ 鋼床版用　１８ｌ入 東亜道路工業 シビルスターＳ 鋼床版用　１８Ｌ 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030370 プライマー類 シビルスターＳＱ 鋼床版用　１８ｌ入 東亜道路工業 シビルスターＳＱ 鋼床版用　１８Ｌ 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030560 プライマー類 タフシール 瀝青ゴム系　１０ｋｇ入 東亜道路工業 タフシール 瀝青ゴム系　１０ｋｇ ｋｇ 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030050 プライマー類 クルタルプライマー エマルジョン型　１７ｌ入 東和工業 クルタルプライマー エマルジョン型　１７Ｌ 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030040 プライマー類 クルタルプライマーＡ 溶剤型　１８ｌ入 東和工業 クルタルプライマーＡ 溶剤型　１８Ｌ 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030345 プライマー類 クルタルＢＥＳＳプライマー 溶剤型　１６ｌ入 東和工業 クルタルＢＥＳＳプライマー 溶剤型　１６Ｌ 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030395 プライマー類 クルタルコンパウンド 瀝青ゴム系　１０ｋｇ入 東和工業 クルタルコンパウンド 瀝青ゴム系　１０ｋｇ 箱 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030097 プライマー類 カチコートＭＸ 瀝青ゴム系　１５ｌ入 ニチレキ カチコートＭＸ 瀝青ゴム系　１５Ｌ 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材
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プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030092 プライマー類 カチコートＲＸ 瀝青ゴム系　１８ｌ入 ニチレキ カチコートＲＸ 瀝青ゴム系　１８Ｌ 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030082 プライマー類 カチコートＳＸ 瀝青ゴム系　１８ｌ入 ニチレキ カチコートＳＸ 瀝青ゴム系　１８Ｌ 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030098 プライマー類 カチコートＸ 瀝青ゴム系　１８ｌ入 ニチレキ カチコートＸ 瀝青ゴム系　１８Ｌ 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030402 プライマー類 セロシールＳＳ－Ｂ 瀝青ゴム系　低臭タイプ　２５ｋｇ入 ニチレキ セロシールＳＳ－Ｂ 瀝青ゴム系　低臭　２５ｋｇ ｋｇ 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

プライマー類（土木用）【公表価格】 2101030125 プライマー類 ＮＳパールＫＧ・ＫＢ クロロプレンゴム系　１８ｋｇ入 日新工業 ＮＳパールＫＧ・ＫＢ クロロプレンゴム系　１８ｋｇ 缶 457 ○ ○ 2101 アスファルト防水材

シーリング材 2105010405 シーリング材 シリコーン系シーリング ２成分形 耐久性１００３０ ＪＩＳ　Ａ　５７５８ シーリング材 シリコーン系　２成分形 リットル 457 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材 2105010410 シーリング材 シリコーン系シーリング １成分形 耐久性９０３０Ｇ 高モジュラス型 ＪＩＳ　Ａ　５７５８ シーリング材 シリコーン系　１成分形 リットル 457 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材 2105010605 シーリング材 変成シリコーン系シーリング ２成分形 耐久性９０３０ ＪＩＳ　Ａ　５７５８ シーリング材 変成シリコーン系　２成分形 リットル 457 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材 2105010205 シーリング材 ポリサルファイド系シーリング ２成分形 耐久性９０３０ ＪＩＳ　Ａ　５７５８ シーリング材 ポリサルファイド系　２成分形 リットル 457 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材 2105010805 シーリング材 ポリウレタン系シーリング ２成分形 耐久性８０２０ ＪＩＳ　Ａ　５７５８ シーリング材 ポリウレタン系　２成分形 リットル 457 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材 2105010810 シーリング材 ポリウレタン系シーリング １成分形 耐久性９０３０・８０２０ ＪＩＳ　Ａ　５７５８ シーリング材 ポリウレタン系　１成分形 リットル 457 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材 2105011205 シーリング材 アクリル系シーリング １成分形 耐久性７０２０ ＪＩＳ　Ａ　５７５８ シーリング材 アクリル系　１成分形 リットル 457 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材 2105011005 シーリング材 ブチル系シーリング １成分形 耐久性－ シーリング材 ブチル系　１成分形 リットル 457 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材 2105020010 シーリング材 油性コーキング １成分形 耐久性－ コーキング材 油性コーキング　１成分形 リットル 457 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010456 シーリング材 シリコーン系 １成分形 ハイフレックス　ＳＩ ホワイト・クリヤー他 容量３３０ｍｌ ダイフレックス シーリング材 ハイフレックスＳＩ 本 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010454
シーリング材 シリコーン系 １成分形 シーラント４０Ｎ グレー・ブラック・ホワイト他２色 容量３３０ｍｌ 信越化
学工業

シーリング材 シーラント４０Ｎ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010424
シーリング材 シリコーン系 １成分形 シーラント４５Ｎ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー・クリヤー他 容量３
３０ｍｌ 信越化学工業

シーリング材 シーラント４５Ｎ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010425
シーリング材 シリコーン系 １成分形 シーラント４５８８Ｎ ホワイト・クリヤー他４色 容量３３０ｍｌ 信越化学工
業

シーリング材 シーラント４５８８Ｎ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材
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シーリング材【公表価格】 2105010452
シーリング材 シリコーン系 １成分形 シーラントマスター３００ グレー・ブラック他２色 容量３３０ｍｌ 信越化学
工業

シーリング材 シーラントマスター３００ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010430
シーリング材 シリコーン系 １成分形 シリコーンシーラントＳＨ７８０ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー・ク
リヤー他 容量３３０ｍｌ ダウ・東レ

シーリング材 シーラントＳＨ７８０ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010458
シーリング材 シリコーン系 １成分形 シリコーンシーラントＳＥ９６０ グレー・ブラック・ホワイト他 容量３３０ｍ
ｌ ダウ・東レ

シーリング材 シーラントＳＥ９６０ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010436
シーリング材 シリコーン系 １成分形 シリコーンシーラントＳＥ５０１０ グレー・ホワイト・クリヤー他２色 容量３
３０ｍｌ ダウ・東レ

シーリング材 シーラントＳＥ５０１０ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010462
シーリング材 シリコーン系 １成分形 セメダイン８０６０プロ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー・クリヤー他
容量３３０ｍｌ セメダイン

シーリング材 セメダイン８０６０プロ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010464
シーリング材 シリコーン系 １成分形 セメダイン８０７０プロ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー・クリヤー他
容量３３０ｍｌ セメダイン

シーリング材 セメダイン８０７０プロ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010438
シーリング材 シリコーン系 １成分形 トスシール３８１ グレー・クリヤー・ブラウン他 容量３３３ｍｌ モメンティ
ブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン

シーリング材 トスシール３８１ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010446
シーリング材 シリコーン系 １成分形 ペンギンシール２５０５Ｎｅｗ グレー・ブラック・ホワイト・クリヤー・ブラ
ウン他 容量３３０ｍｌ サンスター技研

シーリング材 ペンギンシール２５０５Ｎｅｗ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010444
シーリング材 シリコーン系 １成分形 ボンドシリコンコーク グレー・ホワイト・クリヤー・ブラウン他 容量３３０ｍ
ｌ コニシ

シーリング材 ボンドシリコンコーク 本 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010426
シーリング材 シリコーン系 ２成分形 シーラント７０ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー　低モジュラス 容量４
ｌ 信越化学工業

シーリング材 シーラント７０ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010460
シーリング材 シリコーン系 ２成分形 シリコーンシーラントＳＥ９９０Ｆ グレー・ブラック他１色 容量４ｌ ダウ・
東レ

シーリング材 シーラントＳＥ９９０Ｆ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010442
シーリング材 シリコーン系 ２成分形 トスシール３６１ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー他　低モジュラス 容
量４ｌ モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン

シーリング材 トスシール３６１ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010448
シーリング材 シリコーン系 ２成分形 ハマタイト　ＳＣ－ＳＲ２ グレー・ブラック・ホワイト他　低モジュラス 容量
４ｌ シーカ・ハマタイト

シーリング材 ハマタイト　ＳＣ－ＳＲ２ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010626
シーリング材 変成シリコーン系 １成分形 セメダインＰＯＳシール グレー・ブラック・ホワイト・アンバー他６色 容
量３３３ｍｌ セメダイン

シーリング材 セメダインＰＯＳシール リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010628
シーリング材 変成シリコーン系 １成分形 セメダインＰＯＳシールＬＭ グレー・ブラック・ホワイト他８１色 容量３
３３ｍｌ セメダイン

シーリング材 セメダインＰＯＳシールＬＭ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010642
シーリング材 変成シリコーン系 １成分形 ハイフレックスＭＳ１ グレー・ブラック・ホワイト・ブロンズ・アンバー
他 容量３２０ｍｌ ダイフレックス

シーリング材 ハイフレックスＭＳ１ 本 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010630
シーリング材 変成シリコーン系 ２成分形 ハイフレックスＭＳ－２ グレー・ブラック・ホワイト・ブロンズ・アン
バー・ブラウン 容量４ｌ ダイフレックス

シーリング材 ハイフレックスＭＳ－２ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105020030
シーリング材 変成シリコーン系 ２成分形 セメダインＰＯＳシールタイプⅡ グレー・ブラック・ホワイト・ブロン
ズ・アンバー他７色 容量４ｌ セメダイン

コーキング材 セメダインＰＯＳシールタイプ２ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

1340 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

シーリング材【公表価格】 2105010632
シーリング材 変成シリコーン系 ２成分形 ハマタイト　ＳＣ－ＭＳ２ＮＢ／ＳＵＰＥＲⅡ グレー・ブラック・ホワイ
ト・ブラウン・アンバー他 容量４ｌ シーカ・ハマタイト

シーリング材　ハマタイト ＳＣ－ＭＳ２ＮＢ／ＳＵＰＥＲ２ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010622
シーリング材 変成シリコーン系 ２成分形 ハイフレックスＭＳＮＢ－２ グレー・ブラック・ホワイト・ブロンズ・ア
ンバー他 容量４ｌ ダイフレックス

シーリング材 ハイフレックスＭＳＮＢ－２ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010634
シーリング材 変成シリコーン系 ２成分形 ペンギンシールＭＳ２５００ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー 容量
４ｌ サンスター技研

シーリング材 ペンギンシールＭＳ２５００ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010640
シーリング材 変成シリコーン系 ２成分形 ボンドＦＲシール グレー・ブラック・ホワイト・ブロンズ・アンバー 容量
４ｌ コニシ

シーリング材 ボンドＦＲシール リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010624
シーリング材 変成シリコーン系 ２成分形 ボンドＭＳシール グレー・ブラック・ホワイト・ブロンズ・アンバー 容量
４ｌ コニシ

シーリング材 ボンドＭＳシール リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010233
シーリング材 ポリサルファイド系 １成分形 チオレックスボンド１Ｃ グレー・ブラック 容量３２０ｍｌ アオイ化学
工業

シーリング材 チオレックスボンド１Ｃ 本 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010246
シーリング材 ポリサルファイド系 １成分形 トプコールＳＰ グレー・ブラック・ホワイト・ブラウン他２色 容量３２
０ｍｌ 東レ・ファインケミカル

シーリング材 トプコールＳＰ 本 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010226
シーリング材 ポリサルファイド系 ２成分形 ハイフレックスＰＳ－２ グレー・ブラック・ホワイト・ブロンズ・アン
バー・ブラウン 容量４ｌ ダイフレックス

シーリング材 ハイフレックスＰＳ－２ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010232 シーリング材 ポリサルファイド系 ２成分形 チオレックスボンド グレー他 容量６ｋｇ アオイ化学工業 シーリング材 チオレックスボンド ｋｇ 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010254
シーリング材 ポリサルファイド系 ２成分形 ハマタイト　ＳＣ－ＰＳ２ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー・ブ
ラウン他 容量４ｌ シーカ・ハマタイト

シーリング材 ハマタイト　ＳＣ－ＰＳ２ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010240
シーリング材 ポリサルファイド系 ２成分形 ペンギンシールＰＳ１６９Ｎ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー 容
量４ｌ サンスター技研

シーリング材 ペンギンシールＰＳ１６９Ｎ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010228
シーリング材 ポリサルファイド系 ２成分形 ポリシールＮ グレー・ブラック・ホワイト・ブロンズ・アンバー他７色
容量４ｌ セメダイン

シーリング材 ポリシールＮ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010250
シーリング材 ポリサルファイド系 ２成分形 ボンドＰＳシール グレー・ブラック・ホワイト・アンバー 容量４ｌ コ
ニシ

シーリング材 ボンドＰＳシール リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105011048 シーリング材 ブチルゴム系 １成分形 ボンドブチルコーク グレー 容量３３０ｍｌ コニシ シーリング材 ボンドブチルコーク 本 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105011234 シーリング材 アクリル系 １成分形 サンシール＃５００１ グレー・ホワイト 容量３３３ｍｌ 服部商店 シーリング材 サンシール＃５００１ 本 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105011240 シーリング材 アクリル系 １成分形 ペンギンシール１２５０ ホワイト 容量１７ｌ サンスター技研 シーリング材 ペンギンシール１２５０ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105011238 シーリング材 アクリル系 １成分形 ボンドアクリルコーク ホワイト 容量３３０ｍｌ コニシ シーリング材 ボンドアクリルコーク 本 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105020028 シーリング材 油性コーキング １成分形 ポリコーク グレー 容量１ｋｇ セメダイン コーキング材 ポリコーク　１ｋｇ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材
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シーリング材【公表価格】 2105020042 シーリング材 油性コーキング １成分形 ボンド油性コーク グレー 容量３３０ｍｌ コニシ コーキング材 ボンド油性コーク 本 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010868 シーリング材 ポリウレタン系 １成分形 オートンＱィックシーラント グレー 容量３２０ｍｌ オート化学工業 シーリング材 オートンＱィックシーラント 本 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010912
シーリング材 ポリウレタン系 １成分形 オートンシーラー１０１Ａノンブリード グレー・ブラック・ホワイト 容量３
２０ｍｌ オート化学工業

シーリング材　オートンシーラー １０１Ａノンブリード 本 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010914
シーリング材 ポリウレタン系 １成分形 オートン超耐シーラーＴＦ２０００ グレー・ホワイト 容量６ｌ オート化学
工業

シーリングオートン超耐シーラー ＴＦ２０００ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010842
シーリング材 ポリウレタン系 １成分形 シーカフレックス１５ＬＭ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー他 容量３
２０ｍｌ ダイフレックス

シーリング材 シーカフレックス１５ＬＭ 本 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010910
シーリング材 ポリウレタン系 １成分形 ハイフレックスＵ１ＮＢ グレー・ホワイト他 容量３２０ｍｌ ダイフレック
ス

シーリング材 ハイフレックスＵ１ＮＢ 本 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010820
シーリング材 ポリウレタン系 １成分形 セメダインＳ７００ＮＢ グレー・ホワイト・アンバー他１色 容量３２０ｍｌ
セメダイン

シーリング材 セメダインＳ７００ＮＢ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010838 シーリング材 ポリウレタン系 １成分形 ハイフレックス６５００ グレー・ホワイト 容量３２０ｍｌ ダイフレックス シーリング材 ハイフレックス６５００ 本 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010884
シーリング材 ポリウレタン系 １成分形 ペンギンシール９９９ｔｙｐｅＮＢ グレー・ブラック・ホワイト・アンバー
容量３２０ｍｌ サンスター技研

シーリング材 ペンギンシール９９９タイプＮＢ 本 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010908 シーリング材 ポリウレタン系 １成分形 ユニボンド１Ｃ グレー・ブラック 容量３２０ｍｌ アオイ化学工業 シーリング材 ユニボンド１Ｃ 本 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010830 シーリング材 ポリウレタン系 ２成分形 ＫＮコートＴＵ ブラック 容量１８ｋｇ 日塗化学 シーリング材 ＫＮコートＴＵ ｋｇ 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010822 シーリング材 ポリウレタン系 ２成分形 セメダインＳ７５１ＮＢ グレー他１色 容量６ｌ セメダイン シーリング材 セメダインＳ７５１ＮＢ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010860
シーリング材 ポリウレタン系 ２成分形 ハマタイト　ＳＣ－ＰＵ２ＮＢ グレー・ホワイト他３色 容量６ｌ シーカ・
ハマタイト

シーリング材 ハマタイト　ＳＣ－ＰＵ２ＮＢ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010882
シーリング材 ポリウレタン系 ２成分形 ペンギンシールＰＵ９０００ｔｙｐｅＮＢ グレー・ブラック・ホワイト・ア
ンバー他１色 容量６ｌ サンスター技研

シーリング材　ペンギンシール ＰＵ９０００ｔｙｐｅＮＢ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010836
シーリング材 ポリウレタン系 ２成分形 ハイフレックスＰＵ－２ グレー・ホワイト・ブロンズ・アンバー・クリヤー
他 容量６ｌ ダイフレックス

シーリング材 ハイフレックスＰＵ－２ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010894 シーリング材 ポリウレタン系 ２成分形 ボンドビューシール６９０９ グレー 容量６ｌ コニシ シーリング材 ボンドビューシール６９０９ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010918 シーリング材 ポリウレタン系 ２成分形 ボンドＵＰシール グレー 容量８ｋｇ コニシ シーリング材 ボンドＵＰシール ｋｇ 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105010920 シーリング材 ポリウレタン系 ２成分形 ボンドＵＰシール＃７００ グレー 容量８ｋｇ コニシ シーリング材 ボンドＵＰシール＃７００ ｋｇ 458 ○ ○ 2105 シーリング材
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シーリング材【公表価格】 2105011602
シーリング材 アクリルウレタン系 ２成分形 ハイフレックスＡＵ７ グレー・ブラック・ホワイト・ブロンズ・アン
バー他 容量４ｌ ダイフレックス

シーリング材 ハイフレックスＡＵ７ リットル 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105011802
シーリング材 水系アクリルゴム １成分形 ＭＹルーファーＨＧ／ｎｔ グレー 容量１６ｋｇ 三菱ケミカルインフラ
テック

シーリング材 ＭＹルーファーＨＧ／ｎｔ ｋｇ 458 ○ ○ 2105 シーリング材

シーリング材【公表価格】 2105011804 シーリング材 水系アクリルゴム １成分形 ＭＹルーファーＷＧ ホワイト 容量１６ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック シーリング材 ＭＹルーファーＷＧ ｋｇ 458 ○ ○ 2105 シーリング材

伸縮目地材【公表価格】 2107012060 伸縮目地材 アイランタイト ２０ＰＺ－６０ 幅２０ｍｍ×高６０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 白水興産 伸縮目地材 アイランタイト　２０ＰＺ－６０ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107012065 伸縮目地材 アイランタイト ２５ＰＺ－８０ 幅２５ｍｍ×高８０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 白水興産 伸縮目地材 アイランタイト　２５ＰＺ－８０ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107012082 伸縮目地材 メジキング ２０ＫＺ－６０ 幅２０ｍｍ×高６０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 白水興産 伸縮目地材 メジキング　２０ＫＺ－６０ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107012084 伸縮目地材 メジキング ２５ＫＧ－８０ 幅２５ｍｍ×高８０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 白水興産 伸縮目地材 メジキング　２５ＫＧ－８０ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107013085 伸縮目地材 エキスパンタイ ＴＺ型 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ タイセイ 伸縮目地材 エキスパンタイ　ＴＺ型 ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107013090 伸縮目地材 エキスパンタイ ＴＪ型 幅２０ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ タイセイ 伸縮目地材 エキスパンタイ　ＴＪ型 ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107013045 伸縮目地材 エキスパンタイ ＴＥ型 幅２０ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ タイセイ 伸縮目地材 エキスパンタイ　ＴＥ型 ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107013065 伸縮目地材 エキスパンタイ ＳＴＬ－Ｂ型 幅２０ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ タイセイ 伸縮目地材 エキスパンタイ　ＳＴＬ－Ｂ型 ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107013095 伸縮目地材 エキスパンタイオフコン ９９ＴＪ型 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ タイセイ 伸縮目地材　ＴＪ型 エキスパンタイオフコン９９ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107013080 伸縮目地材 エキスパンタイオフコン ９９ＴＥ型 幅２５ｍｍ×高７０ｍｍ×長１，５００ｍｍ タイセイ 伸縮目地材　ＴＥ型 エキスパンタイオフコン９９ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107016055 伸縮目地材 クラクタイトエース Ｗ２５ 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ アーキヤマデ 伸縮目地材 クラクタイトエース　Ｗ２５ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107016015 伸縮目地材 クラクタイトポリソフト Ｗ２０ 幅２０ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ アーキヤマデ 伸縮目地材 クラクタイトポリソフト　Ｗ２０ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107016025 伸縮目地材 クラクタイトポリソフト Ｗ２５ 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ アーキヤマデ 伸縮目地材 クラクタイトポリソフト　Ｗ２５ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107016060 伸縮目地材 クラクタイトニューソフト ＰＷ２０ 幅２０ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ アーキヤマデ 伸縮目地材　Ｗ２０ クラクタイトニューソフトＰ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107016065 伸縮目地材 クラクタイトニューソフト ＰＷ２５ 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ アーキヤマデ 伸縮目地材　Ｗ２５ クラクタイトニューソフトＰ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）
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伸縮目地材【公表価格】 2107016047 伸縮目地材 クラクタイトコーナーエース 幅３０ｍｍ×高１１０ｍｍ×長１，５００ｍｍ アーキヤマデ 伸縮目地材 クラクタイトコーナーエース ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107014011 伸縮目地材 ドラーフタイト 梅－２０ 幅２０ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ドラーフタイト工業 伸縮目地材 ドラーフタイト梅－２０ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107014012 伸縮目地材 ドラーフタイト 青竹－２５ｄ 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ドラーフタイト工業 伸縮目地材 ドラーフタイト青竹－２５ｄ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107014013 伸縮目地材 ドラーフタイト 黒松－２５ｄ 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ドラーフタイト工業 伸縮目地材 ドラーフタイト黒松－２５ｄ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107014007 伸縮目地材 ドラーフタイト 竹－２５ 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ドラーフタイト工業 伸縮目地材 ドラーフタイト竹－２５ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107014002 伸縮目地材 ドラーフタイト 松－２５ 幅２５ｍｍ×高６０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ドラーフタイト工業 伸縮目地材 ドラーフタイト松－２５ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107014026 伸縮目地材 メジタックＺＵ 青竹－２５ｄ 幅２５ｍｍ×高７０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ドラーフタイト工業 伸縮目地材 メジタックＺＵ青竹－２５ｄ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107014027 伸縮目地材 メジタックＺＵ 黒松－２５ｄ 幅２５ｍｍ×高７０ｍｍ×長１，５００ｍｍ ドラーフタイト工業 伸縮目地材 メジタックＺＵ黒松－２５ｄ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材【公表価格】 2107015515 伸縮目地材 フジスーパーメジ Ｅ－２０ 幅２０ｍｍ×高６０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 藤本産業 伸縮目地材 フジスーパーメジ　Ｅ－２０ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107016545 耐震目地材 カンタンスリット ＥＷＲ－２５Ａ 完全スリット　（幅１５０） エキスパンウォール 耐震目地材 カンタンスリット　ＥＷＲ２５Ａ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107016550 耐震目地材 カンタンスリット ＥＷＲ－３０Ａ 完全スリット　（幅１５０） エキスパンウォール 耐震目地材 カンタンスリット　ＥＷＲ３０Ａ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107016535 耐震目地材 カンタンスリット ＦＲソフト２５ 完全スリット　（幅１５０） エキスパンウォール 耐震目地材 カンタンスリットＦＲソフト２５ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107016540 耐震目地材 カンタンスリット ＦＲソフト３０ 完全スリット　（幅１５０） エキスパンウォール 耐震目地材 カンタンスリットＦＲソフト３０ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107011545 耐震目地材 イージースリット ＥＧＣ－１ Ｗ＝１５０用 あさひ建装 耐震目地材 イージースリット　ＥＧＣ－１ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107011550 耐震目地材 イージースリット ＥＧＣ－２ Ｗ＝１８０用 あさひ建装 耐震目地材 イージースリット　ＥＧＣ－２ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107011555 耐震目地材 イージースリット ＥＧＣ－３ Ｗ＝２００用 あさひ建装 耐震目地材 イージースリット　ＥＧＣ－３ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107014045 耐震目地材 スリットン Ａ１－Ｆ－２５ 完全垂直スリット　Ｗ２５ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 岡部 耐震目地材 スリットン　Ａ１－Ｆ－２５ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107014050 耐震目地材 スリットン Ａ２－Ｆ－２５ 完全垂直スリット　Ｗ２５ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 岡部 耐震目地材 スリットン　Ａ２－Ｆ－２５ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）
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耐震目地材【公表価格】 2107014060 耐震目地材 スリットン ＨＷ－ＲＷ２５ 完全水平スリット　Ｗ２５ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 岡部 耐震目地材 スリットン　ＨＷ－ＲＷ２５ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107012505 耐震目地材 Ｐ－２５Ｒ （取付金具含む）ｔ＝２５ Ｗ１５０ｍｍ　Ｌ２，０２５ｍｍ パイロン 耐震目地材 Ｐ－２５Ｒ　ｔ＝２５ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107012510 耐震目地材 ＦＰ－２５Ｒ ｔ＝２５ Ｗ１５０ｍｍ　Ｌ２，０２５ｍｍ パイロン 耐震目地材 ＦＰ－２５Ｒ　ｔ＝２５ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107012515 耐震目地材 ＮＮソフトロックウール ｔ＝３０ Ｗ１５０ｍｍ　Ｌ２，０２５ｍｍ パイロン 耐震目地材 ＮＮソフトロックウールＷ１５０ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107012520 耐震目地材 ＮＮソフトロックウール ｔ＝３０ Ｗ１８０ｍｍ　Ｌ２，０２５ｍｍ パイロン 耐震目地材 ＮＮソフトロックウールＷ１８０ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107013508 耐震目地材 ＬＨ２５ＲＫ Ｗ１５０ｍｍ ロンビックジャパン 耐震目地材 ＬＨ２５ＲＫ　Ｗ１５０ｍｍ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107013515 耐震目地材 ＺＯＯＭ－２５Ｒ Ｗ１５０ｍｍ ロンビックジャパン 耐震目地材 ＺＯＯＭ－２５Ｒ　Ｗ１５０ｍｍ ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107018002 耐震目地材 エルスリット （Ｓタイプ１５０～２００） 鉛直完全型 タカミヤ 耐震目地材 エルスリット（Ｓ）　鉛直完全型 ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107018004 耐震目地材 エルスリット （Ｍタイプ１９０～２４０） 鉛直完全型 タカミヤ 耐震目地材 エルスリット（Ｍ）　鉛直完全型 ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107018006 耐震目地材 エルスリット （Ｌタイプ２３０～２８０） 鉛直完全型 タカミヤ 耐震目地材 エルスリット（Ｌ）　鉛直完全型 ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107019005 耐震目地材 Ｊスリット （ＭＧ５－２５） 耐火・公団　Ｗ１５０ｍｍ ＪＳＰ 耐震目地材 Ｊスリット（ＭＧ５－２５） ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

耐震目地材【公表価格】 2107019010 耐震目地材 Ｊスリット （ＭＬ－２５） 耐火・公団　Ｗ１５０ｍｍ ＪＳＰ 耐震目地材 Ｊスリット（ＭＬ－２５） ｍ 459 ○ ○ 2107 目地材（建築用）

建築用石材（注文品） 2201121005 建築用石材（注文品） 花こう岩 壁 幅９００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級Ｃ） 花こう岩　壁（並級Ｃ） ９００×２０　本磨き ｍ２ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121010 建築用石材（注文品） 花こう岩 壁 幅９００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２５ｍｍ ジェットバーナー（並級Ｃ） 花こう岩　壁（並級Ｃ） ９００×２５　ジェットバーナー ｍ２ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121015 建築用石材（注文品） 花こう岩 壁 幅９００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２５ｍｍ 機械たたき（並級Ｃ） 花こう岩　壁（並級Ｃ） ９００×２５　機械たたき ｍ２ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121020 建築用石材（注文品） 花こう岩 壁 幅９００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級Ｂ） 花こう岩　壁（並級Ｂ） ９００×２０　本磨き ｍ２ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121025 建築用石材（注文品） 花こう岩 壁 幅９００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２５ｍｍ ジェットバーナー（並級Ｂ） 花こう岩　壁（並級Ｂ） ９００×２５　ジェットバーナー ｍ２ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121030 建築用石材（注文品） 花こう岩 壁 幅９００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２５ｍｍ 機械たたき（並級Ｂ） 花こう岩　壁（並級Ｂ） ９００×２５　機械たたき ｍ２ 460 ○ ○ 2201 天然石
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建築用石材（注文品） 2201121035 建築用石材（注文品） 花こう岩 床 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級Ｃ） 花こう岩　床（並級Ｃ） ６００×２０　本磨き ｍ２ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121040 建築用石材（注文品） 花こう岩 床 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 水磨き（並級Ｃ） 花こう岩　床（並級Ｃ） ６００×２０　水磨き ｍ２ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121045 建築用石材（注文品） 花こう岩 床 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２５ｍｍ ジェットバーナー（並級Ｃ） 花こう岩　床（並級Ｃ） ６００×２５　ジェットバーナー ｍ２ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121050 建築用石材（注文品） 花こう岩 床 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２５ｍｍ 機械たたき（並級Ｃ） 花こう岩　床（並級Ｃ） ６００×２５　機械たたき ｍ２ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121055 建築用石材（注文品） 花こう岩 床 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級Ｂ） 花こう岩　床（並級Ｂ） ６００×２０　本磨き ｍ２ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121060 建築用石材（注文品） 花こう岩 床 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 水磨き（並級Ｂ） 花こう岩　床（並級Ｂ） ６００×２０　水磨き ｍ２ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121065 建築用石材（注文品） 花こう岩 床 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２５ｍｍ ジェットバーナー（並級Ｂ） 花こう岩　床（並級Ｂ） ６００×２５　ジェットバーナー ｍ２ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121070 建築用石材（注文品） 花こう岩 床 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２５ｍｍ 機械たたき（並級Ｂ） 花こう岩　床（並級Ｂ） ６００×２５　機械たたき ｍ２ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121075 建築用石材（注文品） 花こう岩 段石（板材） 幅３４０ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 水磨き（並級Ｃ） 花こう岩　段石　板材（並級Ｃ） ３４０×２０　水磨き 個 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121080
建築用石材（注文品） 花こう岩 段石（板材） 幅３４０ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２５ｍｍ ジェットバーナー（並級
Ｃ）

花こう岩　段石　板材（並級Ｃ） ３４０×２５　ジェットバーナー 個 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121085 建築用石材（注文品） 花こう岩 段石（板材） 幅３４０ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 水磨き（並級Ｂ） 花こう岩　段石　板材（並級Ｂ） ３４０×２０　水磨き 個 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121090
建築用石材（注文品） 花こう岩 段石（板材） 幅３４０ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２５ｍｍ ジェットバーナー（並級
Ｂ）

花こう岩　段石　板材（並級Ｂ） ３４０×２５　ジェットバーナー 個 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121095 建築用石材（注文品） 花こう岩 縁石 幅１２０ｍｍ×長１５０ｍｍ×厚６００ｍｍ 水磨き（並級Ｃ） 花こう岩　縁石（並級Ｃ） １２０×６００　水磨き 個 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121100 建築用石材（注文品） 花こう岩 縁石 幅１２０ｍｍ×長１５０ｍｍ×厚６００ｍｍ ジェットバーナー（並級Ｃ） 花こう岩　縁石（並級Ｃ） １２０×６００ジェットバーナー 個 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121105 建築用石材（注文品） 花こう岩 縁石 幅１２０ｍｍ×長１５０ｍｍ×厚６００ｍｍ 機械たたき（並級Ｃ） 花こう岩　縁石（並級Ｃ） １２０×６００　機械たたき 個 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121110 建築用石材（注文品） 花こう岩 縁石 幅１２０ｍｍ×長１５０ｍｍ×厚６００ｍｍ 水磨き（並級Ｂ） 花こう岩　縁石（並級Ｂ） １２０×６００　水磨き 個 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121115 建築用石材（注文品） 花こう岩 縁石 幅１２０ｍｍ×長１５０ｍｍ×厚６００ｍｍ ジェットバーナー（並級Ｂ） 花こう岩　縁石（並級Ｂ） １２０×６００ジェットバーナー 個 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121120 建築用石材（注文品） 花こう岩 縁石 幅１２０ｍｍ×長１５０ｍｍ×厚６００ｍｍ 機械たたき（並級Ｂ） 花こう岩　縁石（並級Ｂ） １２０×６００　機械たたき 個 460 ○ ○ 2201 天然石
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建築用石材（注文品） 2201121125 建築用石材（注文品） 花こう岩 幅木 幅１２０ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級Ｃ） 花こう岩　幅木（並級Ｃ） １２０×２０　本磨き ｍ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201121130 建築用石材（注文品） 花こう岩 幅木 幅１２０ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級Ｂ） 花こう岩　幅木（並級Ｂ） １２０×２０　本磨き ｍ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201122005 建築用石材（注文品） 大理石 壁 幅９００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級） 大理石　壁（並級） ９００×２０　本磨き ｍ２ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201122010 建築用石材（注文品） 大理石 床 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級） 大理石　床（並級） ６００×２０　本磨き ｍ２ 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201122015 建築用石材（注文品） 大理石 段石（板材） 幅３４０ｍｍ×長６００ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級） 大理石　段石　板材（並級） ３４０×２０　本磨き 個 460 ○ ○ 2201 天然石

建築用石材（注文品） 2201122020 建築用石材（注文品） 大理石 幅木 幅１２０ｍｍ×厚２０ｍｍ 本磨き（並級） 大理石　幅木（並級） １２０×２０　本磨き ｍ 460 ○ ○ 2201 天然石

人造石【公表価格】 2203050238 人造石 木曽グラニット ＢＡ－１０１０　白みかげ 縦１００×幅１００×厚１８ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＢＡ－１０１０　白みかげ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050244 人造石 木曽グラニット ＢＡＳ－１０１０　白みかげ 縦１００×幅１００×厚３０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＢＡＳ－１０１０　白みかげ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050246 人造石 木曽グラニット ＦＫ－１０１０　白みかげ 縦９０×幅９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－１０１０　白みかげ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050248 人造石 木曽グラニット ＦＫ－１５１５　白みかげ 縦１４０×幅１４０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－１５１５　白みかげ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050210 人造石 木曽グラニット ＫＧ－１０１０　白みかげ 縦１００×幅１００×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－１０１０　白みかげ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050212 人造石 木曽グラニット ＫＧ－１５１５　白みかげ 縦１５０×幅１５０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－１５１５　白みかげ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050256 人造石 木曽グラニット ＫＧ－２０１０　白みかげ 縦２００×幅１００×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－２０１０　白みかげ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050218 人造石 木曽グラニット ＫＧ－２０２０　白みかげ 縦２００×幅２００×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－２０２０　白みかげ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050220 人造石 木曽グラニット ＫＧ－３０３０　白みかげ 縦３００×幅３００×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－３０３０　白みかげ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050242 人造石 木曽グラニット ＫＧ－４５３０　白みかげ 縦４５０×幅３００×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－４５３０　白みかげ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050236 人造石 木曽石コバ Ｎｏ．８０シリーズ 縦２５０ｍｍ×幅４０ｍｍ×厚１５ｍｍ ニットー 人造石　木曽石コバ ＮＯ．８０シリーズ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203052214 人造石 アベイラス・ハードタイプ 縦３００ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚１０ｍｍ 磨き仕上 ドペル 人造石　アベイラス・ハード ３００×３００×１０ｍｍ　磨き ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石
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人造石【公表価格】 2203052216 人造石 アベイラス・ハードタイプ 縦６００ｍｍ×幅６００ｍｍ×厚１０ｍｍ 磨き仕上 ドペル 人造石　アベイラス・ハード ６００×６００×１０ｍｍ　磨き ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203052218 人造石 アベイラス・ハードタイプ 縦３００ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚１０ｍｍ 防滑仕上 ドペル 人造石　アベイラス・ハード ３００×３００×１０ｍｍ　防滑 ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203052220 人造石 アベイラス・ハードタイプ 縦６００ｍｍ×幅６００ｍｍ×厚１０ｍｍ 防滑仕上 ドペル 人造石　アベイラス・ハード ６００×６００×１０ｍｍ　防滑 ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203052222 人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ 縦３００ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚５ｍｍ 磨き仕上 ドペル 人造石アベイラス・フレキシブル ３００×３００×５ｍｍ　磨き ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203052224 人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ 縦６００ｍｍ×幅６００ｍｍ×厚５ｍｍ 磨き仕上 ドペル 人造石アベイラス・フレキシブル ６００×６００×５ｍｍ　磨き ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203052226 人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ 縦３００ｍｍ×幅３００ｍｍ×厚５ｍｍ 防滑仕上 ドペル 人造石アベイラス・フレキシブル ３００×３００×５ｍｍ　防滑 ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203052228 人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ 縦６００ｍｍ×幅６００ｍｍ×厚５ｍｍ 防滑仕上 ドペル 人造石アベイラス・フレキシブル ６００×６００×５ｍｍ　防滑 ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203052402 人造石 クリスタルクレイ ＣＬＢ 縦１９７ｍｍ×幅９７ｍｍ×厚６０ｍｍ クリスタルクレイ 人造石　クリスタルクレイＣＬＢ １９７×９７×６０ｍｍ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203052404 人造石 クリスタルクレイ ＣＴ２ 縦１９７ｍｍ×幅９７ｍｍ×厚６０ｍｍ クリスタルクレイ 人造石　クリスタルクレイＣＴ２ １９７×９７×６０ｍｍ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203052406 人造石 クリスタルクレイ ＣＴ２ 縦２９７ｍｍ×幅２９７ｍｍ×厚６０ｍｍ クリスタルクレイ 人造石　クリスタルクレイＣＴ２ ２９７×２９７×６０ｍｍ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203052408 人造石 クリスタルクレイ ＣＴ２ 縦４４７ｍｍ×幅２９７ｍｍ×厚６０ｍｍ クリスタルクレイ 人造石　クリスタルクレイＣＴ２ ４４７×２９７×６０ｍｍ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203052410 人造石 クリスタルクレイ ＣＴ２点字誘導型 縦２９７ｍｍ×幅２９７ｍｍ×厚６０＋５ｍｍ クリスタルクレイ 人造石　クリスタルクレイＣＴ２ ２９７×２９７×６０＋５ｍｍ 枚 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203051438 人造石 アルバ ＬＰ１３Ａ 縦１４４ｍｍ×幅１４４ｍｍ×厚１３ｍｍ アイコットリョーワ 人造石　アルバ　ＬＰ１３Ａ １４４×１４４×１３ｍｍ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203051416 人造石 アルバ ＬＲ１３Ａ 縦２９４ｍｍ×幅２９４ｍｍ×厚１３ｍｍ アイコットリョーワ 人造石　アルバ　ＬＲ１３Ａ ２９４×２９４×１３ｍｍ ｍ２ 461 ○ ○ 2203 人造石

天然石（規格品）【公表価格】 2201070050 天然斑岩 ポルフィリス　ピンコロ　ＧＳＣ－００４ 縦１０×幅１０×厚２～４ｃｍ グレートスピリッツ 斑岩　ポルフィリス ピンコロ　ＧＳＣ－００４ ｍ２ 461 ○ ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201070070 天然斑岩 ポルフィリス　乱張り　ＧＳＩ－００４ φ６０×厚２～４ｃｍ グレートスピリッツ 斑岩　ポルフィリス 乱張り　ＧＳＩ－００４ ｍ２ 461 ○ ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201070080 天然斑岩 ポルフィリス　敷石　ＧＳＴＮ－０１－２ 縦１５×幅ランダム×厚３～６ｃｍ グレートスピリッツ 斑岩　ポルフィリス 敷石　ＧＳＴＮ－０１－２ ｍ２ 461 ○ ○ 2201 天然石

タイル（標準品） 2303010030
タイル（標準品） 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １００角　平 １００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サイズ）
厚５ｍｍ

内装壁タイル３類　陶器質相当 １００角　平　目地共　施釉 枚 462 ○ ○ 2303 内装タイル
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タイル（標準品） 2303010010
タイル（標準品） 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １００角　シート ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共サイ
ズ） 厚５ｍｍ

内装壁タイル３類　陶器質相当 １００角　シート　目地共　施釉 シート 462 ○ ○ 2303 内装タイル

タイル（標準品） 2303010040 タイル（標準品） 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １００角　片面取 厚５ｍｍ 内装壁タイル３類　陶器質相当 １００角　片面取　施釉 枚 462 ○ ○ 2303 内装タイル

タイル（標準品） 2303010190 タイル（標準品） 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １００角　両面取 厚５ｍｍ 内装壁タイル３類　陶器質相当 １００角　両面取　施釉 枚 462 ○ ○ 2303 内装タイル

タイル（標準品） 2303010050 タイル（標準品） 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １００角　内幅木 厚５ｍｍ 内装壁タイル３類　陶器質相当 １００角　内幅木　施釉 枚 462 ○ ○ 2303 内装タイル

タイル（標準品） 2303010230
タイル（標準品） 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １５０角　平 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共サイズ）
厚５～５．７ｍｍ

内装壁タイル３類　陶器質相当 １５０角　平　目地共　施釉 枚 462 ○ ○ 2303 内装タイル

タイル（標準品） 2303010220
タイル（標準品） 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １５０角　シート ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共サイ
ズ） 厚５～５．７ｍｍ

内装壁タイル３類　陶器質相当 １５０角　シート　目地共　施釉 シート 462 ○ ○ 2303 内装タイル

タイル（標準品） 2303010240 タイル（標準品） 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １５０角　片面取 厚５～５．７ｍｍ 内装壁タイル３類　陶器質相当 １５０角　片面取　施釉 枚 462 ○ ○ 2303 内装タイル

タイル（標準品） 2303010250 タイル（標準品） 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １５０角　両面取 厚５～５．７ｍｍ 内装壁タイル３類　陶器質相当 １５０角　両面取　施釉 枚 462 ○ ○ 2303 内装タイル

タイル（標準品） 2301010010 タイル（標準品） 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口　平 １０８ｍｍ×６０ｍｍ 厚８．５～９．５ｍｍ 外装壁タイル１類　磁器質相当 小口　平　施釉 枚 462 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301010020
タイル（標準品） 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口　曲 （１０８＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 厚８．５～
９．５ｍｍ

外装壁タイル１類　磁器質相当 小口　曲　施釉 枚 462 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301010030
タイル（標準品） 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 小口　屏風曲 （６０＋５０）ｍｍ×１０８ｍｍ 厚８．５
～９．５ｍｍ

外装壁タイル１類　磁器質相当 小口　屏風曲　施釉 枚 462 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301010040 タイル（標準品） 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　平 ２２７ｍｍ×６０ｍｍ 厚８．５～９．５ｍｍ 外装壁タイル１類　磁器質相当 二丁掛　平　施釉 枚 462 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301010050
タイル（標準品） 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　標準曲 （１６８＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 厚８．
５～９．５ｍｍ

外装壁タイル１類　磁器質相当 二丁掛　標準曲　施釉 枚 462 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301010055
タイル（標準品） 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　曲 （２２７＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ 厚８．５～
９．５ｍｍ

外装壁タイル１類　磁器質相当 二丁掛　曲　施釉 枚 462 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301010060
タイル（標準品） 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当，施釉） 二丁掛　屏風曲 （６０＋５０）ｍｍ×２２７ｍｍ 厚８．
５～９．５ｍｍ

外装壁タイル１類　磁器質相当 二丁掛　屏風曲　施釉 枚 462 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301020020
タイル（標準品） 外装壁タイルⅡ類（れんが調，せっ器質相当，無釉） 二丁掛　平 ２２７ｍｍ×６０ｍｍ 厚１１～
１３ｍｍ

外装壁タイル２類　せっ器質相当 二丁掛　平　れんが調　無釉 枚 462 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301020050
タイル（標準品） 外装壁タイルⅡ類（れんが調，せっ器質相当，無釉） 二丁掛　標準曲 （１６８＋５０）ｍｍ×６０
ｍｍ 厚１１～１３ｍｍ

外装壁タイル２類　せっ器質相当 二丁掛　標準曲　れんが調　無釉 枚 462 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301020070
タイル（標準品） 外装壁タイルⅡ類（れんが調，せっ器質相当，無釉） 二丁掛　曲 （２２７＋５０）ｍｍ×６０ｍｍ
厚１１～１３ｍｍ

外装壁タイル２類　せっ器質相当 二丁掛　曲　れんが調　無釉 枚 462 ○ ○ 2301 外装タイル
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タイル（標準品） 2301020060
タイル（標準品） 外装壁タイルⅡ類（れんが調，せっ器質相当，無釉） 二丁掛　屏風曲 （６０＋５０）ｍｍ×２２７
ｍｍ 厚１１～１３ｍｍ

外装壁タイル２類　せっ器質相当 二丁掛　屏風曲　れんが調　無釉 枚 462 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2305010060
タイル（標準品） 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角　平 ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共サイ
ズ） 厚７ｍｍ

外装壁モザイク１類　磁器質相当 ５０角　平　目地共　施釉 シート 462 ○ ○ 2305 モザイクタイル

タイル（標準品） 2305010190
タイル（標準品） 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角　曲 ３００ｍｍ×５０ｍｍ（目地共サイ
ズ） 厚７ｍｍ

外装壁モザイク１類　磁器質相当 ５０角　曲　目地共　施釉 シート 462 ○ ○ 2305 モザイクタイル

タイル（標準品） 2305010070
タイル（標準品） 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角　二丁 ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共サ
イズ） 厚７ｍｍ

外装壁モザイク１類　磁器質相当 ５０角　二丁　目地共　施釉 シート 462 ○ ○ 2305 モザイクタイル

タイル（標準品） 2305010200
タイル（標準品） 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角　二丁曲 ３００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共
サイズ） 厚７ｍｍ

外装壁モザイク１類　磁器質相当 ５０角　二丁曲　施釉 シート 462 ○ ○ 2305 モザイクタイル

タイル（標準品） 2305010210
タイル（標準品） 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角　二丁屏風曲 ３００ｍｍ×５０ｍｍ（目地
共サイズ） 厚７ｍｍ

外装壁モザイク１類　磁器質相当 ５０角　二丁屏風曲　施釉 シート 462 ○ ○ 2305 モザイクタイル

タイル（標準品） 2301035002
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） １００角　シート ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地
共サイズ） 厚８ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当薄物 １００角　シート　目地共　無釉 シート 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035004
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） １００角　段鼻 １００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共
サイズ） 厚８ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当薄物 １００角　段鼻　目地共　無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035006
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） １００角　垂れ付き段鼻 １００ｍｍ×１００ｍｍ
（目地共サイズ） 厚８ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当薄物 １００角　垂付段鼻　目地共無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035008
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） １５０角　平 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共サ
イズ） 厚８～１０ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当薄物 １５０角　平　目地共　無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035010
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） １５０角　シート ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地
共サイズ） 厚８～１０ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当薄物 １５０角　シート　目地共　無釉 シート 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035012
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） １５０角　段鼻 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共
サイズ） 厚８～１０ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当薄物 １５０角　段鼻　目地共　無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035014
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） １５０角　垂れ付き段鼻 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ
（目地共サイズ） 厚８～１０ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当薄物 １５０角　垂付段鼻　目地共無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035016
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） ２００×１００角　垂れ付き段鼻 ２００ｍｍ×１
００ｍｍ（目地共サイズ） 厚９～１０ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当薄物 ２００×１００角　垂付段鼻無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035018
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） ２００角　平 ２００ｍｍ×２００ｍｍ（目地共サ
イズ） 厚９～１０ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当薄物 ２００角　平　目地共　無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035020
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（薄物） ２００角　段鼻 ２００ｍｍ×２００ｍｍ（目地共
サイズ） 厚９～１０ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当薄物 ２００角　段鼻　目地共　無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035022
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） １００角　平 １００ｍｍ×１００ｍｍ（目地共サ
イズ） 厚１２～１３ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当厚物 １００角　平　目地共　無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035024
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） １００角　シート ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地
共サイズ） 厚１２～１３ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当厚物 １００角　シート　目地共　無釉 シート 463 ○ ○ 2301 外装タイル
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タイル（標準品） 2301035026
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） １００角　垂れ付き段鼻 １００ｍｍ×１００ｍｍ
（目地共サイズ） 厚１２～１３ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当厚物 １００角　垂付段鼻　目地共無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035028
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） １５０角　平 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地共サ
イズ） 厚１２～１３ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当厚物 １５０角　平　目地共　無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035030
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） １５０角　垂れ付き段鼻 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ
（目地共サイズ） 厚１２～１３ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当厚物 １５０角　垂付段鼻　目地共無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035032
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） ２００×１００角　平 ２００ｍｍ×１００ｍｍ
（目地共サイズ） 厚１２～１３ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当厚物 ２００×１００角　平　無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035034
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） ２００×１００角　垂れ付き段鼻 ２００ｍｍ×１
００ｍｍ（目地共サイズ） 厚１２～１３ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当厚物 ２００×１００角　垂付段鼻無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035036
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） ２００角　平 ２００ｍｍ×２００ｍｍ（目地共サ
イズ） 厚１２～１３ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当厚物 ２００角　平　目地共　無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035038
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） ３００角　平 ３００ｍｍ×３００ｍｍ（目地共サ
イズ） 厚１２～１３ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当厚物 ３００角　平　目地共　無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035040
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉）（厚物） ３００×１５０角　垂れ付き段鼻 ３００ｍｍ×１
５０ｍｍ（目地共サイズ） 厚１２～１３ｍｍ

外装床タイル１類磁器質相当厚物 ３００×１５０角　垂付段鼻無釉 枚 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2301035042
タイル（標準品） 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １５０×６０角　階段タイル（垂れ無し） １５０ｍｍ×６
０ｍｍ 厚１０ｍｍ

外装床タイル１類　磁器質相当 １５０×６０角　階段タイル無釉 ｍ 463 ○ ○ 2301 外装タイル

タイル（標準品） 2307050010
タイル（標準品） 視覚障害者用床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ３００角　位置表示型 ３００ｍｍ×３００ｍｍ
（目地共サイズ） 厚１２～１３＋５ｍｍ

視覚障害者用床１類　磁器質相当 ３００角　位置表示型　無釉 枚 463 ○ ○ 2307 床タイル

タイル（標準品） 2307050020
タイル（標準品） 視覚障害者用床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ３００角　誘導表示型 ３００ｍｍ×３００ｍｍ
（目地共サイズ） 厚１２～１３＋５ｍｍ

視覚障害者用床１類　磁器質相当 ３００角　誘導表示型　無釉 枚 463 ○ ○ 2307 床タイル

床タイル【公表価格】 2311016022 床タイル グラセラ ＧＣ１０１０　標準色 ９２×９２×１８ｍｍ クリヤマ グラセラ　ＧＣ１０１０　標準色 ９２×９２×１８ ｍ２ 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

床タイル【公表価格】 2311016024 床タイル グラセラ ＧＣ２０１０　標準色 １９２×９２×１８ｍｍ クリヤマ グラセラ　ＧＣ２０１０　標準色 １９２×９２×１８ ｍ２ 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

床タイル【公表価格】 2311016026 床タイル グラセラ ＧＣ１５１５　標準色 １４２×１４２×１８ｍｍ クリヤマ グラセラ　ＧＣ１５１５　標準色 １４２×１４２×１８ ｍ２ 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

床タイル【公表価格】 2311016028 床タイル グラセラ ＧＣ２０２０　標準色 １９２×１９２×１８ｍｍ クリヤマ グラセラ　ＧＣ２０２０　標準色 １９２×１９２×１８ ｍ２ 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

床タイル【公表価格】 2311016030 床タイル グラセラ ＧＣ３０３０　標準色 ２９２×２９２×１８ｍｍ クリヤマ グラセラ　ＧＣ３０３０　標準色 ２９２×２９２×１８ ｍ２ 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

床タイル【公表価格】 2311016032 床タイル グラセラ 視覚障害者用ＧＣ３－Ｋ／Ｙ ２９２×２９２×１８＋５ｍｍ クリヤマ グラセラ視覚障害者用ＧＣ３ＫＹ ２９２×２９２×１８＋５ 枚 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

床タイル【公表価格】 2311012002 床タイル クリンノンスリップタイル モルタル Ｃ型（階段用）　３００×３００×２５ｍｍ 佐渡島 クリンノンスリップタイルＣ型 ３００×３００×２５　モルタル 枚 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル
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床タイル【公表価格】 2311012042 床タイル クリンノンスリップタイル モルタル Ｂ型（階段用）　３００×１００×２５ｍｍ 佐渡島 クリンノンスリップタイルＢ型 ３００×１００×２５　モルタル 枚 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

床タイル【公表価格】 2311012004 床タイル クリンノンスリップタイル モルタル ＩＬ型（階段用）　３００×３００×３０ｍｍ 佐渡島 クリンノンスリップタイルＩＬ型 ３００×３００×３０　モルタル 枚 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

床タイル【公表価格】 2311012010 床タイル クリンノンスリップタイル モルタル Ｌ型（平面用）　２９７×２９７×２５ｍｍ 佐渡島 クリンノンスリップタイルＬ型 ２９７×２９７×２５　モルタル 枚 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

床タイル【公表価格】 2311012008 床タイル クリンノンスリップタイル モルタル Ｈ型（斜面用）　２９７×２９７×２５ｍｍ 佐渡島 クリンノンスリップタイルＨ型 ２９７×２９７×２５　モルタル 枚 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

床タイル【公表価格】 2311012044 床タイル クリンノンスリップタイル モルタル Ｆ型（斜面用）　２９７×２９７×２５ｍｍ 佐渡島 クリンノンスリップタイルＦ型 ２９７×２９７×２５　モルタル 枚 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

床タイル【公表価格】 2311012030 床タイル クリンノンスリップタイル カラー Ｃ型（階段用）　３００×３００×２５ｍｍ 佐渡島 クリンノンスリップタイルＣ型 ３００×３００×２５　カラー 枚 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

床タイル【公表価格】 2311012046 床タイル クリンノンスリップタイル カラー Ｂ型（階段用）　３００×１００×２５ｍｍ 佐渡島 クリンノンスリップタイルＢ型 ３００×１００×２５　カラー 枚 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

床タイル【公表価格】 2311012032 床タイル クリンノンスリップタイル カラー ＩＬ型（階段用）　３００×３００×３０ｍｍ 佐渡島 クリンノンスリップタイルＩＬ型 ３００×３００×３０　カラー 枚 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

床タイル【公表価格】 2311012038 床タイル クリンノンスリップタイル カラー Ｌ型（平面用）　２９７×２９７×２５ｍｍ 佐渡島 クリンノンスリップタイルＬ型 ２９７×２９７×２５　カラー 枚 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

床タイル【公表価格】 2311012036 床タイル クリンノンスリップタイル カラー Ｈ型（斜面用）　２９７×２９７×２５ｍｍ 佐渡島 クリンノンスリップタイルＨ型 ２９７×２９７×２５　カラー 枚 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

床タイル【公表価格】 2311012048 床タイル クリンノンスリップタイル カラー Ｆ型（斜面用）　２９７×２９７×２５ｍｍ 佐渡島 クリンノンスリップタイルＦ型 ２９７×２９７×２５　カラー 枚 464 ○ ○ 2311 ノンスリップタイル

粘土がわら 2501011002 いぶしがわら 和がわら （Ｊ型） 桟がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） いぶしがわら　和がわら（Ｊ型） 桟がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501011004 いぶしがわら 和がわら （Ｊ型） 万十軒がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） いぶしがわら　和がわら（Ｊ型） 万十軒がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501011006 いぶしがわら 和がわら （Ｊ型） 袖がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） いぶしがわら　和がわら（Ｊ型） 袖がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501011008 いぶしがわら 和がわら （Ｊ型） 厚のし ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） いぶしがわら　和がわら（Ｊ型） 厚のし 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501011010 いぶしがわら 和がわら （Ｊ型） 紐丸（五寸丸） ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） いぶしがわら　和がわら（Ｊ型） 紐丸（五寸丸） 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501021302 陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 標準色 桟がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら　和がわら（Ｊ型） 標準色　桟がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501021304 陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 標準色 万十軒がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら　和がわら（Ｊ型） 標準色　万十軒がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら
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粘土がわら 2501021306 陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 標準色 袖がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら　和がわら（Ｊ型） 標準色　袖がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501021308 陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 標準色 厚のし ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら　和がわら（Ｊ型） 標準色　厚のし 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501021310 陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 標準色 紐丸（五寸丸） ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら　和がわら（Ｊ型） 標準色　紐丸（五寸丸） 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501021102 陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 特注色 桟がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら　和がわら（Ｊ型） 特注色　桟がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501021104 陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 特注色 万十軒がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら　和がわら（Ｊ型） 特注色　万十軒がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501021106 陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 特注色 袖がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら　和がわら（Ｊ型） 特注色　袖がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501021108 陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 特注色 厚のし ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら　和がわら（Ｊ型） 特注色　厚のし 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501021110 陶器瓦（釉薬がわら） 和がわら （Ｊ型） 特注色 紐丸（五寸丸） ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら　和がわら（Ｊ型） 特注色　紐丸（五寸丸） 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501022102 陶器瓦（釉薬がわら） Ｓ型がわら 標準色 桟がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら　Ｓ型がわら 標準色　桟がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501022106 陶器瓦（釉薬がわら） Ｓ型がわら 標準色 袖がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら　Ｓ型がわら 標準色　袖がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501022104 陶器瓦（釉薬がわら） Ｓ型がわら 標準色 半がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら　Ｓ型がわら 標準色　半がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501022202 陶器瓦（釉薬がわら） Ｓ型がわら 特注色 桟がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら　Ｓ型がわら 特注色　桟がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501022204 陶器瓦（釉薬がわら） Ｓ型がわら 特注色 袖がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら　Ｓ型がわら 特注色　袖がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501022206 陶器瓦（釉薬がわら） Ｓ型がわら 特注色 半がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら　Ｓ型がわら 特注色　半がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501023602 陶器瓦（釉薬がわら） 平板洋がわら （フレンチ系）（Ｆ型） 標準色 桟がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら平板洋がわら（Ｆ型） 標準色　桟がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501023604 陶器瓦（釉薬がわら） 平板洋がわら （フレンチ系）（Ｆ型） 標準色 袖がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら平板洋がわら（Ｆ型） 標準色　袖がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

粘土がわら 2501023606 陶器瓦（釉薬がわら） 平板洋がわら （フレンチ系）（Ｆ型） 標準色 棟がわら ＪＩＳ　Ａ　５２０８（１等品） 陶器がわら平板洋がわら（Ｆ型） 標準色　棟がわら 枚 465 ○ ○ 2501 粘土がわら

屋根下地材―ブランド品― 2513010804 屋根下地材 コロシート Ｓ２５ ９５ｍｍ足　幅０．８０ｍ×長１６．５ｍ 瓦屋根 大上木材工業 コロシート Ｓ２５　９５ｍｍ足 巻 466 ○ ○ 2513 屋根下地材
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屋根下地材―ブランド品― 2513010806 屋根下地材 コロシート Ｓ３０ ７５ｍｍ足　幅０．８０ｍ×長１６．５ｍ 瓦屋根 大上木材工業 コロシート Ｓ３０　７５ｍｍ足 巻 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根下地材―ブランド品― 2513010808 屋根下地材 ルーフロン ＦＦ７ 幅１ｍ×長２１ｍ 結露防止 大上木材工業 ルーフロン ＦＦ７　Ｗ１×Ｌ２１ｍ 巻 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根下地材―ブランド品― 2513010810 屋根下地材 ルーフロン ＲＲ７ 幅１ｍ×長２１ｍ 結露防止 大上木材工業 ルーフロン ＲＲ７　Ｗ１×Ｌ２１ｍ 巻 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根下地材―ブランド品― 2513010812 屋根下地材 ルーフロン ＭＭ７ 幅１ｍ×長２１ｍ 結露防止 大上木材工業 ルーフロン ＭＭ７　Ｗ１×Ｌ２１ｍ 巻 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根下地材―ブランド品― 2513011004 屋根下地材 ガムスター Ｓ１５０ 厚１．２ｍｍ×幅１ｍ×長２１ｍ ＲＣ造用 ガムスター ガムスター　Ｓ１５０ Ｔ１．２ｍｍ×Ｗ１×Ｌ２１ｍ 本 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根下地材―ブランド品― 2513011604 屋根下地材 アービアルーフ 幅１ｍ×長２１ｍ ゴムアス 静岡瀝青工業 アービアルーフ Ｗ１×Ｌ２１ｍ 本 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根下地材―ブランド品― 2513011606 屋根下地材 パターンシート 幅１ｍ×長２１ｍ ゴムアス 静岡瀝青工業 パターンシート Ｗ１×Ｌ２１ｍ 本 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根下地材―ブランド品― 2513011608 屋根下地材 スーパー彩 幅１ｍ×長２１ｍ ゴムアス 静岡瀝青工業 スーパー彩 Ｗ１×Ｌ２１ｍ 本 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根下地材―ブランド品― 2513011610 屋根下地材 タックルーフ 厚１．２ｍｍ×幅１ｍ×長１６ｍ ゴムアス 静岡瀝青工業 タックルーフ Ｔ１．２ｍｍ×Ｗ１×Ｌ１６ｍ 本 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根下地材―ブランド品― 2513010410 屋根下地材 セキスイソフトロン ＳＫ 厚４ｍｍ×幅０．９ｍ×長２００ｍ 断熱結露防止用 積水化学工業 セキスイソフトロンＳＫ ４ｍｍ×０．９×２００ｍ 巻 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根下地材―ブランド品― 2513010412 屋根下地材 セキスイソフトロン ＳＫ 厚６ｍｍ×幅０．９ｍ×長１００ｍ 断熱結露防止用 積水化学工業 セキスイソフトロンＳＫ ６ｍｍ×０．９×１００ｍ 巻 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根下地材―ブランド品― 2513010414 屋根下地材 セキスイソフトロン ＳＫ 厚８ｍｍ×幅０．９ｍ×長５０ｍ 断熱結露防止用 積水化学工業 セキスイソフトロンＳＫ ８ｍｍ×０．９×５０ｍ 巻 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根下地材―ブランド品― 2513010416 屋根下地材 セキスイソフトロン ＳＫ 厚１０ｍｍ×幅０．９ｍ×長５０ｍ 断熱結露防止用 積水化学工業 セキスイソフトロンＳＫ １０ｍｍ×０．９×５０ｍ 巻 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根下地材―ブランド品― 2513012016 屋根下地材 カスタムベース 厚１．５ｍｍ×幅１ｍ×長１６ｍ シングル 日新工業 カスタムベース Ｔ１．５ｍｍ　Ｗ１×Ｌ１６ｍ 巻 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根下地材―ブランド品― 2513012802 屋根下地材 モラサン １号 幅１ｍ×長２０ｍ ゴムアス 七王工業 モラサン１号 Ｗ１×Ｌ２０ｍ 巻 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根下地材―ブランド品― 2513012804 屋根下地材 モラサン ２号 幅１ｍ×長２０ｍ ゴムアス 七王工業 モラサン２号 Ｗ１×Ｌ２０ｍ 巻 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根下地材―ブランド品― 2513012806 屋根下地材 モラサン ２号（タック付き） 幅１ｍ×長２０ｍ ゴムアス 七王工業 モラサン２号（タック付） Ｗ１×Ｌ２０ｍ 巻 466 ○ ○ 2513 屋根下地材

屋根仕上材【公表価格】 2503035010
屋根仕上材 スレート系 セイバリーグラッサ 働き寸法　長９１０×幅１８２ｍｍ　２０（枚／３．３ｍ２） ケイ
ミュー

セイバリーグラッサ Ｌ９１０×Ｗ１８２ｍｍ 枚 466 ○ ○ 2503 スレート
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屋根仕上材【公表価格】 2503035012
屋根仕上材 スレート系 コロニアルグラッサ 働き寸法　長９１０×幅１８２ｍｍ　２０（枚／３．３ｍ２） ケイ
ミュー

コロニアルグラッサ Ｌ９１０×Ｗ１８２ｍｍ 枚 466 ○ ○ 2503 スレート

屋根仕上材【公表価格】 2503035022
屋根仕上材 スレート系 コロニアルクァッド 働き寸法　長９１０×幅１８２ｍｍ　２０（枚／３．３ｍ２） ケイ
ミュー

コロニアルクァッド Ｌ９１０×Ｗ１８２ｍｍ 枚 466 ○ ○ 2503 スレート

屋根仕上材【公表価格】 2505040440 屋根仕上材 金属系 さいわいルーフ４型 フッ素塗装ガルバリウム鋼板　厚０．４ｍｍ 日本ルーフ建材 さいわいルーフ４型 フッ素塗装ガルバリウム鋼板 ｍ２ 466 ○ ○ 2505 金属系屋根材

屋根仕上材【公表価格】 2505040400 屋根仕上材 金属系 フィンルーフ１０（４５５タイプ） 長尺金属瓦（フッ素）　厚０．５ｍｍ 千代田鋼鉄工業 フィンルーフ１０　４５５タイプ 長尺金属瓦　Ｔ０．５ｍｍ ｍ２ 466 ○ ○ 2505 金属系屋根材

屋根仕上材【公表価格】 2505040410 屋根仕上材 金属系 フィンルーフ２０（４５５タイプ） 長尺金属瓦（フッ素遮熱）　厚０．５ｍｍ 千代田鋼鉄工業 フィンルーフ２０　４５５タイプ 長尺金属瓦　Ｔ０．５ｍｍ ｍ２ 466 ○ ○ 2505 金属系屋根材

屋根仕上材【公表価格】 2505010050 屋根仕上材 金属系 ナスコート 塗装ステンレス　Ｓ３０４　厚０．３ｍｍ 日本冶金工業 ナスコート　Ｓ３０４ 塗装ステンレス　Ｔ０．３ｍｍ ｍ２ 466 ○ ○ 2505 金属系屋根材

屋根仕上材【公表価格】 2505010070 屋根仕上材 金属系 ナスコート 塗装ステンレス　Ｓ３０４　厚０．４ｍｍ 日本冶金工業 ナスコート　Ｓ３０４ 塗装ステンレス　Ｔ０．４ｍｍ ｍ２ 466 ○ ○ 2505 金属系屋根材

屋根仕上材【公表価格】 2505040222 屋根仕上材 金属系 ニュールーフィックス ガルバリウム　ポリエステル塗装　厚０．４ｍｍ 中山化成 ニュールーフィックス ポリエステル　Ｔ０．４ｍｍ ｍ２ 466 ○ ○ 2505 金属系屋根材

屋根仕上材【公表価格】 2505040224 屋根仕上材 金属系 ニュールーフィックス ガルバリウム　フッ素塗装１５年　厚０．４ｍｍ 中山化成 ニュールーフィックス フッ素塗装１５年　Ｔ０．４ｍｍ ｍ２ 466 ○ ○ 2505 金属系屋根材

屋根仕上材【公表価格】 2505040226 屋根仕上材 金属系 ニュールーフィックス ガルバリウム　フッ素塗装１５年　厚０．５ｍｍ 中山化成 ニュールーフィックス フッ素塗装１５年　Ｔ０．５ｍｍ ｍ２ 466 ○ ○ 2505 金属系屋根材

屋根仕上材【公表価格】 2505040227 屋根仕上材 金属系 ニュールーフィックス ガルバリウム　フッ素塗装２０年　厚０．４ｍｍ 中山化成 ニュールーフィックス フッ素塗装２０年　Ｔ０．４ｍｍ ｍ２ 466 ○ ○ 2505 金属系屋根材

屋根仕上材【公表価格】 2505040228 屋根仕上材 金属系 ニュールーフィックス ガルバリウム　フッ素塗装２０年　厚０．５ｍｍ 中山化成 ニュールーフィックス フッ素塗装２０年　Ｔ０．５ｍｍ ｍ２ 466 ○ ○ 2505 金属系屋根材

屋根仕上材【公表価格】 2501041025 屋根仕上材 粘土系 ローマン瓦ＬＬ４０－Ｚ ３９枚／３．３ｍ２ 栄四郎瓦 特殊がわら ローマン瓦ＬＬ４０－Ｚ 枚 466 ○ ○ 2501 粘土がわら

屋根仕上材【公表価格】 2501022602 屋根仕上材 粘土系 陶器瓦エスパニカＳ型 ４９枚／３．３ｍ２ 栄四郎瓦 陶器がわら（釉薬がわら） 陶器瓦エスパニカＳ型 枚 466 ○ ○ 2501 粘土がわら

屋根仕上材【公表価格】 2501021602 屋根仕上材 粘土系 和型陶器瓦　５３Ａ ５３枚／３．３ｍ２ 栄四郎瓦 陶器がわら（釉薬がわら） 和型陶器瓦　５３Ａ 枚 466 ○ ○ 2501 粘土がわら

屋根仕上材【公表価格】 2501012010 屋根仕上材 粘土系 和型銀いぶし瓦　５３Ａ ５３枚／３．３ｍ２ 栄四郎瓦 いぶしがわら 和型銀　５３Ａ 枚 466 ○ ○ 2501 粘土がわら

屋根仕上材【公表価格】 2509010010
屋根仕上材 アスファルトシングル ツバメシングル ３０５ｍｍ×９１５ｍｍ　（４色）　２０（枚／２．２ｍ２） 七
王工業

ツバメシングル ３０５×９１５ｍｍ　４色 枚 466 ○ ○ 2509 特殊屋根材

屋根仕上材【公表価格】 2509010020
屋根仕上材 アスファルトシングル マルエスシングル ３０５ｍｍ×９１５ｍｍ　（８色）　２０（枚／２．２ｍ２）
日新工業

マルエスシングル ３０５×９１５ｍｍ　８色 枚 466 ○ ○ 2509 特殊屋根材
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屋根仕上材【公表価格】 2509010040
屋根仕上材 アスファルトシングル 三星シングル ３０５ｍｍ×９１５ｍｍ　（９色）　２０（枚／２．５６ｍ２） 田
島ルーフィング

三星シングル ３０５×９１５ｍｍ　９色 枚 466 ○ ○ 2509 特殊屋根材

屋根仕上材【公表価格】 2503040010 屋根仕上材 セメント系 ＲＯＯＧＡ（雅） 働き寸法　長５５０×幅３００ｍｍ　２０（枚／３．３ｍ２） ケイミュー ＲＯＯＧＡ　雅 Ｌ５５０×Ｗ３００ｍｍ 枚 466 ○ ○ 2503 スレート

屋根仕上材【公表価格】 2503040020
屋根仕上材 セメント系 ＲＯＯＧＡ（鉄平） 働き寸法　長５５０×幅３００ｍｍ　２０（枚／３．３ｍ２） ケイ
ミュー

ＲＯＯＧＡ　鉄平 Ｌ５５０×Ｗ３００ｍｍ 枚 466 ○ ○ 2503 スレート

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509050030 トップライト（採光屋根） 大型建築物用 サンドーム ＳＤ－６Ｗ　スレート６尺用 サンライト工業 サンドーム ＳＤ－６Ｗ　スレート６尺用 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509050002 トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ルーフライトＡ ＳＷ－６Ａ　スレート６尺用 サンライト工業 ルーフライトＡ ＳＷ－６Ａ　スレート６尺用 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509050004
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ルーフライトパラレル ＳＰ－８５００　幅８００ｍｍ×長５，０００ｍｍ
サンライト工業

ルーフライトパラレル ＳＰ－８５００ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509050046
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 開閉式ルーフライト 幅８００ｍｍ×長１，７２０ｍｍ　排煙型 サンライト
工業

開閉式ルーフライト ８００×１７２０　排煙型 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509051505 トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ドームスモークベンター ＤＳＶ－６０型屋上排煙ドーム スカイベンツ ドームスモークベンター ＤＳＶ－６０　屋上排煙ドーム 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509051510 トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ドームスモークベンター ＤＳＶ－９０型屋上排煙ドーム スカイベンツ ドームスモークベンター ＤＳＶ－９０　屋上排煙ドーム 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509051515 トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ドームスモークベンター ＤＳＶ－１３０型屋上排煙ドーム スカイベンツ ドームスモークベンター ＤＳＶ－１３０　屋上排煙ドーム 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509051520 トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スカイドーム ＳＤ６００角型屋上固定ドーム スカイベンツ スカイドーム ＳＤ６００　角　屋上固定ドーム 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509051525 トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スカイドーム ＳＤ９００角型屋上固定ドーム スカイベンツ スカイドーム ＳＤ９００　角　屋上固定ドーム 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509051530 トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スカイドーム ＳＤ１３００角型屋上固定ドーム スカイベンツ スカイドーム ＳＤ１３００角　屋上固定ドーム 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509051550 トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ロータリースモークベンター ＲＳＶ型排煙兼採光装置 スカイベンツ ロータリースモークベンター ＲＳＶ型排煙兼採光装置 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509051555 トップライト（採光屋根） 大型建築物用 シングルスモークベンター ＳＳＶ型排煙兼採光装置 スカイベンツ シングルスモークベンター ＳＳＶ型排煙兼採光装置 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509050422
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 タキロンポリカドーム ＡＨ６ＮＴ　６００角　排煙乙防型 タキロンシーア
イ

タキロンポリカドームＡＨ６ＮＴ ６００角　排煙乙防型 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509050424
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 タキロンポリカドーム ＡＨ９ＮＴ　９００角　排煙乙防型 タキロンシーア
イ

タキロンポリカドームＡＨ９ＮＴ ９００角　排煙乙防型 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509050426
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 タキロンポリカドーム ＡＨ３ＮＴ　１３００角　排煙乙防型 タキロンシー
アイ

タキロンポリカドームＡＨ３ＮＴ １３００角　排煙乙防型 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材
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トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509050600
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ナックドームポリカ ＤＨＫ０６０　片開き排煙型 ナック・ケイ・エス（日
本真空化学）

ナックドームポリカ ＤＨＫ０６０　片開き排煙型 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509050610
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ナックドームポリカ ＤＨＫ０９０　片開き排煙型 ナック・ケイ・エス（日
本真空化学）

ナックドームポリカ ＤＨＫ０９０　片開き排煙型 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509050620
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ナックドームポリカ ＤＨＫ１３０　片開き排煙型 ナック・ケイ・エス（日
本真空化学）

ナックドームポリカ ＤＨＫ１３０　片開き排煙型 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509051087 トップライト（採光屋根） 大型建築物用 アクリドームＫ 固定式　Ｋ－９０Ｆ 三菱ケミカルインフラテック アクリドームＫ 固定式　Ｋ－９０Ｆ 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509051089 トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ガラス四角錐ＰＧ 固定式　ＰＧ－１３０Ｆ 三菱ケミカルインフラテック ガラス四角錐ＰＧ 固定式　ＰＧ－１３０Ｆ 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509051091
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ライトスモークハッチパラレル 手動開閉式　ＦＰ－９０ 三菱ケミカルイン
フラテック

ライトスモークハッチパラレル 手動開閉式　ＦＰ－９０ 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509051093
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ライトスモークハッチパラレル 手動開閉式　ＦＰＧ－１３０ 三菱ケミカル
インフラテック

ライトスモークハッチパラレル 手動開閉式　ＦＰＧ－１３０ 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509051095
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ライトスモークハッチパラレル 手動開閉式　ＦＰ－ＳＵＳ－９０ 三菱ケミ
カルインフラテック

ライトスモークハッチパラレル 手動開閉式　ＦＰ－ＳＵＳ－９０ 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509051097
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ライトスモークハッチパラレルアストラム 手動開閉式　ＡＳ－１３０ 三菱
ケミカルインフラテック

ライトスモークハッチパラレル アストラム　ＡＳ－１３０ 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054512
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－９００Ｒ 幅１，１００×長１，２００
ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－９００Ｒ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054514
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－１６００Ｒ 幅１，１００×長２，０６
０ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－１６００Ｒ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054516
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－１３００Ｍ 幅１，５００×長１，５０
０ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－１３００Ｍ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054532
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　採光形 ＳＨ－９００Ｇ 幅１，１００×長１，２００ｍｍ
鎌倉製作所

スモークハッチ　採光形 ＳＨ－９００Ｇ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054534
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　採光形 ＳＨ－１６００Ｇ 幅１，１００×長２，０６０ｍ
ｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　採光形 ＳＨ－１６００Ｇ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054536
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　採光形 ＳＨ－１３００Ｇ１ 幅１，５００×長１，５００
ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　採光形 ＳＨ－１３００Ｇ１ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054552
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－９００ＧＰ 幅１，１００×長１，２００
ｍｍ 鎌倉製作所

ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－９００ＧＰ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054554
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－１６００ＧＰ 幅１，１００×長２，０６
０ｍｍ 鎌倉製作所

ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－１６００ＧＰ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054556
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－１３００ＧＰ 幅１，５００×長１，５０
０ｍｍ 鎌倉製作所

ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－１３００ＧＰ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材
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トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054572
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－９００Ｒ 幅１，０４０×長１，１４０ｍ
ｍ 鎌倉製作所

ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－９００Ｒ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054574
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１６００Ｒ 幅１，０４０×長２，０００
ｍｍ 鎌倉製作所

ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１６００Ｒ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054576
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１３００Ｍ 幅１，５００×長１，５００
ｍｍ 鎌倉製作所

ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１３００Ｍ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053002
トップライト（採光屋根） 住宅用 ルーフウインドウ ＧＧＬ３０５７ 手動型　幅５５０ｍｍ×長７７８ｍｍ 日本ベ
ルックス

ルーフウインドウＧＧＬ３０５７ ５５０×７７８　手動型 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053004
トップライト（採光屋根） 住宅用 ルーフウインドウ ＧＧＬ３０５７ 手動型　幅７８０ｍｍ×長９７８ｍｍ 日本ベ
ルックス

ルーフウインドウＧＧＬ３０５７ ７８０×９７８　手動型 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053014
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイビュー ＶＳＥ３００４ 電動型　幅５４６ｍｍ×長６９５ｍｍ 日本ベルック
ス

スカイビュー　ＶＳＥ３００４ ５４６×６９５　電動型 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053016
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイビュー ＶＳＥ３００４ 電動型　幅７７６ｍｍ×長５４７ｍｍ 日本ベルック
ス

スカイビュー　ＶＳＥ３００４ ７７６×５４７　電動型 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053018
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイビュー ＶＳＥ３００４ 電動型　幅７７６ｍｍ×長７７５ｍｍ 日本ベルック
ス

スカイビュー　ＶＳＥ３００４ ７７６×７７５　電動型 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053022
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイビュー ＶＳＥ３００４ 電動型　幅７７６ｍｍ×長９７５ｍｍ 日本ベルック
ス

スカイビュー　ＶＳＥ３００４ ７７６×９７５　電動型 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053024
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイビュー ＶＳＥ３００４ 電動型　幅７７６ｍｍ×長１，３９５ｍｍ 日本ベ
ルックス

スカイビュー　ＶＳＥ３００４ ７７６×１３９５　電動型 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053026
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイビュー ＶＳＥ３００４ 電動型　幅１，１３６ｍｍ×長１，１７５ｍｍ 日本
ベルックス

スカイビュー　ＶＳＥ３００４ １１３６×１１７５　電動型 台 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053524
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイシアター　ＴＴ手動型 幅５４２ｍｍ×長５０２ｍｍ　網入型板ガラス ＬＩ
ＸＩＬ

スカイシアター　ＴＴ手動型 ５４２×５０２ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053526
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイシアター　ＴＴ手動型 幅５４２ｍｍ×長８０２ｍｍ　網入型板ガラス ＬＩ
ＸＩＬ

スカイシアター　ＴＴ手動型 ５４２×８０２ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053528
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイシアター　ＴＴ手動型 幅６９２ｍｍ×長５０２ｍｍ　網入型板ガラス ＬＩ
ＸＩＬ

スカイシアター　ＴＴ手動型 ６９２×５０２ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053518
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイシアター　ＴＴ手動型 幅６９２ｍｍ×長８０２ｍｍ　網入型板ガラス ＬＩ
ＸＩＬ

スカイシアター　ＴＴ手動型 ６９２×８０２ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053530
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイシアター　ＴＴ電動型 幅５４２ｍｍ×長５０２ｍｍ　網入型板ガラス ＬＩ
ＸＩＬ

スカイシアター　ＴＴ電動型 ５４２×５０２ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053532
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイシアター　ＴＴ電動型 幅５４２ｍｍ×長８０２ｍｍ　網入型板ガラス ＬＩ
ＸＩＬ

スカイシアター　ＴＴ電動型 ５４２×８０２ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053534
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイシアター　ＴＴ電動型 幅６９２ｍｍ×長５０２ｍｍ　網入型板ガラス ＬＩ
ＸＩＬ

スカイシアター　ＴＴ電動型 ６９２×５０２ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材
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トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053516
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイシアター　ＴＴ電動型 幅６９２ｍｍ×長８０２ｍｍ　網入型板ガラス ＬＩ
ＸＩＬ

スカイシアター　ＴＴ電動型 ６９２×８０２ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053536
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイシアター　ＴＦ型 幅５４２ｍｍ×長５０２ｍｍ　網入型板ガラス ＬＩＸＩ
Ｌ

スカイシアター　ＴＦ型 ５４２×５０２ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053538
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイシアター　ＴＦ型 幅５４２ｍｍ×長８０２ｍｍ　網入型板ガラス ＬＩＸＩ
Ｌ

スカイシアター　ＴＦ型 ５４２×８０２ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053540
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイシアター　ＴＦ型 幅６９２ｍｍ×長５０２ｍｍ　網入型板ガラス ＬＩＸＩ
Ｌ

スカイシアター　ＴＦ型 ６９２×５０２ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509053520
トップライト（採光屋根） 住宅用 スカイシアター　ＴＦ型 幅６９２ｍｍ×長８０２ｍｍ　網入型板ガラス ＬＩＸＩ
Ｌ

スカイシアター　ＴＦ型 ６９２×８０２ 組 467 ○ ○ 2509 特殊屋根材

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010670 笠木（アルミ系） サンコーピング ３ＡＫ－２００Ｎ　ｔ＝１．６ｍｍ シルバー 三協アルミ 笠木　サンコーピング ３ＡＫ－２００Ｎ　Ｔ１．６ｍｍ ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010672 笠木（アルミ系） サンコーピング ３ＡＫ－２２５Ｎ　ｔ＝１．６ｍｍ シルバー 三協アルミ 笠木　サンコーピング ３ＡＫ－２２５Ｎ　Ｔ１．６ｍｍ ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010674 笠木（アルミ系） サンコーピング ３ＡＫ－２５０Ｎ　ｔ＝１．６ｍｍ シルバー 三協アルミ 笠木　サンコーピング ３ＡＫ－２５０Ｎ　Ｔ１．６ｍｍ ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010676 笠木（アルミ系） サンコーピング ３ＡＫ－３５０Ｎ　ｔ＝２．０ｍｍ シルバー 三協アルミ 笠木　サンコーピング ３ＡＫ－３５０Ｎ　Ｔ２ｍｍ ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010680 笠木（アルミ系） サンカサ ＳＫＮ１４０ シルバー サンレール 笠木　サンカサ ＳＫＮ１４０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010650 笠木（アルミ系） サンカサ ＳＫＮ１５０ シルバー サンレール 笠木　サンカサ ＳＫＮ１５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010682 笠木（アルミ系） サンカサ ＳＫＮ１６０ シルバー サンレール 笠木　サンカサ ＳＫＮ１６０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010684 笠木（アルミ系） サンカサ ＳＫＮ１７０ シルバー サンレール 笠木　サンカサ ＳＫＮ１７０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010686 笠木（アルミ系） サンカサ ＳＫＮ１８０ シルバー サンレール 笠木　サンカサ ＳＫＮ１８０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010660 笠木（アルミ系） サンカサ ＳＫＮ２００ シルバー サンレール 笠木　サンカサ ＳＫＮ２００　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010688 笠木（アルミ系） サンカサ ＳＫＮ２２５ シルバー サンレール 笠木　サンカサ ＳＫＮ２２５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010690 笠木（アルミ系） サンカサ ＳＫＮ２５０ シルバー サンレール 笠木　サンカサ ＳＫＮ２５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010692 笠木（アルミ系） サンカサ ＳＫＮ２７５ シルバー サンレール 笠木　サンカサ ＳＫＮ２７５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木
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笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010694 笠木（アルミ系） サンカサ ＳＫＮ３００ シルバー サンレール 笠木　サンカサ ＳＫＮ３００　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010696 笠木（アルミ系） サンカサ ＳＫＮ３２５ シルバー サンレール 笠木　サンカサ ＳＫＮ３２５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010698 笠木（アルミ系） サンカサ ＳＫＮ３５０ シルバー サンレール 笠木　サンカサ ＳＫＮ３５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511012098 笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ１３５ シルバー ダイケン 笠木　アルロード ＫＬＥ１３５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511012100 笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ１５０ シルバー ダイケン 笠木　アルロード ＫＬＥ１５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511012102 笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ１７５ シルバー ダイケン 笠木　アルロード ＫＬＥ１７５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511012104 笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ２００ シルバー ダイケン 笠木　アルロード ＫＬＥ２００　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511012106 笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ２２５ シルバー ダイケン 笠木　アルロード ＫＬＥ２２５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511012108 笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ２５０ シルバー ダイケン 笠木　アルロード ＫＬＥ２５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511012110 笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ２７５ シルバー ダイケン 笠木　アルロード ＫＬＥ２７５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511012112 笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ３００ シルバー ダイケン 笠木　アルロード ＫＬＥ３００　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511012114 笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ３２５ シルバー ダイケン 笠木　アルロード ＫＬＥ３２５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511012116 笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ３５０ シルバー ダイケン 笠木　アルロード ＫＬＥ３５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511012118 笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ３７５ シルバー ダイケン 笠木　アルロード ＫＬＥ３７５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511012120 笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ４００ シルバー ダイケン 笠木　アルロード ＫＬＥ４００　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511012122 笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ４５０ シルバー ダイケン 笠木　アルロード ＫＬＥ４５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511012124 笠木（アルミ系） アルロード ＫＬＥ５００ シルバー ダイケン 笠木　アルロード ＫＬＥ５００　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010304 笠木（アルミ系） アルウィトラ Ａ１５０ シルバー エービーシー商会 笠木　アルウィトラ Ａ１５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木
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笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010306 笠木（アルミ系） アルウィトラ Ａ１７５ シルバー エービーシー商会 笠木　アルウィトラ Ａ１７５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010308 笠木（アルミ系） アルウィトラ Ａ２００ シルバー エービーシー商会 笠木　アルウィトラ Ａ２００　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010310 笠木（アルミ系） アルウィトラ Ａ２２５ シルバー エービーシー商会 笠木　アルウィトラ Ａ２２５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010312 笠木（アルミ系） アルウィトラ Ａ２５０ シルバー エービーシー商会 笠木　アルウィトラ Ａ２５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010314 笠木（アルミ系） アルウィトラ Ａ２７５ シルバー エービーシー商会 笠木　アルウィトラ Ａ２７５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010316 笠木（アルミ系） アルウィトラ Ａ３００ シルバー エービーシー商会 笠木　アルウィトラ Ａ３００　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010318 笠木（アルミ系） アルウィトラ Ａ３２５ シルバー エービーシー商会 笠木　アルウィトラ Ａ３２５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010320 笠木（アルミ系） アルウィトラ Ａ３５０ シルバー エービーシー商会 笠木　アルウィトラ Ａ３５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010322 笠木（アルミ系） アルウィトラ Ａ４００ シルバー エービーシー商会 笠木　アルウィトラ Ａ４００　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011850 笠木（アルミ系） アークライン ＡＵＥ－１４０　幅９０ｍｍ～１１０ｍｍ シルバー 白水興産 笠木　アークライン ＡＵＥ１４０　Ｗ９０～１１０ ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011855 笠木（アルミ系） アークライン ＡＵＥ－１７５　幅１２５ｍｍ～１４５ｍｍ シルバー 白水興産 笠木　アークライン ＡＵＥ１７５　Ｗ１２５～１４５ ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011860 笠木（アルミ系） アークライン ＡＵＥ－２００　幅１５０ｍｍ～１７０ｍｍ シルバー 白水興産 笠木　アークライン ＡＵＥ２００　Ｗ１５０～１７０ ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011865 笠木（アルミ系） アークライン ＡＵＥ－２５０　幅２００ｍｍ～２２０ｍｍ シルバー 白水興産 笠木　アークライン ＡＵＥ２５０　Ｗ２００～２２０ ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011870 笠木（アルミ系） アークライン ＡＵＥ－３００　幅２５０ｍｍ～２７０ｍｍ シルバー 白水興産 笠木　アークライン ＡＵＥ３００　Ｗ２５０～２７０ ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011875 笠木（アルミ系） アークライン ＡＵＥ－３２５　幅２７５ｍｍ～２９５ｍｍ シルバー 白水興産 笠木　アークライン ＡＵＥ３２５　Ｗ２７５～２９５ ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011880 笠木（アルミ系） アークライン ＡＵＥ－４００　幅３５０ｍｍ～３７０ｍｍ シルバー 白水興産 笠木　アークライン ＡＵＥ４００　Ｗ３５０～３７０ ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511013040 笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－１７５Ｅ シルバー 三洋工業 笠木　トップライン ＳＬ－１７５Ｅ　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511013042 笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－２００Ｅ シルバー 三洋工業 笠木　トップライン ＳＬ－２００Ｅ　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木
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笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511013044 笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－２２５Ｅ シルバー 三洋工業 笠木　トップライン ＳＬ－２２５Ｅ　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511013046 笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－２５０Ｅ シルバー 三洋工業 笠木　トップライン ＳＬ－２５０Ｅ　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511013048 笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－２７５Ｅ シルバー 三洋工業 笠木　トップライン ＳＬ－２７５Ｅ　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511013050 笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－３００Ｕ シルバー 三洋工業 笠木　トップライン ＳＬ－３００Ｕ　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511013052 笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－３２５Ｅ シルバー 三洋工業 笠木　トップライン ＳＬ－３２５Ｅ　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511013054 笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－３５０Ｕ シルバー 三洋工業 笠木　トップライン ＳＬ－３５０Ｕ　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511013056 笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－１７５Ｋ シルバー 三洋工業 笠木　トップライン ＳＬ－１７５Ｋ　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511013058 笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－２００Ｋ シルバー 三洋工業 笠木　トップライン ＳＬ－２００Ｋ　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511013060 笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－２２５Ｋ シルバー 三洋工業 笠木　トップライン ＳＬ－２２５Ｋ　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511013062 笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－２５０Ｋ シルバー 三洋工業 笠木　トップライン ＳＬ－２５０Ｋ　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511013064 笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－２７５Ｋ シルバー 三洋工業 笠木　トップライン ＳＬ－２７５Ｋ　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511013066 笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－３００Ｋ シルバー 三洋工業 笠木　トップライン ＳＬ－３００Ｋ　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511013068 笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－３２５Ｋ シルバー 三洋工業 笠木　トップライン ＳＬ－３２５Ｋ　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511013070 笠木（アルミ系） トップライン ＳＬ－３５０Ｋ シルバー 三洋工業 笠木　トップライン ＳＬ－３５０Ｋ　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011442 笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ １３５ シルバー 田島ルーフィング 笠木　ライナーコーピングｓ １３５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011444 笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ １５０ シルバー 田島ルーフィング 笠木　ライナーコーピングｓ １５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011446 笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ １７５ シルバー 田島ルーフィング 笠木　ライナーコーピングｓ １７５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011448 笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ ２００ シルバー 田島ルーフィング 笠木　ライナーコーピングｓ ２００　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木
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笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011450 笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ ２２５ シルバー 田島ルーフィング 笠木　ライナーコーピングｓ ２２５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011452 笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ ２５０ シルバー 田島ルーフィング 笠木　ライナーコーピングｓ ２５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011454 笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ ２７５ シルバー 田島ルーフィング 笠木　ライナーコーピングｓ ２７５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011456 笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ ３００ シルバー 田島ルーフィング 笠木　ライナーコーピングｓ ３００　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011458 笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ ３２５ シルバー 田島ルーフィング 笠木　ライナーコーピングｓ ３２５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011460 笠木（アルミ系） ライナーコーピングｓ ３５０ シルバー 田島ルーフィング 笠木　ライナーコーピングｓ ３５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010931 笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－１３０ シルバー ツヅキ 笠木　アルトップエース Ａ－１３０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010935 笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－１５０ シルバー ツヅキ 笠木　アルトップエース Ａ－１５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010939 笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－１７５ シルバー ツヅキ 笠木　アルトップエース Ａ－１７５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010943 笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－２００ シルバー ツヅキ 笠木　アルトップエース Ａ－２００　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010947 笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－２２５ シルバー ツヅキ 笠木　アルトップエース Ａ－２２５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010951 笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－２５０ シルバー ツヅキ 笠木　アルトップエース Ａ－２５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010955 笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－２７５ シルバー ツヅキ 笠木　アルトップエース Ａ－２７５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010959 笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－３００ シルバー ツヅキ 笠木　アルトップエース Ａ－３００　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010963 笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－３５０ シルバー ツヅキ 笠木　アルトップエース Ａ－３５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511010967 笠木（アルミ系） アルトップエース Ａ－４００ シルバー ツヅキ 笠木　アルトップエース Ａ－４００　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011050 笠木（アルミ系） パラカサ ＰＫ－１５０ シルバー 理研軽金属工業 笠木　パラカサ ＰＫ－１５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011060 笠木（アルミ系） パラカサ ＰＫ－１７５ シルバー 理研軽金属工業 笠木　パラカサ ＰＫ－１７５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木
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笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011070 笠木（アルミ系） パラカサ ＰＫ－２００ シルバー 理研軽金属工業 笠木　パラカサ ＰＫ－２００　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011080 笠木（アルミ系） パラカサ ＰＫ－２２５ シルバー 理研軽金属工業 笠木　パラカサ ＰＫ－２２５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011090 笠木（アルミ系） パラカサ ＰＫ－２５０ シルバー 理研軽金属工業 笠木　パラカサ ＰＫ－２５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011092 笠木（アルミ系） パラカサ ＰＫ－２７５ シルバー 理研軽金属工業 笠木　パラカサ ＰＫ－２７５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011094 笠木（アルミ系） パラカサ ＰＫ－３００ シルバー 理研軽金属工業 笠木　パラカサ ＰＫ－３００　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011096 笠木（アルミ系） パラカサ ＰＫ－３２５ シルバー 理研軽金属工業 笠木　パラカサ ＰＫ－３２５　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

笠木（アルミ系）―ブランド品― 2511011098 笠木（アルミ系） パラカサ ＰＫ－３５０ シルバー 理研軽金属工業 笠木　パラカサ ＰＫ－３５０　シルバー ｍ 468 ○ ○ 2511 笠木

合成樹脂板（波板） 2507030110 硬質塩化ビニル板 鉄板小波（３２波） 厚０．８ｍｍ×幅６５５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 塩化ビニル波板　鉄板小波 ０．８×６５５×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507030120 硬質塩化ビニル板 鉄板小波（３２波） 厚０．８ｍｍ×幅６５５ｍｍ×長２，１２０ｍｍ 塩化ビニル波板　鉄板小波 ０．８×６５５×２１２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507030130 硬質塩化ビニル板 鉄板小波（３２波） 厚０．８ｍｍ×幅６５５ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 塩化ビニル波板　鉄板小波 ０．８×６５５×２４２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507030180 硬質塩化ビニル板 鉄板小波（３２波） （ガラスネット入り） 厚０．９ｍｍ×幅６５５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 塩ビ波板　鉄板小波Ｇネット入 ０．９×６５５×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507030190 硬質塩化ビニル板 鉄板小波（３２波） （ガラスネット入り） 厚０．９ｍｍ×幅６５５ｍｍ×長２，１２０ｍｍ 塩ビ波板　鉄板小波Ｇネット入 ０．９×６５５×２１２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507030220 硬質塩化ビニル板 スレート小波（６３波） 厚１．０ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 塩化ビニル波板　スレート小波 １×７２０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507030250 硬質塩化ビニル板 スレート小波（６３波） 厚１．０ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長２，１２０ｍｍ 塩化ビニル波板　スレート小波 １×７２０×２１２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507030160 硬質塩化ビニル板 鉄板大波（７６波） 厚１．０ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 塩化ビニル波板　鉄板大波 １×７２０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507030310 硬質塩化ビニル板 畜舎用波板（３２波） 厚０．８ｍｍ×幅６５５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 塩化ビニル波板　畜舎用波板 ０．８×６５５×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507020110 ポリカーボネート樹脂板 鉄板小波（３２波） 厚０．７ｍｍ×幅６５５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ポリカーボネート板　鉄板小波 ０．７×６５５×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507020120 ポリカーボネート樹脂板 鉄板小波（３２波） 厚０．７ｍｍ×幅６５５ｍｍ×長２，７３０ｍｍ ポリカーボネート板　鉄板小波 ０．７×６５５×２７３０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板
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合成樹脂板（波板） 2507020210 ポリカーボネート樹脂板 スレート小波（６３波） 厚１．０ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ポリカーボネート板スレート小波 １×７２０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507020220 ポリカーボネート樹脂板 スレート小波（６３波） 厚１．０ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長２，７３０ｍｍ ポリカーボネート板スレート小波 １×７２０×２７３０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507020230 ポリカーボネート樹脂板 スレート大波（１３０波） 厚１．５ｍｍ×幅９８０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ポリカーボネート板スレート大波 １．５×９８０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507020240 ポリカーボネート樹脂板 スレート大波（１３０波） 厚１．５ｍｍ×幅９８０ｍｍ×長２，７３０ｍｍ ポリカーボネート板スレート大波 １．５×９８０×２７３０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010182
ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 鉄板小波（３２波） Ｇタイプ 厚０．８ｍｍ×幅６６０ｍｍ×長１，８２
０ｍｍ

ＦＲＰ　鉄板小波　Ｇタイプ ０．８×６６０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010184
ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 鉄板小波（３２波） Ｇタイプ 厚１．０ｍｍ×幅６６０ｍｍ×長１，８２
０ｍｍ

ＦＲＰ　鉄板小波　Ｇタイプ １．０×６６０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010186
ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 鉄板小波（３２波） Ｇタイプ 厚１．２ｍｍ×幅６６０ｍｍ×長１，８２
０ｍｍ

ＦＲＰ　鉄板小波　Ｇタイプ １．２×６６０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010188
ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 鉄板小波（３２波） Ｇタイプ 厚１．５ｍｍ×幅６６０ｍｍ×長１，８２
０ｍｍ

ＦＲＰ　鉄板小波　Ｇタイプ １．５×６６０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010190
ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 鉄板大波（７６波） Ｇタイプ 厚１．０ｍｍ×幅７９０ｍｍ×長１，８２
０ｍｍ

ＦＲＰ　鉄板大波　Ｇタイプ １．０×７９０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010192
ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 鉄板大波（７６波） Ｇタイプ 厚１．２ｍｍ×幅７９０ｍｍ×長１，８２
０ｍｍ

ＦＲＰ　鉄板大波　Ｇタイプ １．２×７９０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010194
ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 鉄板大波（７６波） Ｇタイプ 厚１．５ｍｍ×幅７９０ｍｍ×長１，８２
０ｍｍ

ＦＲＰ　鉄板大波　Ｇタイプ １．５×７９０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010196
ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 鉄板大波（７６波） Ｇタイプ 厚２．０ｍｍ×幅７９０ｍｍ×長１，８２
０ｍｍ

ＦＲＰ　鉄板大波　Ｇタイプ ２．０×７９０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010210
ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） スレート小波（６３波） Ｇタイプ 厚０．８ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長１，
８２０ｍｍ

ＦＲＰ　スレート小波　Ｇタイプ ０．８×７２０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010220
ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） スレート小波（６３波） Ｇタイプ 厚１．０ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長１，
８２０ｍｍ

ＦＲＰ　スレート小波　Ｇタイプ １×７２０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010230
ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） スレート小波（６３波） Ｇタイプ 厚１．２ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長１，
８２０ｍｍ

ＦＲＰ　スレート小波　Ｇタイプ １．２×７２０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010240
ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） スレート小波（６３波） Ｇタイプ 厚１．５ｍｍ×幅７２０ｍｍ×長１，
８２０ｍｍ

ＦＲＰ　スレート小波　Ｇタイプ １．５×７２０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010250
ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） スレート大波（１３０波） Ｇタイプ 厚１．０ｍｍ×幅９６０ｍｍ×長
１，８２０ｍｍ

ＦＲＰ　スレート大波　Ｇタイプ １×９６０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010260
ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） スレート大波（１３０波） Ｇタイプ 厚１．２ｍｍ×幅９６０ｍｍ×長
１，８２０ｍｍ

ＦＲＰ　スレート大波　Ｇタイプ １．２×９６０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板
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合成樹脂板（波板） 2507010270
ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） スレート大波（１３０波） Ｇタイプ 厚１．５ｍｍ×幅９６０ｍｍ×長
１，８２０ｍｍ

ＦＲＰ　スレート大波　Ｇタイプ １．５×９６０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010280
ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） スレート大波（１３０波） Ｇタイプ 厚２．０ｍｍ×幅９６０ｍｍ×長
１，８２０ｍｍ

ＦＲＰ　スレート大波　Ｇタイプ ２×９６０×１８２０ｍｍ 枚 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010310 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 折板用 Ｇタイプ 厚１．５ｍｍ×幅６００ｍｍ ＦＲＰ　折板用　Ｇタイプ １．５×６００ｍｍ ｍ 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

合成樹脂板（波板） 2507010320 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ板） 折板用 Ｇタイプ 厚２．０ｍｍ×幅６００ｍｍ ＦＲＰ　折板用　Ｇタイプ ２×６００ｍｍ ｍ 469 ○ ○ 2507 合成樹脂波板

雨どい 2601010206 塩ビ製丸どい 軒どい 半丸　１０５ｍｍ×長３，６００ｍｍ 軒どい　半丸 径１０５×Ｌ３６００ｍｍ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010210 塩ビ製丸どい 軒どい 半丸　１２０ｍｍ×長３，６００ｍｍ 軒どい　半丸 径１２０×Ｌ３６００ｍｍ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010212 塩ビ製丸どい 軒どい 半丸　１５０ｍｍ×長３，６００ｍｍ 軒どい　半丸 径１５０×Ｌ３６００ｍｍ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010404 塩ビ製丸どい たてどい 丸　４５ｍｍ×長２，７００ｍｍ たてどい　丸 径４５×２７００ｍｍ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010408 塩ビ製丸どい たてどい 丸　６０ｍｍ×長２，７００ｍｍ たてどい　丸 径６０×２７００ｍｍ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010410 塩ビ製丸どい たてどい 丸　７５ｍｍ×長２，７００ｍｍ たてどい　丸 径７５×２７００ｍｍ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010412 塩ビ製丸どい たてどい 丸　９０ｍｍ×長３，６００ｍｍ たてどい　丸 径９０×３６００ｍｍ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010604 塩ビ製丸どい じょうご 半丸　１０５ｍｍ じょうご　半丸 径１０５ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010606 塩ビ製丸どい じょうご 半丸　１２０ｍｍ じょうご　半丸 径１２０ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010608 塩ビ製丸どい じょうご 半丸　１５０ｍｍ じょうご　半丸 径１５０ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010804 塩ビ製丸どい エルボ 丸　６０ｍｍ エルボ　丸 径６０ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010806 塩ビ製丸どい エルボ 丸　７５ｍｍ エルボ　丸 径７５ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010808 塩ビ製丸どい エルボ 丸　９０ｍｍ エルボ　丸 径９０ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601011004 塩ビ製丸どい 止まり 半丸　１０５ｍｍ 止まり　半丸 径１０５ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい
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雨どい 2601011034 塩ビ製丸どい 止まり 半丸　１２０ｍｍ 止まり　半丸 径１２０ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601011036 塩ビ製丸どい 止まり 半丸　１５０ｍｍ 止まり　半丸 径１５０ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601011204 塩ビ製丸どい 曲がり 半丸　１０５ｍｍ 曲がり　半丸 径１０５ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601011218 塩ビ製丸どい 曲がり 半丸　１２０ｍｍ 曲がり　半丸 径１２０ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601011220 塩ビ製丸どい 曲がり 半丸　１５０ｍｍ 曲がり　半丸 径１５０ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601011404 塩ビ製丸どい 継手 半丸　１０５ｍｍ 継手　半丸 径１０５ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601011406 塩ビ製丸どい 継手 半丸　１２０ｍｍ 継手　半丸 径１２０ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601011408 塩ビ製丸どい 継手 半丸　１５０ｍｍ 継手　半丸 径１５０ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601011432 塩ビ製丸どい たて継手 丸　６０ｍｍ たて継手　丸 径６０ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601011434 塩ビ製丸どい たて継手 丸　７５ｍｍ たて継手　丸 径７５ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601011436 塩ビ製丸どい たて継手 丸　９０ｍｍ たて継手　丸 径９０ｍｍ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010420 硬質塩化ビニル管・ＶＰ（カラー） たてどい（ＶＰ・カラー） 丸　５０ｍｍ×長４，０００ｍｍ たてどい（ＶＰ・カラー）　丸 径５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010422 硬質塩化ビニル管・ＶＰ（カラー） たてどい（ＶＰ・カラー） 丸　６５ｍｍ×長４，０００ｍｍ たてどい（ＶＰ・カラー）　丸 径６５×Ｌ４０００ｍｍ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010424 硬質塩化ビニル管・ＶＰ（カラー） たてどい（ＶＰ・カラー） 丸　７５ｍｍ×長４，０００ｍｍ たてどい（ＶＰ・カラー）　丸 径７５×Ｌ４０００ｍｍ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010426 硬質塩化ビニル管・ＶＰ（カラー） たてどい（ＶＰ・カラー） 丸　１００ｍｍ×長４，０００ｍｍ たてどい（ＶＰ・カラー）　丸 径１００×Ｌ４０００ｍｍ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010428 硬質塩化ビニル管・ＶＰ（カラー） たてどい（ＶＰ・カラー） 丸　１２５ｍｍ×長４，０００ｍｍ たてどい（ＶＰ・カラー）　丸 径１２５×Ｌ４０００ｍｍ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい 2601010430 硬質塩化ビニル管・ＶＰ（カラー） たてどい（ＶＰ・カラー） 丸　１５０ｍｍ×長４，０００ｍｍ たてどい（ＶＰ・カラー）　丸 径１５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601010272 塩ビ製角どい 軒どい（住宅用） アーバントップ　Σ－９０ 長３，６００ｍｍ 積水化学工業 アーバントップ　Σ－９０ Ｌ３６００　積水化学 本 470 ○ ○ 2601 雨どい
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雨どい―ブランド品― 2601010266 塩ビ製角どい 軒どい（住宅用） ダンラインエクセル　５５ 長３，６００ｍｍ デンカアステック ダンラインエクセル　５５ Ｌ３６００　デンカアステック 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601010268 塩ビ製角どい 軒どい（住宅用） ダンラインエクセル　７５ 長３，６００ｍｍ デンカアステック ダンラインエクセル　７５ Ｌ３６００　デンカアステック 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601010306 塩ビ製角どい 軒どい（大型建造物用） 超芯Ｖ型　Ｖ２００ 長４，０００ｍｍ 積水化学工業 超芯Ｖ型　Ｖ２００ Ｌ４０００　積水化学 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601010308 塩ビ製角どい 軒どい（大型建造物用） 超芯Ｖ型　Ｖ３００ 長４，０００ｍｍ 積水化学工業 超芯Ｖ型　Ｖ３００ Ｌ４０００　積水化学 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601010310 塩ビ製角どい 軒どい（大型建造物用） 超芯Ｖ型　Ｖ５００ 長４，０００ｍｍ 積水化学工業 超芯Ｖ型　Ｖ５００ Ｌ４０００　積水化学 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601010250 塩ビ製角どい 軒どい（大型建造物用） 大型角どいＭ型１２０ 長４，０００ｍｍ デンカアステック 大型角どい　Ｍ型１２０ Ｌ４０００　デンカアステック 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601010252 塩ビ製角どい 軒どい（大型建造物用） 大型角どいＭ型１５０ 長４，０００ｍｍ デンカアステック 大型角どい　Ｍ型１５０ Ｌ４０００　デンカアステック 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601010243 塩ビ製角どい 軒どい（大型建造物用） 大型角どい１３５ 長４，０００ｍｍ タキロンシーアイ 大型角どい　１３５ Ｌ４０００　タキロンシーアイ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601010245 塩ビ製角どい 軒どい（大型建造物用） 大型角どい１６５ 長４，０００ｍｍ タキロンシーアイ 大型角どい　１６５ Ｌ４０００　タキロンシーアイ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601011604 塩ビ製角どい じょうご ＤＬじょうご（住宅用） ＤＬ５５－６０ デンカアステック ＤＬじょうご（住宅用） ＤＬ５５－６０デンカアステック 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601010634 塩ビ製角どい じょうご じょうご（大型）Ｍ型１２０ デンカアステック じょうご（大型） Ｍ型１２０　デンカアステック 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601010636 塩ビ製角どい じょうご じょうご（大型）Ｍ型１５０ デンカアステック じょうご（大型） Ｍ型１５０　デンカアステック 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601010644 塩ビ製角どい じょうご じょうご（大型）Ｖ２００ 積水化学工業 じょうご（大型） Ｖ２００　積水化学工業 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601010646 塩ビ製角どい じょうご じょうご（大型）Ｖ３００ 積水化学工業 じょうご（大型） Ｖ３００　積水化学工業 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601011802 塩ビ製角どい ドレン ドレン（大型） 丸　９０×７５ デンカアステック ドレン（大型） 丸９０×７５　デンカアステック 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601011806 塩ビ製角どい ドレン ドレン（大型） 丸　ＶＵ１００×ＶＰ・ＳＵ１００ デンカアステック ドレン（大型） 丸ＶＵ１００×ＶＰ・ＳＵ１００ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601010414 ステンレス製雨どい たてどい たてどい　ＰＳ－１ φ８９．１×４，０００ｍｍ カネソウ ステンレスたてどい　ＰＳ－１ 径８９．１×Ｌ４０００ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601010416 ステンレス製雨どい たてどい たてどい　ＰＳ－１ φ１１４．３×４，０００ｍｍ カネソウ ステンレスたてどい　ＰＳ－１ 径１１４．３×Ｌ４０００ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい
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雨どい―ブランド品― 2601010418 ステンレス製雨どい たてどい たてどい　ＰＳ－２ φ１１４．３×４，０００ｍｍ カネソウ ステンレスたてどい　ＰＳ－２ 径１１４．３×Ｌ４０００ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601012202 ステンレス製雨どい たてどい たてどい　ＹＭＸ－Ｐ－１００ φ１００×４，０００ｍｍ ホクセイ ステンレスたてどい ＹＭＸ－Ｐ－１００　径１００ 本 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601012206 ステンレス製雨どい たてどい ９０°エルボ　ＹＭＸ－Ｌ１－１００ φ１００用 ホクセイ ステンレス９０度エルボ ＹＭＸ－Ｌ１－１００　径１００ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601012208 ステンレス製雨どい かざります かざります　ＸＳ－１ φ１１４．３用 カネソウ かざります ＸＳ－１　径１１４．３ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601012204 ステンレス製雨どい かざります かざります　ＹＭＸ－Ｋ１－１００ φ１００用 ホクセイ かざります ＹＭＸ－Ｋ１－１００　径１００ 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

雨どい―ブランド品― 2601012002 その他雨どい 雨どいヘルメット アルミ製フリーサイズ×２，０００ｍｍ 善衛門産業 雨どいヘルメット　アルミ製 フリー×２０００　善衛門産業 ｍ 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601020204 とい受金物 宇ノ首（並受） １０５ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　宇ノ首（並受） １０５ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601020206 とい受金物 宇ノ首（並受） １２０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　宇ノ首（並受） １２０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601020208 とい受金物 宇ノ首（並受） １５０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　宇ノ首（並受） １５０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601020404 とい受金物 化粧横打ち（鶴首） １０５ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　化粧横打ち（鶴首） １０５ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601020604 とい受金物 面打ち（正面打） １０５ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　面打ち（正面打ち） １０５ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601020606 とい受金物 面打ち（正面打） １２０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　面打ち（正面打ち） １２０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601020608 とい受金物 面打ち（正面打） １５０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　面打ち（正面打ち） １５０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601020804 とい受金物 打ち込み １０５ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　打ち込み １０５ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601020806 とい受金物 打ち込み １２０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　打ち込み １２０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601020808 とい受金物 打ち込み １５０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　打ち込み １５０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601021002 とい受金物 かわら下横打ち １０５ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　かわら下横打ち １０５ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601021004 とい受金物 かわら下横打ち １２０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　かわら下横打ち １２０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい
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とい受金物 2601021204 とい受金物 デンデン ６０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　デンデン ６０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601021206 とい受金物 デンデン ７５ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　デンデン ７５ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601021208 とい受金物 デンデン ９０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　デンデン ９０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601021404 とい受金物 段付上打ち １０５ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　段付上打ち １０５ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601021406 とい受金物 段付上打ち １２０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　段付上打ち １２０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601021408 とい受金物 段付上打ち １５０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　段付上打ち １５０ｍｍ　鉄（亜鉛メッキ） 個 470 ○ ○ 2601 雨どい

かすがい・箱金物 2421020205 かすがい・箱金物 かすがい 径６ｍｍ×長９０ｍｍ かすがい 径６×Ｌ９０ｍｍ 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

かすがい・箱金物 2421020210 かすがい・箱金物 かすがい 径６ｍｍ×長１２０ｍｍ かすがい 径６×Ｌ１２０ｍｍ 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

かすがい・箱金物 2421020405 かすがい・箱金物 かすがい 径９ｍｍ×長１２０ｍｍ かすがい 径９×Ｌ１２０ｍｍ 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

かすがい・箱金物 2421020410 かすがい・箱金物 かすがい 径９ｍｍ×長１５０ｍｍ かすがい 径９×Ｌ１５０ｍｍ 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

かすがい・箱金物 2421020415 かすがい・箱金物 かすがい 径９ｍｍ×長１８０ｍｍ かすがい 径９×Ｌ１８０ｍｍ 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

かすがい・箱金物 2421020605 かすがい・箱金物 かすがい 径１２ｍｍ×長１８０ｍｍ かすがい 径１２×Ｌ１８０ｍｍ 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

かすがい・箱金物 2421020610 かすがい・箱金物 かすがい 径１２ｍｍ×長２１０ｍｍ かすがい 径１２×Ｌ２１０ｍｍ 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

かすがい・箱金物 2421020615 かすがい・箱金物 かすがい 径１２ｍｍ×長２４０ｍｍ かすがい 径１２×Ｌ２４０ｍｍ 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

かすがい・箱金物 2421040010 かすがい・箱金物 手違いかすがい 径６ｍｍ×長９０ｍｍ 手違いかすがい 径６×Ｌ９０ｍｍ 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

かすがい・箱金物 2421040020 かすがい・箱金物 手違いかすがい 径６ｍｍ×長１２０ｍｍ 手違いかすがい 径６×Ｌ１２０ｍｍ 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

かすがい・箱金物 2421080010 かすがい・箱金物 逆目くぎ 径５ｍｍ×長５０ｍｍ 逆目くぎ 径５×Ｌ５０ｍｍ 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

かすがい・箱金物 2421080020 かすがい・箱金物 逆目くぎ 径５ｍｍ×長６５ｍｍ 逆目くぎ 径５×Ｌ６５ｍｍ 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物
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かすがい・箱金物 2421060010 かすがい・箱金物 箱金物 径１０５ｍｍ（あき）×長２４０ｍｍ 箱金物 １０５（あき）×Ｌ２４０ｍｍ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

かすがい・箱金物 2421060020 かすがい・箱金物 箱金物 径１２０ｍｍ（あき）×長３００ｍｍ 箱金物 １２０（あき）×Ｌ３００ｍｍ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421010805 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 短ざく金物 Ｓ ４０ｍｍ×３００ｍｍ 短ざく金物（Ｚマーク）Ｓ ４０×３００ｍｍ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421010810 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 短ざく金物 Ｓ ４０ｍｍ×３６０ｍｍ 短ざく金物（Ｚマーク）Ｓ ４０×３６０ｍｍ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011205 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） ひら金物 ＳＭ ２５ｍｍ×１２０ｍｍ ひら金物（Ｚマーク）ＳＭ ２５×１２０ｍｍ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011210 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） ひら金物 ＳＭ ２５ｍｍ×４００ｍｍ ひら金物（Ｚマーク）ＳＭ ２５×４００ｍｍ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421010505 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） かね折り金物 ＳＡ ４０ｍｍ×２１０ｍｍ×２１０ｍｍ かね折り金物（Ｚマーク）ＳＡ ４０×２１０×２１０ｍｍ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421010510 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） かね折り金物 ＳＡ ４０ｍｍ×２４０ｍｍ×２４０ｍｍ かね折り金物（Ｚマーク）ＳＡ ４０×２４０×２４０ｍｍ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011105 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） ひねり金物 ＳＴ ２０ｍｍ×１２０ｍｍ ひねり金物（Ｚマーク）ＳＴ ２０×１２０ｍｍ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011005 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 羽子板金物 ＳＢ・Ｆ Ｍ１２ｍｍ×２８０ｍｍ　ナット付き 羽子板金物（Ｚマーク）ＳＢ・Ｆ Ｍ１２×２８０ｍｍ　ナツト付 組 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011010 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 羽子板金物 ＳＢ・Ｅ Ｍ１２ｍｍ×２８０ｍｍ　ナット付き 羽子板金物（Ｚマーク）ＳＢ・Ｅ Ｍ１２×２８０ｍｍ　ナツト付 組 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421010405 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） かど金物 ＣＰ・Ｌ ２５ｍｍ×１５０ｍｍ×２００ｍｍ かど金物（Ｚマーク）ＣＰ・Ｌ ２５×１５０×２００ｍｍ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421010410 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） かど金物 ＣＰ・Ｔ ２５ｍｍ×１５０ｍｍ×２００ｍｍ かど金物（Ｚマーマ）ＣＰ・Ｔ ２５×１５０×２００ｍｍ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011405 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 太めくぎ ＺＮ４０ 太めくぎ（Ｚマーク） ＺＮ４０ ｋｇ 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011410 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 太めくぎ ＺＮ６５ 太めくぎ（Ｚマーク） ＺＮ６５ ｋｇ 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011415 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 太めくぎ ＺＮ９０ 太めくぎ（Ｚマーク） ＺＮ９０ ｋｇ 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421010705 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） スクリュークギ ＺＳ５０ Ｓ５０ｍｍ スクリュークギ（Ｚマーク） ＺＳ５０　Ｓ５０ｍｍ ｋｇ 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421010205 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 角座金 Ｗ４．５ｍｍ×４０ｍｍ　Ｍ１２用 角座金（Ｚマーク） Ｗ４．５×４０ｍｍ　Ｍ１２用 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物
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軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421010105 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） アンカーボルト Ａ Ｍ１２ｍｍ×４００ｍｍ×５０ｍｍ　ナット付き アンカーボルト（Ｚマーク）Ａ Ｍ１２×４００×５０　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421010305 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） かすがい Ｃ１２０ Ｍ６ｍｍ×４５ｍｍ×１２０ｍｍ かすがい（Ｚマーク）Ｃ１２０ ６×４５×１２０ｍｍ 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421010905 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 手違いかすがい ＣＣ１２０ Ｍ６ｍｍ×４５ｍｍ×１２０ｍｍ 手違いかすがい（Ｚマーク） ＣＣ１２０　６×４５×１２０ 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011605 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 山形プレート ＶＰ 山形プレート（Ｚマーク） ＶＰ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011705 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 筋かいプレート ＢＰ 筋かいプレート（Ｚマーク） ＢＰ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011305 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 火打ち金物 ＨＢ ９９０ｍｍ 火打ち金物（Ｚマーク）ＨＢ ９９０ｍｍ 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421010605 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） くら金物 ＳＳ １８ｍｍ×５０ｍｍ×１７５ｍｍ くら金物（Ｚマーク）ＳＳ １８×５０×１７５ｍｍ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421012005 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 引き寄せ金物 Ｓ－ＨＤ１０ 引き寄せ金物（Ｚマーク） Ｓ－ＨＤ１０ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421012010 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 引き寄せ金物 Ｓ－ＨＤ１５ 引き寄せ金物（Ｚマーク） Ｓ－ＨＤ１５ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421012015 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 引き寄せ金物 Ｓ－ＨＤ２０ 引き寄せ金物（Ｚマーク） Ｓ－ＨＤ２０ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011505 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長１２５ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　１２５ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011510 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長１４０ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　１４０ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011515 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長１５０ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　１５０ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011555 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長１６５ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　１６５ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011520 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長１８０ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　１８０ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011560 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長１９５ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　１９５ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011525 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長２１０ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　２１０ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011565 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長２２５ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　２２５ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物
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軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011530 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長２４０ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　２４０ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011570 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長２５５ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　２５５ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011535 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長２７０ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　２７０ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011575 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長２８５ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　２８５ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011540 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長３００ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　３００ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011580 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長３１５ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　３１５ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011545 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長３３０ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　３３０ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011585 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長３４５ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　３４５ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011550 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長３６０ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　３６０ｍｍ　ナット付 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011502 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長３７５ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　３７５ｍｍ　ナット付き 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011504 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長３９０ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　３９０ｍｍ　ナット付き 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011506 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長４０５ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　４０５ｍｍ　ナット付き 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011508 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長４２０ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　４２０ｍｍ　ナット付き 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011512 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長４３５ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　４３５ｍｍ　ナット付き 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 2421011514 軸組工法用金物（Ｚマーク表示金物） 六角ボルト Ｍ１２ 長４５０ｍｍ　ナット付き 六角ボルト（Ｚマーク） Ｍ１２　４５０ｍｍ　ナット付き 本 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070001 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 柱脚金物 ＰＢ－３３ Ｈ＝２５０ｍｍ 柱脚金物（Ｃマーク） ＰＢ－３３　Ｈ２５０ｍｍ セット 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070002 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 柱脚金物 ＰＢ－４２ Ｈ＝４２０ｍｍ 柱脚金物（Ｃマーク） ＰＢ－４２　Ｈ４２０ｍｍ セット 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070003 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 柱頭金物 ＰＣ ９０ｍｍ×１５０ｍｍ×１６５ｍｍ 柱頭金物（Ｃマーク） ＰＣ　９０×１５０×１６５ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物
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枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070004 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 帯金物 Ｓ－４５ Ｌ＝４５０ｍｍ 帯金物（Ｃマーク） Ｓ－４５　Ｌ４５０ｍｍ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070005 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 帯金物 Ｓ－６５ Ｌ＝６５０ｍｍ 帯金物（Ｃマーク） Ｓ－６５　Ｌ６５０ｍｍ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070006 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 帯金物 Ｓ－９０ Ｌ＝９００ｍｍ 帯金物（Ｃマーク） Ｓ－９０　Ｌ９００ｍｍ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070007 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 帯金物 ＳＷ－６７ Ｌ＝６７０ｍｍ 帯金物（Ｃマーク） ＳＷ－６７　Ｌ６７０ｍｍ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070008 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） ストラップアンカー ＳＡ－６５ Ｌ＝６５０ｍｍ ストラップアンカー（Ｃマーク） ＳＡ－６５　Ｌ６５０ｍｍ セット 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070009 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） あおり止め金物 ＴＳ ６０ｍｍ×１６５ｍｍ あおり止め金物（Ｃマーク） ＴＳ　６０×１６５ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070010 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） あおり止め金物 ＴＷ－２３ ４０ｍｍ×２３０ｍｍ あおり止め金物（Ｃマーク） ＴＷ－２３　４０×２３０ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070011 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） あおり止め金物 ＴＷ－３０ ５０ｍｍ×３００ｍｍ あおり止め金物（Ｃマーク） ＴＷ－３０　５０×３００ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070012 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 根太受け金物 ＪＨ－Ｓ２０４・２０６ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×８５ｍｍ 根太受け金物（Ｃマーク） ＪＨ－Ｓ２０４・２０６ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070013 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 根太受け金物 ＪＨ２０４・２０６ ４０ｍｍ×３５ｍｍ×８５ｍｍ 根太受け金物（Ｃマーク） ＪＨ２０４・２０６ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070014 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 根太受け金物 ＪＨ２－２０４・２－２０６ ８０ｍｍ×３５ｍｍ×８５ｍｍ 根太受け金物（Ｃマーク） ＪＨ２－２０４・２－２０６ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070015 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 根太受け金物 ＪＨ２０８・２１０ ９０ｍｍ×４０ｍｍ×１８０ｍｍ 根太受け金物（Ｃマーク） ＪＨ２０８・２１０ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070016 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 根太受け金物 ＪＨ２１２ ９０ｍｍ×４０ｍｍ×２８０ｍｍ 根太受け金物（Ｃマーク） ＪＨ２１２ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070017 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） はり受け金物 ＢＨ２－２０８ ５０ｍｍ×８０ｍｍ×１８０ｍｍ はり受け金物（Ｃマーク） ＢＨ２－２０８ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070018 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） はり受け金物 ＢＨ２－２１０ ５０ｍｍ×８０ｍｍ×２３０ｍｍ はり受け金物（Ｃマーク） ＢＨ２－２１０ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070019 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） はり受け金物 ＢＨ２－２１２ ５０ｍｍ×８０ｍｍ×２８０ｍｍ はり受け金物（Ｃマーク） ＢＨ２－２１２ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070020 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） はり受け金物 ＢＨ３－２０８ ５０ｍｍ×１２０ｍｍ×１８４ｍｍ はり受け金物（Ｃマーク） ＢＨ３－２０８ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070021 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） はり受け金物 ＢＨ３－２１０ ５０ｍｍ×１２０ｍｍ×２３０ｍｍ はり受け金物（Ｃマーク） ＢＨ３－２１０ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物
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枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070022 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） はり受け金物 ＢＨ３－２１２ ５０ｍｍ×１２０ｍｍ×２８６ｍｍ はり受け金物（Ｃマーク） ＢＨ３－２１２ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070028 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） シージングクリップ ＳＣ－９ シージングクリップ（Ｃマーク） ＳＣ－９ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070024 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） コモンネール（専用釘） ＣＮ９０ ４．１ｍｍ×８８ｍｍ コモンネール（Ｃマーク） ＣＮ９０　４．１×８８ ｋｇ 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070025 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） コモンネール（専用釘） ＣＮ７５ ３．７ｍｍ×７６ｍｍ コモンネール（Ｃマーク） ＣＮ７５　３．７×７６ ｋｇ 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070026 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） コモンネール（専用釘） ＣＮ６５ ３．３ｍｍ×６３ｍｍ コモンネール（Ｃマーク） ＣＮ６５　３．３×６３ ｋｇ 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070027 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） コモンネール（専用釘） ＣＮ５０ ２．８ｍｍ×５０ｍｍ コモンネール（Ｃマーク） ＣＮ５０　２．８×５０ ｋｇ 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） 2421070023 枠組壁工法用金物（Ｃマーク表示金物） パイプガード ＰＧ ４０ｍｍ×１６０ｍｍ パイプガード（Ｃマーク） ＰＧ　４０×１６０ 個 471 ○ ○ 2421 木構造用金物

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609011005 階段用ノンスリップ ＳＳノンスリップ ＳＳ３５ＣＸ 伸縮防止タイヤ シンドウ工業 ＳＳノンスリップ ＳＳ３５ＣＸ　伸縮防止タイヤ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609011010 階段用ノンスリップ ＳＳノンスリップ ＳＳ４０ＮＣＸ 伸縮防止タイヤ シンドウ工業 ＳＳノンスリップ ＳＳ４０ＮＣＸ　伸縮防止タイヤ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609011020 階段用ノンスリップ ＳＳノンスリップ ＳＳＤ３ ステンレス シンドウ工業 ＳＳノンスリップ ＳＳＤ３　ＳＵＳ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609011030 階段用ノンスリップ ＳＳノンスリップ ＳＳＤ４ ステンレス シンドウ工業 ＳＳノンスリップ ＳＳＤ４　ＳＵＳ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609011025 階段用ノンスリップ ＳＳノンスリップ ＳＳＤ５ 東京都住宅局指定　ステンレス シンドウ工業 ＳＳノンスリップ ＳＳＤ５　都住指定　ＳＵＳ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609010460
階段用ノンスリップ パルステップ ＫＧ５１６ 幅３５ｍｍ×高１７ｍｍ×厚４ｍｍ　ゴム入り防縮（糸入り） ケー
ジーパルテック

パルステップ ＫＧ５１６　ゴム入り防縮糸入り ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609010465
階段用ノンスリップ パルステップ ＫＧ５１４ 幅４０ｍｍ×高１７ｍｍ×厚４ｍｍ　ゴム入り防縮（糸入り） ケー
ジーパルテック

パルステップ ＫＧ５１４　ゴム入り防縮糸入り ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609010485 階段用ノンスリップ パルステップ ＫＧ５０５Ｐ 幅５０ｍｍ×高１８ｍｍ　ステンレス ケージーパルテック パルステップ ＫＧ５０５Ｐ　ステンレス ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609010510 階段用ノンスリップ パルステップ Ａ３５Ｐ 幅３５ｍｍ×高１８ｍｍ　ゴム入りアルミ防縮 ケージーパルテック パルステップ Ａ３５Ｐ　ゴム入アルミ防縮 ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609010515 階段用ノンスリップ パルステップ Ａ４０Ｐ 幅４０ｍｍ×高１８ｍｍ　ゴム入りアルミ防縮 ケージーパルテック パルステップ Ａ４０Ｐ　ゴム入アルミ防縮 ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609010682 階段用ノンスリップ ハイステップアート Ｓ－３７（Ｌ，Ｄ） 幅３７ｍｍ×高１８ｍｍ　ステンレス ナカ工業 ハイステップアート Ｓ－３７（Ｌ・Ｄ）　ＳＵＳ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品
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階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609010684 階段用ノンスリップ ハイステップアート Ｓ－４２（Ｌ，Ｄ） 幅４２ｍｍ×高１８ｍｍ　ステンレス ナカ工業 ハイステップアート Ｓ－４２（Ｌ・Ｄ）　ＳＵＳ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609010686 階段用ノンスリップ ハイステップアート Ａ－３７（Ｌ，Ｄ） 幅３７ｍｍ×高１８ｍｍ　アルミ ナカ工業 ハイステップアート Ａ－３７（Ｌ・Ｄ）　アルミ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609010688 階段用ノンスリップ ハイステップアート ＳＣ－３７（Ｌ，Ｄ） 幅３７ｍｍ×高１８ｍｍ　ステンレス ナカ工業 ハイステップアート ＳＣ－３７（Ｌ・Ｄ）　ＳＵＳ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609010690 階段用ノンスリップ ハイステップアート ＢＣ－３７（Ｌ，Ｄ） 幅３７ｍｍ×高１８ｍｍ　真ちゅう ナカ工業 ハイステップアート ＢＣ－３７（Ｌ・Ｄ）　真ちゅう ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609010692 階段用ノンスリップ ハイステップアート ＡＣ－３７（Ｌ，Ｄ） 幅３７ｍｍ×高１８ｍｍ　アルミ ナカ工業 ハイステップアート ＡＣ－３７（Ｌ・Ｄ）　アルミ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609010704 階段用ノンスリップ ハイステップスリム ＮＳＰ－３５（Ｓ，Ｆ） 幅３５ｍｍ×高１７ｍｍ　ステンレス ナカ工業 ハイステップスリム ＮＳＰ－３５（Ｓ・Ｆ）　ＳＵＳ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609010706 階段用ノンスリップ ハイステップスリム ＮＳＰ－４０（Ｓ，Ｆ） 幅４０ｍｍ×高１７ｍｍ　ステンレス ナカ工業 ハイステップスリム ＮＳＰ－４０（Ｓ・Ｆ）　ＳＵＳ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609010708 階段用ノンスリップ ハイステップスリム ＮＳＣ－４０（Ｓ，Ｆ） 幅４０ｍｍ×高１７ｍｍ　ステンレス ナカ工業 ハイステップスリム ＮＳＣ－４０（Ｓ・Ｆ）　ＳＵＳ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609010710 階段用ノンスリップ ハイステップスリム ＮＡＰ－４０（Ｓ，Ｆ） 幅４０ｍｍ×高１７ｍｍ　アルミ ナカ工業 ハイステップスリム ＮＡＰ－４０（Ｓ・Ｆ）　アルミ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609011405 階段用マット ゼオン消音マット ＦＳ 厚６．５ｍｍ×幅８１０ｍｍ×長２４０ｍｍ　ステップ用 ゼオン化成 ゼオン消音マット ＦＳ　ステップ用 枚 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609011410 階段用マット ゼオン消音マット ＦＷ 厚６．５ｍｍ×幅１，１５０ｍｍ×長２７３．５ｍｍ　ステップ用 ゼオン化成 ゼオン消音マット ＦＷ　ステップ用 枚 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609011415 階段用マット ゼオン消音マット ＦＯ 厚６．５ｍｍ×幅９９０ｍｍ×長７１０ｍｍ　踊り場用 ゼオン化成 ゼオン消音マット ＦＯ　踊り場用 枚 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609011620 階段用マット タキステップ ３Ｗ 厚４．２ｍｍ×幅３２０ｍｍ×長９００ｍｍ タキロンシーアイ タキステップ３Ｗ ４．２×３２０×９００ｍｍ 枚 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609011625 階段用マット タキステップ ３Ｗ 厚４．２ｍｍ×幅３２０ｍｍ×長１，２００ｍｍ タキロンシーアイ タキステップ３Ｗ ４．２×３２０×１２００ｍｍ 枚 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ―ブランド品― 2609011630 階段用マット タキステップ ５Ｗ 厚４．２ｍｍ×幅５００ｍｍ×長９２０ｍｍ タキロンシーアイ タキステップ５Ｗ ４．２×５００×９２０ｍｍ 枚 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050275 ピット 配線・配管用 ラインピット 溝幅２００ｍｍ　蓋ＡＣ　受枠ＡＦ１５ＬＤ カネソウ ラインピット　ＡＣ 溝幅２００　ＡＦ１５ＬＤ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050276 ピット 配線・配管用 ラインピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＡＣ　受枠ＡＦ１５ＬＤ カネソウ ラインピット　ＡＣ 溝幅２５０　ＡＦ１５ＬＤ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050277 ピット 配線・配管用 ラインピット 溝幅３００ｍｍ　蓋ＡＣ　受枠ＡＦ１５ＬＤ カネソウ ラインピット　ＡＣ 溝幅３００　ＡＦ１５ＬＤ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品
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ピット―ブランド品― 2609050269 ピット 配線・配管用 ラインピット 溝幅２００ｍｍ　蓋ＡＣ　受枠ＡＦ１５ＬＢ カネソウ ラインピット　ＡＣ 溝幅２００　ＡＦ１５ＬＢ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050270 ピット 配線・配管用 ラインピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＡＣ　受枠ＡＦ１５ＬＢ カネソウ ラインピット　ＡＣ 溝幅２５０　ＡＦ１５ＬＢ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050451 ピット 配線・配管用 ピット 溝幅２００ｍｍ　蓋ＡＨ１　受枠Ｄ１６Ｊ ダイケン ピット　ＡＨ１ 溝幅２００　Ｄ１６Ｊ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050452 ピット 配線・配管用 ピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＡＨ１　受枠Ｄ１６Ｊ ダイケン ピット　ＡＨ１ 溝幅２５０　Ｄ１６Ｊ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050453 ピット 配線・配管用 ピット 溝幅３００ｍｍ　蓋ＡＨ２　受枠Ｄ１６Ｊ ダイケン ピット　ＡＨ２ 溝幅３００　Ｄ１６Ｊ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050898 ピット 配線・配管用 ピット 溝幅２００ｍｍ　蓋ＪＰ－ＷＡＶ－２　受枠ＡＰ－１５－ＣＧ 日本ピット ピット　ＪＰ－ＷＡＶ－２ 溝幅２００　ＡＰ－１５－ＣＧ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050900 ピット 配線・配管用 ピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＪＰ－ＷＡＶ－２　受枠ＡＰ－１５－ＣＧ 日本ピット ピット　ＪＰ－ＷＡＶ－２ 溝幅２５０　ＡＰ－１５－ＣＧ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050902
ピット 配線・配管用 縞鋼板用ピット 溝幅３００ｍｍ　蓋ＪＰ－ＷＡＦＶＳ－１（蓋板４．５ｍｍ，亜鉛メッキ仕上）
受枠ＡＰ－２Ｇ 日本ピット

縞鋼板ピットＪＰ－ＷＡＦＶＳ１ 溝幅３００　ＡＰ－２Ｇ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050904 ピット 配線・配管用 ケーブルピット 溝幅８００ｍｍ　蓋ＪＰ－ＷＡＶＣ－１　受枠ＡＰ－２５ＡＧ 日本ピット ケーブルピットＪＰ－ＷＡＶＣ１ 溝幅８００　ＡＰ－２５ＡＧ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050906 ピット 配線・配管用 ケーブルピット 溝幅９００ｍｍ　蓋ＪＰ－ＷＡＶＣ－１　受枠ＡＰ－２５ＡＧ 日本ピット ケーブルピットＪＰ－ＷＡＶＣ１ 溝幅９００　ＡＰ－２５ＡＧ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050908 ピット 配線・配管用 ケーブルピット 溝幅１，０００ｍｍ　蓋ＪＰ－ＷＡＶＣ－１　受枠ＡＰ－２５ＡＧ 日本ピット ケーブルピットＪＰ－ＷＡＶＣ１ 溝幅１０００　ＡＰ－２５ＡＧ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051201 ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２００ｍｍ　蓋ＰＣ－２０　受枠ＰＡ－１５Ｃ 中部コーポレーション 配線用ピット　ＰＣ－２０ 溝幅２００　ＰＡ－１５Ｃ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051202 ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＰＣ－２５　受枠ＰＡ－１５Ｃ 中部コーポレーション 配線用ピット　ＰＣ－２５ 溝幅２５０　ＰＡ－１５Ｃ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051203 ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２００ｍｍ　蓋ＣＫ－２０　受枠ＰＡ－１５Ｃ 中部コーポレーション 配線用ピット　ＣＫ－２０ 溝幅２００　ＰＡ－１５Ｃ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051204 ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＣＫ－２５　受枠ＰＡ－１５Ｃ 中部コーポレーション 配線用ピット　ＣＫ－２５ 溝幅２５０　ＰＡ－１５Ｃ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051076 ピット 配線・配管用 ピットン 溝幅２００ｍｍ　蓋ＡＰ－Ｔ３　受枠ＡＦＫ－１１ 第一機材 ピットン　ＡＰ－Ｔ３ 溝幅２００　ＡＦＫ－１１ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051077 ピット 配線・配管用 ピットン 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＡＰ－Ｔ３　受枠ＡＦＫ－１１ 第一機材 ピットン　ＡＰ－Ｔ３ 溝幅２５０　ＡＦＫ－１１ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051082 ピット 配線・配管用 ピットン 溝幅３００ｍｍ　蓋ＡＰ－Ｔ４　受枠ＡＦＫ－１１ 第一機材 ピットン　ＡＰ－Ｔ４ 溝幅３００　ＡＦＫ－１１ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品
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ピット―ブランド品― 2609051079 ピット 配線・配管用 ピットン 溝幅２００ｍｍ　蓋ＳＰ－Ｔ３　受枠ＳＦＫ－１１ 第一機材 ピットン　ＳＰ－Ｔ３ 溝幅２００　ＳＦＫ－１１ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051080 ピット 配線・配管用 ピットン 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＳＰ－Ｔ３　受枠ＳＦＫ－１１ 第一機材 ピットン　ＳＰ－Ｔ３ 溝幅２５０　ＳＦＫ－１１ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051083 ピット 配線・配管用 ピットン 溝幅３００ｍｍ　蓋ＳＰ－Ｔ４　受枠ＳＦＫ－１１ 第一機材 ピットン　ＳＰ－Ｔ４ 溝幅３００　ＳＦＫ－１１ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051822 ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２００ｍｍ　蓋ＥＰＡ－２５６０　受枠ＧＨＹ－ＥＰ 福西鋳物 配線用ピット　ＥＰＡ－２５６０ 溝幅２００　ＧＨＹ－ＥＰ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051824 ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＥＰＢ－３０６０　受枠ＧＨＹ－ＥＰ 福西鋳物 配線用ピット　ＥＰＢ－３０６０ 溝幅２５０　ＧＨＹ－ＥＰ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051634 ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２００ｍｍ　蓋ＹＭＳＴＣ－１　受枠ＭＳＦ－１ ホクセイ 配線用ピット　ＹＭＳＴＣ－１ 溝幅２００　ＭＳＦ－１ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051636 ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＹＭＳＴＣ－１　受枠ＭＳＦ－１ ホクセイ 配線用ピット　ＹＭＳＴＣ－１ 溝幅２５０　ＭＳＦ－１ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051638 ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２００ｍｍ　蓋ＹＭＳＴＣ－３　受枠ＭＳＦ－３ ホクセイ 配線用ピット　ＹＭＳＴＣ－３ 溝幅２００　ＭＳＦ－３ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051640 ピット 配線・配管用 配線用ピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＹＭＳＴＣ－３　受枠ＭＳＦ－３ ホクセイ 配線用ピット　ＹＭＳＴＣ－３ 溝幅２５０　ＭＳＦ－３ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050910 ピット 配線・配管用 システムダクト ＪＰ－ＷＡＶ－４　Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 日本ピット システムダクトＪＰ－ＷＡＶ－４ Ｗ２００×Ｈ１５０ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050912 ピット 配線・配管用 システムダクト ＪＰ－ＷＡＶ－４　Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 日本ピット システムダクトＪＰ－ＷＡＶ－４ Ｗ３００×Ｈ２００ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050271 ピット 排水用 クリーンピット 溝幅２００ｍｍ　蓋ＤＱ－１５　受枠ＳＦ１５Ｂ カネソウ クリーンピット　ＤＱ－１５ 溝幅２００　ＳＦ１５Ｂ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050272 ピット 排水用 クリーンピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＤＱ－１５　受枠ＳＦ１５Ｂ カネソウ クリーンピット　ＤＱ－１５ 溝幅２５０　ＳＦ１５Ｂ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050273 ピット 排水用 クリーンピット 溝幅２００ｍｍ　蓋ＳＡ　受枠ＳＦ０３Ｂ カネソウ クリーンピット　ＳＡ 溝幅２００　ＳＦ０３Ｂ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050274 ピット 排水用 クリーンピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＳＡ　受枠ＳＦ０３Ｂ カネソウ クリーンピット　ＳＡ 溝幅２５０　ＳＦ０３Ｂ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050454 ピット 排水用 排水用ピット 溝幅２００ｍｍ　蓋Ｇ２０ＴＦ（ピッチ２２ｍｍ）　受枠Ｃ２０Ｂ ダイケン 排水用ピット　Ｇ２０ＴＦ 溝幅２００　Ｃ２０Ｂ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051206 ピット 排水用 排水用ピット 溝幅２００ｍｍ　蓋ＣＳＰ－１－２００　受枠ＰＳ－３．５Ｍ 中部コーポレーション 排水用ピットＣＳＰ－１－２００ 溝幅２００　ＰＳ－３．５Ｍ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051207 ピット 排水用 排水用ピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＣＳＰ－１－２５０　受枠ＰＳ－３．５Ｍ 中部コーポレーション 排水用ピットＣＳＰ－１－２５０ 溝幅２５０　ＰＳ－３．５Ｍ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品
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ピット―ブランド品― 2609051208
ピット 排水用 排水用ピット 溝幅２００ｍｍ　蓋ＥＰ４１５Ｈ－２０　Ｐ＝１３　受枠ＰＳ－１５Ｍ 中部コーポレー
ション

排水用ピットＥＰ４１５Ｈ―２０ 溝幅２００　ＰＳ－１５Ｍ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051209
ピット 排水用 排水用ピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＥＰ４１５Ｈ－２５　Ｐ＝１３　受枠ＰＳ－１５Ｍ 中部コーポレー
ション

排水用ピットＥＰ４１５Ｈ－２５ 溝幅２５０　ＰＳ－１５Ｍ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051642 ピット 排水用 排水用ピット 溝幅２００ｍｍ　蓋ＹＰＨ－Ｑ（板厚３ｍｍ）　受枠ＭＣＡ ホクセイ 排水用ピット　ＹＰＨ－Ｑ 溝幅２００　ＭＣＡ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051644 ピット 排水用 排水用ピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＹＰＨ－Ｑ（板厚３ｍｍ）　受枠ＭＣＡ ホクセイ 排水用ピット　ＹＰＨ－Ｑ 溝幅２５０　ＭＣＡ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051826 ピット 排水用 側溝用ピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＦＰＨ－３０３　受枠ＧＨＹ－Ｃ３ 福西鋳物 側溝用ピット　ＦＰＨ－３０３ 溝幅２５０　ＧＨＹ－Ｃ３ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609051828 ピット 排水用 側溝用排水ピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＦＰＨ－３０４　受枠ＧＨＹ－Ｃ４ 福西鋳物 側溝排水ピット　ＦＰＨ－３０４ 溝幅２５０　ＧＨＹ－Ｃ４ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050914 ピット 排水用 排水ピット 溝幅２００ｍｍ　蓋ＪＰ－ＳＰ　受枠ＳＰ－３Ｈ 日本ピット 排水ピット　ＪＰ－ＳＰ 溝幅２００　ＳＰ－３Ｈ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050916 ピット 排水用 排水ピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＪＰ－ＳＰ　受枠ＳＰ－３Ｈ 日本ピット 排水ピット　ＪＰ－ＳＰ 溝幅２５０　ＳＰ－３Ｈ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050918 ピット 排水用 排水ピット 溝幅２００ｍｍ　蓋ＪＰ－ＳＦＴＲＧ－Ａ（Ｐ１５）　受枠ＳＧ－２０Ｈ 日本ピット 排水ピット　ＪＰ－ＳＦＴＲＧＡ 溝幅２００　ＳＧ－２０Ｈ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609050920 ピット 排水用 排水ピット 溝幅２５０ｍｍ　蓋ＪＰ－ＳＦＴＲＧ－Ａ（Ｐ１５）　受枠ＳＧ－２０Ｈ 日本ピット 排水ピット　ＪＰ－ＳＦＴＲＧＡ 溝幅２５０　ＳＧ－２０Ｈ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

ピット―ブランド品― 2609052210 ピット 排水用 マーベルトラフ Ｗ＝２００ｍｍ　Ｌ－２０００ｍｍ リポートサービス北海道 マーベルトラフ Ｗ２００ｍｍ　Ｌ－２０００ ｍ 472 ○ ○ 2609 金属加工製品

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511022002
エキスパンションジョイント金物 カスタム建築用エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 床－床 Ａ５０－Ｆ
Ｆ サンリット工営

カスタム建築用カバー Ａ５０－ＦＦ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511022004
エキスパンションジョイント金物 カスタム建築用エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 床－壁 Ａ５０－Ｆ
Ｗ サンリット工営

カスタム建築用カバー Ａ５０－ＦＷ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511022006
エキスパンションジョイント金物 カスタム建築用エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 天井－天井 Ａ５０
－ＣＣ サンリット工営

カスタム建築用カバー Ａ５０－ＣＣ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511022008
エキスパンションジョイント金物 カスタム建築用エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 外壁－外壁 Ａ５０
－ＡＷＷ サンリット工営

カスタム建築用カバー Ａ５０－ＡＷＷ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511022010
エキスパンションジョイント金物 カスタム建築用エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 床－床 Ａ１００－
ＦＦ サンリット工営

カスタム建築用カバー Ａ１００－ＦＦ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511022012
エキスパンションジョイント金物 カスタム建築用エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 床－壁 Ａ１００－
ＦＷ サンリット工営

カスタム建築用カバー Ａ１００－ＦＷ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511022014
エキスパンションジョイント金物 カスタム建築用エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 天井－天井 Ａ１０
０－ＣＣ サンリット工営

カスタム建築用カバー Ａ１００－ＣＣ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木
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エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511022016
エキスパンションジョイント金物 カスタム建築用エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 外壁－外壁 Ａ１０
０－ＦＷＷ サンリット工営

カスタム建築用カバー Ａ１００－ＦＷＷ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511022018
エキスパンションジョイント金物 カスタム建築用エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 床－床 Ｓ５０
－ＦＦ サンリット工営

カスタム建築用カバー Ｓ５０－ＦＦ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511022020
エキスパンションジョイント金物 カスタム建築用エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 床－壁 Ｓ５０
－ＦＷ サンリット工営

カスタム建築用カバー Ｓ５０－ＦＷ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511022022
エキスパンションジョイント金物 カスタム建築用エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 天井－天井 Ｓ
５０－ＣＣ サンリット工営

カスタム建築用カバー Ｓ５０－ＣＣ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511022024
エキスパンションジョイント金物 カスタム建築用エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 外壁－外壁 Ｓ
５０－ＦＷＷ サンリット工営

カスタム建築用カバー Ｓ５０－ＦＷＷ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511022026
エキスパンションジョイント金物 カスタム建築用エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 床－床 Ｓ１０
０－ＦＦ サンリット工営

カスタム建築用カバー Ｓ１００－ＦＦ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511022028
エキスパンションジョイント金物 カスタム建築用エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 床－壁 Ｓ１０
０－ＦＷ サンリット工営

カスタム建築用カバー Ｓ１００－ＦＷ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511022030
エキスパンションジョイント金物 カスタム建築用エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 天井－天井 Ｓ
１００－ＣＣ サンリット工営

カスタム建築用カバー Ｓ１００－ＣＣ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511022032
エキスパンションジョイント金物 カスタム建築用エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 外壁－外壁 Ｓ
１００－ＦＷＷ サンリット工営

カスタム建築用カバー Ｓ１００－ＦＷＷ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511021034 エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 床＋床 Ｓ０５－ＡＦＸ エービーシー商会 アーキパンション Ｓ０５－ＡＦＸ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511021036 エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 床コーナー Ｓ０５－ＡＦＸＣ エービーシー商会 アーキパンション Ｓ０５－ＡＦＸＣ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511021043
エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 天井＋天井，内壁＋内壁 Ｓ０５－ＡＣＷ エービー
シー商会

アーキパンション Ｓ０５－ＡＣＷ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511021045
エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 天井コーナー，内壁コーナー Ｓ０５－ＡＣＷＣ
エービーシー商会

アーキパンション Ｓ０５－ＡＣＷＣ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511021046 エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 外壁＋外壁 Ｓ０５－ＡＥＷ エービーシー商会 アーキパンション Ｓ０５－ＡＥＷ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511021048 エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 外壁コーナー Ｓ０５－ＡＥＷＣ エービーシー商会 アーキパンション Ｓ０５－ＡＥＷＣ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511021050 エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 床＋床 Ｓ１０－ＡＦＸ エービーシー商会 アーキパンション Ｓ１０－ＡＦＸ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511021052 エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 床コーナー Ｓ１０－ＡＦＸＣ エービーシー商会 アーキパンション Ｓ１０－ＡＦＸＣ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511021059
エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 天井＋天井，内壁＋内壁 Ｓ１０－ＡＣＷ エービー
シー商会

アーキパンション Ｓ１０－ＡＣＷ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木
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エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511021061
エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 天井コーナー，内壁コーナー Ｓ１０－ＡＣＷＣ
エービーシー商会

アーキパンション Ｓ１０－ＡＣＷＣ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511021062 エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 外壁＋外壁 Ｓ１０－ＡＥＷ エービーシー商会 アーキパンション Ｓ１０－ＡＥＷ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511021064 エキスパンションジョイント金物 アーキパンション（アルミ製） 外壁コーナー Ｓ１０－ＡＥＷＣ エービーシー商会 アーキパンション Ｓ１０－ＡＥＷＣ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023042
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 床＋床 ＡＥＦ１－０５ ＵＡＣＪ
金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＡＥＦ１－０５ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023044
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 床＋内壁（コーナー） ＡＥＦ２－
０５ ＵＡＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＡＥＦ２－０５ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023046
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 天井＋天井 ＡＥＣ１－０５ ＵＡ
ＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＡＥＣ１－０５ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023048
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 外壁＋外壁 ＡＥＯ１－０５ ＵＡ
ＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＡＥＯ１－０５ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023082
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 屋根＋屋根 ＡＶＲ１－５００ Ｕ
ＡＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＡＶＲ１－５００ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023052
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 床＋床 ＡＥＦ１－１０ ＵＡＣＪ
金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＡＥＦ１－１０ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023054
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 床＋内壁（コーナー） ＡＥＦ２－
１０ ＵＡＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＡＥＦ２－１０ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023056
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 天井＋天井 ＡＥＣ１－１０ ＵＡ
ＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＡＥＣ１－１０ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023058
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 外壁＋外壁 ＡＥＯ１－１０ ＵＡ
ＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＡＥＯ１－１０ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023084
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（アルミ製） 屋根＋屋根 ＡＶＲ１－７００ Ｕ
ＡＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＡＶＲ１－７００ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023062
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 床＋床 ＳＥＦ１－０５ ＵＡ
ＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＳＥＦ１－０５ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023064
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 床＋内壁（コーナー） ＳＥＦ
２－０５ ＵＡＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＳＥＦ２－０５ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023066
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 天井＋天井 ＳＥＣ１－０５
ＵＡＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＳＥＣ１－０５ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023068
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 外壁＋外壁 ＳＥＯ１－０５
ＵＡＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＳＥＯ１－０５ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023086
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 屋根＋屋根 ＳＶＲ１－５００
ＵＡＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＳＶＲ１－５００ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木
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エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023072
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 床＋床 ＳＥＦ１－１０ ＵＡ
ＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＳＥＦ１－１０ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023074
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 床＋内壁（コーナー） ＳＥＦ
２－１０ ＵＡＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＳＥＦ２－１０ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023076
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 天井＋天井 ＳＥＣ１－１０
ＵＡＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＳＥＣ１－１０ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023078
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 外壁＋外壁 ＳＥＯ１－１０
ＵＡＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＳＥＯ１－１０ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023088
エキスパンションジョイント金物 エキスパンションジョイントカバー（ステンレス製） 屋根＋屋根 ＳＶＲ１－７００
ＵＡＣＪ金属加工

エキスパンションジョイント金物 カバー　ＳＶＲ１－７００ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023501 エキスパンションジョイント金物 ビルジョン（アルミ製） 床と床 ５０－ＦＨ 理研軽金属工業 ビルジョン ５０－ＦＨ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023503 エキスパンションジョイント金物 ビルジョン（アルミ製） 床と内壁 ５０－ＦＣＨ 理研軽金属工業 ビルジョン ５０－ＦＣＨ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023506 エキスパンションジョイント金物 ビルジョン（アルミ製） 内壁と内壁 ５０－ＩＥ 理研軽金属工業 ビルジョン ５０－ＩＥ　内壁 ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023508 エキスパンションジョイント金物 ビルジョン（アルミ製） 天井と天井 ５０－ＩＥ 理研軽金属工業 ビルジョン ５０－ＩＥ　天井 ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023510 エキスパンションジョイント金物 ビルジョン（アルミ製） 外壁と外壁 ５０－ＥＥ 理研軽金属工業 ビルジョン ５０－ＥＥ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023512 エキスパンションジョイント金物 ビルジョン（アルミ製） 外壁コーナー ５０－ＥＣＥ 理研軽金属工業 ビルジョン ５０－ＥＣＥ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023516 エキスパンションジョイント金物 ビルジョン（アルミ製） 床と床 １００－ＦＸ 理研軽金属工業 ビルジョン １００－ＦＸ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023518 エキスパンションジョイント金物 ビルジョン（アルミ製） 床と内壁 １００－ＦＣＸ 理研軽金属工業 ビルジョン １００－ＦＣＸ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023520 エキスパンションジョイント金物 ビルジョン（アルミ製） 内壁と内壁 １００－ＩＥ 理研軽金属工業 ビルジョン １００－ＩＥ　内壁 ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023522 エキスパンションジョイント金物 ビルジョン（アルミ製） 天井と天井 １００－ＩＥ 理研軽金属工業 ビルジョン １００－ＩＥ　天井 ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023524 エキスパンションジョイント金物 ビルジョン（アルミ製） 外壁と外壁 １００－ＥＥ 理研軽金属工業 ビルジョン １００－ＥＥ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023526 エキスパンションジョイント金物 ビルジョン（アルミ製） 外壁コーナー １００－ＥＣＥ 理研軽金属工業 ビルジョン １００－ＥＣＥ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木

エキスパンションジョイント金物―ブランド品
―

2511023530 エキスパンションジョイント金物 ビルジョン（アルミ製） 屋根と屋根 ＲＥ－０５００ 理研軽金属工業 ビルジョン ＲＥ－０５００ ｍ 473 ○ ○ 2511 笠木
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ルーフドレン 2609085002
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルトシート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型
径５０ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 アスファルト　差込式　径５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085004
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルトシート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型
径６５ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 アスファルト　差込式　径６５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085006
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルトシート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型
径７５ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 アスファルト　差込式　径７５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085008
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルトシート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型
径１００ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 アスファルト　差込式　径１００ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085010
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルトシート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型
径１２５ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 アスファルト　差込式　径１２５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085012
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルトシート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型
径１５０ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 アスファルト　差込式　径１５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085014
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付
型 径５０ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 アスファルト　ねじ込式　径５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085016
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付
型 径６５ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 アスファルト　ねじ込式　径６５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085018
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付
型 径８０ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 アスファルト　ねじ込式　径８０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085020
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付
型 径１００ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 アスファルトねじ込式　径１００ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085022
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付
型 径１２５ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 アスファルトねじ込式　径１２５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085024
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付
型 径１５０ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 アスファルトねじ込式　径１５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085026
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径５０
ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 モルタル　差込式　径５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085028
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径６５
ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 モルタル　差込式　径６５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085030
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径７５
ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 モルタル　差込式　径７５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085032
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１０
０ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 モルタル　差込式　径１００ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085034
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１２
５ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 モルタル　差込式　径１２５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085036
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１５
０ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 モルタル　差込式　径１５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品
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ルーフドレン 2609085038
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径５
０ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 モルタル　ねじ込式　径５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085040
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径６
５ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 モルタル　ねじ込式　径６５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085042
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径８
０ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 モルタル　ねじ込式　径８０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085044
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１
００ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 モルタル　ねじ込式　径１００ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085046
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１
２５ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 モルタル　ねじ込式　径１２５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085048
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型 屋上・バルコニー・バルコニー中継 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１
５０ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　縦型 モルタル　ねじ込式　径１５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085502
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルトシート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径５０ｍｍ 伊藤
鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム アスファルト　差込式　径５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085504
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルトシート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径６５ｍｍ 伊藤
鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム アスファルト　差込式　径６５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085506
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルトシート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径７５ｍｍ 伊藤
鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム アスファルト　差込式　径７５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085508
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルトシート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１００ｍｍ 伊
藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム アスファルト　差込式　径１００ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085510
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルトシート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１２５ｍｍ 伊
藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム アスファルト　差込式　径１２５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085512
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルトシート防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１５０ｍｍ 伊
藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム アスファルト　差込式　径１５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085514
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径５０ｍｍ 伊
藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム アスファルト　ねじ込式　径５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085516
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径６５ｍｍ 伊
藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム アスファルト　ねじ込式　径６５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085518
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径８０ｍｍ 伊
藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム アスファルト　ねじ込式　径８０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085520
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１００ｍｍ
伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム アスファルトねじ込式　径１００ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085522
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１２５ｍｍ
伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム アスファルトねじ込式　径１２５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085524
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１５０ｍｍ
伊藤鉄工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム アスファルトねじ込式　径１５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品
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ルーフドレン 2609085526
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径５０ｍｍ 伊藤鉄工，
カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム モルタル　差込式　径５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085528
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径６５ｍｍ 伊藤鉄工，
カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム モルタル　差込式　径６５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085530
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径７５ｍｍ 伊藤鉄工，
カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム モルタル　差込式　径７５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085532
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１００ｍｍ 伊藤鉄
工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム モルタル　差込式　径１００ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085534
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１２５ｍｍ 伊藤鉄
工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム モルタル　差込式　径１２５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085536
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル塗膜防水 差込式（塩ビ管用） 先付型 径１５０ｍｍ 伊藤鉄
工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム モルタル　差込式　径１５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085538
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径５０ｍｍ 伊藤鉄
工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム モルタル　ねじ込式　径５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085540
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径６５ｍｍ 伊藤鉄
工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム モルタル　ねじ込式　径６５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085542
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径８０ｍｍ 伊藤鉄
工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム モルタル　ねじ込式　径８０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085544
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１００ｍｍ 伊藤鉄
工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム モルタル　ねじ込式　径１００ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085546
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１２５ｍｍ 伊藤鉄
工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム モルタル　ねじ込式　径１２５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609085548
ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１５０ｍｍ 伊藤鉄
工，カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン鋳鉄製　縦型ドーム モルタル　ねじ込式　径１５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609086002
ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径５０ｍｍ 伊藤鉄工，カネ
ソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　横型 アスファルト　ねじ込式　径５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609086004
ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径６５ｍｍ 伊藤鉄工，カネ
ソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　横型 アスファルト　ねじ込式　径６５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609086006
ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径８０ｍｍ 伊藤鉄工，カネ
ソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　横型 アスファルト　ねじ込式　径８０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609086008
ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１００ｍｍ 伊藤鉄工，カ
ネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　横型 アスファルトねじ込式　径１００ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609086010
ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１２５ｍｍ 伊藤鉄工，カ
ネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　横型 アスファルトねじ込式　径１２５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609086012
ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１５０ｍｍ 伊藤鉄工，カ
ネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　横型 アスファルトねじ込式　径１５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品
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ルーフドレン 2609086014
ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径５０ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，
第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　横型 モルタル　ねじ込式　径５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609086016
ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径６５ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，
第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　横型 モルタル　ねじ込式　径６５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609086018
ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径８０ｍｍ 伊藤鉄工，カネソウ，
第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　横型 モルタル　ねじ込式　径８０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609086020
ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１００ｍｍ 伊藤鉄工，カネソ
ウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　横型 モルタル　ねじ込式　径１００ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609086022
ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１２５ｍｍ 伊藤鉄工，カネソ
ウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　横型 モルタル　ねじ込式　径１２５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609086024
ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 モルタル塗膜防水 ねじ込式（ガス管用） 先付型 径１５０ｍｍ 伊藤鉄工，カネソ
ウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，長谷川鋳工所，福西鋳物

ルーフドレン　鋳鉄製　横型 モルタル　ねじ込式　径１５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609083002
公共建築工事標準仕様書準拠品　ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガ
ス管用） 先付型 径７５ｍｍ カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，福西鋳物

公共　ルーフドレン　縦型ドーム アスファルト　ねじ込式　径７５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609083004
公共建築工事標準仕様書準拠品　ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガ
ス管用） 先付型 径１００ｍｍ カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，福西鋳物

公共　ルーフドレン　縦型ドーム アスファルトねじ込式　径１００ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609083006
公共建築工事標準仕様書準拠品　ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガ
ス管用） 先付型 径１２５ｍｍ カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，福西鋳物

公共　ルーフドレン　縦型ドーム アスファルトねじ込式　径１２５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609083008
公共建築工事標準仕様書準拠品　ルーフドレン 鋳鉄製 縦型（ドーム型） 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガ
ス管用） 先付型 径１５０ｍｍ カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，福西鋳物

公共　ルーフドレン　縦型ドーム アスファルトねじ込式　径１５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609083010
公共建築工事標準仕様書準拠品　ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先
付型 径７５ｍｍ カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，福西鋳物

公共建築　ルーフドレン　横型 アスファルト　ねじ込式　径７５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609083012
公共建築工事標準仕様書準拠品　ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先
付型 径１００ｍｍ カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，福西鋳物

公共建築　ルーフドレン　横型 アスファルトねじ込式　径１００ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609083014
公共建築工事標準仕様書準拠品　ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先
付型 径１２５ｍｍ カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，福西鋳物

公共建築　ルーフドレン　横型 アスファルトねじ込式　径１２５ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

ルーフドレン 2609083016
公共建築工事標準仕様書準拠品　ルーフドレン 鋳鉄製 横型 屋上 アスファルトシート防水 ねじ込式（ガス管用） 先
付型 径１５０ｍｍ カネソウ，第一機材，中部コーポレーション，ニムラ，福西鋳物

公共建築　ルーフドレン　横型 アスファルトねじ込式　径１５０ 個 474 ○ ○ 2609 金属加工製品

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607011038 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＦＢ 高１９ｍｍ×板厚３ｍｍ １８．１ｋｇ 鋼製グレーチング　床用 ＦＢ　１９×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607011040 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＦＢ 高１９ｍｍ×板厚４．５ｍｍ ２６．９ｋｇ 鋼製グレーチング　床用 ＦＢ　１９×４．５ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607011042 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＦＢ 高２５ｍｍ×板厚３ｍｍ ２３．１ｋｇ 鋼製グレーチング　床用 ＦＢ　２５×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607011044 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＦＢ 高２５ｍｍ×板厚４．５ｍｍ ３４．４ｋｇ 鋼製グレーチング　床用 ＦＢ　２５×４．５ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング
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鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607011046 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＦＢ 高３２ｍｍ×板厚３ｍｍ ２９．０ｋｇ 鋼製グレーチング　床用 ＦＢ　３２×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607011052 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＦＢ 高３８ｍｍ×板厚３ｍｍ ３４．２ｋｇ 鋼製グレーチング　床用 ＦＢ　３８×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607011050 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＩＢ 高３２ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ３７．４ｋｇ 鋼製グレーチング　床用 ＩＢ　３２×５×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607011056 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＩＢ 高３８ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ４３．８ｋｇ 鋼製グレーチング　床用 ＩＢ　３８×５×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607011060 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板 ＩＢ 高４４ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ５０．０ｋｇ 鋼製グレーチング　床用 ＩＢ　４４×５×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607013702 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板（すべり止め型） ＩＢ 高２５ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ３０．７ｋｇ 鋼製グレーチング　床用　滑止型 ＩＢ　２５×５×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607013704 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板（すべり止め型） ＩＢ 高３２ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ３８．４ｋｇ 鋼製グレーチング　床用　滑止型 ＩＢ　３２×５×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607013706 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板（すべり止め型） ＩＢ 高３８ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ４４．８ｋｇ 鋼製グレーチング　床用　滑止型 ＩＢ　３８×５×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607013708 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 床板（すべり止め型） ＩＢ 高４４ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ５１．１ｋｇ 鋼製グレーチング　床用　滑止型 ＩＢ　４４×５×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607011082 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板 溶接固定（ＦＢ） 高２５ｍｍ×板厚３ｍｍ ３２．７ｋｇ 鋼製グレーチング　階段踏板 溶接固定ＦＢ　２５×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607011084 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板 溶接固定（ＦＢ） 高２５ｍｍ×板厚４．５ｍｍ ４５．９ｋｇ 鋼製グレーチング　階段踏板 溶接固定ＦＢ　２５×４．５ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607011090 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板 溶接固定（ＩＢ） 高３２ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ４８．３ｋｇ 鋼製グレーチング　階段踏板 溶接固定ＩＢ　３２×５×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607011104 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板 ボルト固定（ＦＢ） 高２５ｍｍ×板厚３ｍｍ ３９．２ｋｇ 鋼製グレーチング　階段踏板 ボルト固定ＦＢ　２５×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607011106 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板 ボルト固定（ＦＢ） 高２５ｍｍ×板厚４．５ｍｍ ５１．７ｋｇ 鋼製グレーチング　階段踏板 ボルト固定ＦＢ　２５×４．５ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607011112 鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板 ボルト固定（ＩＢ） 高３２ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ ５１．５ｋｇ 鋼製グレーチング　階段踏板 ボルト固定ＩＢ　３２×５×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607012002
鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板（すべり止め型） 溶接固定（ＩＢ） 高２５ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ
４２．１ｋｇ

鋼製グレーチング階段踏板滑止型 溶接固定ＩＢ　２５×５×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607012004
鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板（すべり止め型） 溶接固定（ＩＢ） 高３２ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ
４９．４ｋｇ

鋼製グレーチング階段踏板滑止型 溶接固定ＩＢ　３２×５×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607012502
鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板（すべり止め型） ボルト固定（ＩＢ） 高２５ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ
４５．９ｋｇ

鋼製グレーチング階段踏板滑止型 ボルト固定ＩＢ　２５×５×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング
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鋼製グレーチング（床用・圧接型） 2607012504
鋼製グレーチング（床用・圧接型） 階段踏板（すべり止め型） ボルト固定（ＩＢ） 高３２ｍｍ×板厚５ｍｍ×３ｍｍ
５２．１ｋｇ

鋼製グレーチング階段踏板滑止型 ボルト固定ＩＢ　３２×５×３ ｍ２ 475 ○ ○ 2607 グレーチング

アルミ製グレーチング―ブランド品― 2607030110 アルミ製グレーチング ＡＧ２０－３０２５ みぞ幅２００ｍｍ 幅２５０ｍｍ×長９９６ｍｍ ピッチ２０ｍｍ 第一機材 アルミ製グレーチング ＡＧ２０－３０２５ 枚 475 ○ ○ 2607 グレーチング

アルミ製グレーチング―ブランド品― 2607030120 アルミ製グレーチング ＡＧ２０－３０３５ みぞ幅３００ｍｍ 幅３５０ｍｍ×長９９６ｍｍ ピッチ２０ｍｍ 第一機材 アルミ製グレーチング ＡＧ２０－３０３５ 枚 475 ○ ○ 2607 グレーチング

アルミ製グレーチング―ブランド品― 2607030150
アルミ製グレーチング ＡＧＳ２０－３０５５ ます穴４５０ｍｍ 幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ ピッチ２０ｍｍ 第一機
材

アルミ製グレーチング ＡＧＳ２０－３０５５ 組 475 ○ ○ 2607 グレーチング

アルミ製グレーチング―ブランド品― 2607030160
アルミ製グレーチング ＡＧＳ２０－３０６６ ます穴５５０ｍｍ 幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ ピッチ２０ｍｍ 第一機
材

アルミ製グレーチング ＡＧＳ２０－３０６６ 組 475 ○ ○ 2607 グレーチング

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021282 住宅用ジョイナー Ｈ型５．５　厚０．２７ｍｍ　長１，８２０ｍｍ 亜鉛Ｈ－５．５ 創建 住宅用ジョイナー　亜鉛 Ｈ型５．５　Ｔ０．２７ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021284 住宅用ジョイナー Ｈ型６．５　厚０．２７ｍｍ　長１，８２０ｍｍ 亜鉛Ｈ－６．５ 創建 住宅用ジョイナー　亜鉛 Ｈ型６．５　Ｔ０．２７ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021286 住宅用ジョイナー コ型５．５　厚０．２７ｍｍ　長１，８２０ｍｍ 亜鉛ハゼ付き５．５ 創建 住宅用ジョイナー　亜鉛 コ型５．５　Ｔ０．２７ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021288 住宅用ジョイナー 出隅５Ａ　厚０．２７ｍｍ　長１，８２０ｍｍ 亜鉛出隅５Ａ 創建 住宅用ジョイナー　亜鉛 出隅５Ａ　Ｔ０．２７ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021290 住宅用ジョイナー Ｌ型１５　厚０．２７ｍｍ　長１，８２０ｍｍ 亜鉛Ｌ－１５ 創建 住宅用ジョイナー　亜鉛 Ｌ型１５　Ｔ０．２７ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021292 住宅用ジョイナー Ｌ型４０　厚０．２７ｍｍ　長１，８２０ｍｍ 亜鉛Ｌ－４０ 創建 住宅用ジョイナー　亜鉛 Ｌ型４０　Ｔ０．２７ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021205 ビル用ジョイナー Ｈ型６．５　厚１．０ｍｍ　長２，７３０ｍｍ アルミ６．５ＨＳ 創建 ビル用ジョイナー　アルミ Ｈ型６．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021210 ビル用ジョイナー Ｈ型９．５　厚１．０ｍｍ　長２，７３０ｍｍ アルミ９．５ＨＳ 創建 ビル用ジョイナー　アルミ Ｈ型９．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021215 ビル用ジョイナー Ｈ型１２．５　厚１．０ｍｍ　長２，７３０ｍｍ アルミ１２．５ＨＳ 創建 ビル用ジョイナー　アルミ Ｈ型１２．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021220 ビル用ジョイナー Ｈ型１５．５　厚１．０ｍｍ　長２，７３０ｍｍ アルミ１５．５ＨＳ 創建 ビル用ジョイナー　アルミ Ｈ型１５．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021225 ビル用ジョイナー コ型６．５　厚１．０ｍｍ　長２，７３０ｍｍ アルミ６．５ＣＳ 創建 ビル用ジョイナー　アルミ コ型６．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021230 ビル用ジョイナー コ型９．５　厚１．０ｍｍ　長２，７３０ｍｍ アルミ９．５ＣＳ 創建 ビル用ジョイナー　アルミ コ型９．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021235 ビル用ジョイナー コ型１２．５　厚１．０ｍｍ　長２，７３０ｍｍ アルミ１２．５ＣＳ 創建 ビル用ジョイナー　アルミ コ型１２．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品
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ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021240 ビル用ジョイナー コ型１５．５　厚１．０ｍｍ　長２，７３０ｍｍ アルミ１５．５ＣＳ 創建 ビル用ジョイナー　アルミ コ型１５．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021245 ビル用ジョイナー 出隅６．５　厚１．０ｍｍ　長２，７３０ｍｍ アルミＤＡ－６．５ 創建 ビル用ジョイナー　アルミ 出隅６．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021250 ビル用ジョイナー 出隅９．５　厚１．０ｍｍ　長２，７３０ｍｍ アルミＤＡ－９．５ 創建 ビル用ジョイナー　アルミ 出隅９．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021255 ビル用ジョイナー 出隅１２．５　厚１．０ｍｍ　長２，７３０ｍｍ アルミＤＡ－１２．５ 創建 ビル用ジョイナー　アルミ 出隅１２．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021260 ビル用ジョイナー 出隅１５．５　厚１．０ｍｍ　長２，７３０ｍｍ アルミＤＡ－１５．５ 創建 ビル用ジョイナー　アルミ 出隅１５．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021265 ビル用ジョイナー 入隅６．５　厚１．０ｍｍ　長２，７３０ｍｍ アルミＢＦ－６．５ 創建 ビル用ジョイナー　アルミ 入隅６．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021270 ビル用ジョイナー 入隅９．５　厚１．０ｍｍ　長２，７３０ｍｍ アルミＢＦ－９．５ 創建 ビル用ジョイナー　アルミ 入隅９．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021275 ビル用ジョイナー 入隅１２．５　厚１．０ｍｍ　長２，７３０ｍｍ アルミＢＦ－１２．５ 創建 ビル用ジョイナー　アルミ 入隅１２．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609021280 ビル用ジョイナー 入隅１５．５　厚１．０ｍｍ　長２，７３０ｍｍ アルミＢＦ－１５．５ 創建 ビル用ジョイナー　アルミ 入隅１５．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609022022 ビル用ジョイナー Ｈ型３．５　厚１．０ｍｍ　長１，８２０ｍｍ 塩ビＨＧ－３．５ 創建 ビル用ジョイナー　塩ビ Ｈ型３．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609022024 ビル用ジョイナー Ｈ型６．５　厚１．０ｍｍ　長１，８２０ｍｍ 塩ビＨＧ－６．５ 創建 ビル用ジョイナー　塩ビ Ｈ型６．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609022026 ビル用ジョイナー Ｈ型９．５　厚１．０ｍｍ　長１，８２０ｍｍ 塩ビＨＧ－９．５ 創建 ビル用ジョイナー　塩ビ Ｈ型９．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609022028 ビル用ジョイナー Ｈ型１２．５　厚１．０ｍｍ　長１，８２０ｍｍ 塩ビＨＧ－１２．５ 創建 ビル用ジョイナー　塩ビ Ｈ型１２．５　Ｔ１ｍｍ 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609040210 コーナー金物 パルコーナーＨＣ３０３０ 幅３０ｍｍ×長３，０００ｍｍ ステンレス ケージーパルテック コーナー金物　パルコーナー ＨＣ３０３０　ステンレス 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609040230 コーナー金物 パルコーナーＨＣＢ３０３０ 幅３０ｍｍ×長３，０００ｍｍ ステンレス ケージーパルテック コーナー金物　パルコーナー ＨＣＢ３０３０　ステンレス 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609040220 コーナー金物 パルコーナーＨＣ４０３０ 幅４０ｍｍ×長３，０００ｍｍ ステンレス ケージーパルテック コーナー金物　パルコーナー ＨＣ４０３０　ステンレス 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609040240 コーナー金物 パルコーナーＨＣＢ４０３０ 幅４０ｍｍ×長３，０００ｍｍ ステンレス ケージーパルテック コーナー金物　パルコーナー ＨＣＢ４０３０　ステンレス 本 476 ○ ○ 2609 金属加工製品

床点検口 2609070005
床点検口 屋内用　一般型張物用 アルミ目地　鍵無 ４５０角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材，ダイケン，中
部コーポレーション，ナカ工業，理研軽金属工業

床点検口　屋内用　一般型張物用 アルミ目地　４５０角 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品
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床点検口 2609070010
床点検口 屋内用　一般型張物用 アルミ目地　鍵無 ６００角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材，ダイケン，中
部コーポレーション，ナカ工業，理研軽金属工業

床点検口　屋内用　一般型張物用 アルミ目地　６００角 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品

床点検口 2609070015 床点検口 屋内用　一般型張物用 ステンレス目地　鍵無 ４５０角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材 床点検口　屋内用　一般型張物用 ＳＵＳ目地　４５０角 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品

床点検口 2609070020 床点検口 屋内用　一般型張物用 ステンレス目地　鍵無 ６００角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材 床点検口　屋内用　一般型張物用 ＳＵＳ目地　６００角 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品

床点検口 2609070035
床点検口 屋内用　一般型充填用 アルミ目地　鍵無 ４５０角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材，ダイケン，中
部コーポレーション，ナカ工業，理研軽金属工業

床点検口　屋内用　一般型充填用 アルミ目地　４５０角 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品

床点検口 2609070040
床点検口 屋内用　一般型充填用 アルミ目地　鍵無 ６００角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材，ダイケン，中
部コーポレーション，ナカ工業，理研軽金属工業

床点検口　屋内用　一般型充填用 アルミ目地　６００角 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品

床点検口 2609070045 床点検口 屋内用　一般型充填用 ステンレス目地　鍵無 ４５０角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材 床点検口　屋内用　一般型充填用 ＳＵＳ目地　４５０角 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品

床点検口 2609070050 床点検口 屋内用　一般型充填用 ステンレス目地　鍵無 ６００角 公共建築協会評価品 カネソウ，第一機材 床点検口　屋内用　一般型充填用 ＳＵＳ目地　６００角 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品

天井点検口 2609061405
天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　額縁　内枠　額縁 縦３０３ｍｍ×横３０３ｍｍ 公共建築協会評価
品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業

天井点検口　一般　アルミ製 外枠額縁　内枠額縁　３０３ｍｍ 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品

天井点検口 2609061410
天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　額縁　内枠　額縁 縦４５４ｍｍ×横４５４ｍｍ 公共建築協会評価
品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業

天井点検口　一般　アルミ製 外枠額縁　内枠額縁　４５４ｍｍ 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品

天井点検口 2609061415
天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　額縁　内枠　額縁 縦６０６ｍｍ×横６０６ｍｍ 公共建築協会評価
品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業

天井点検口　一般　アルミ製 外枠額縁　内枠額縁　６０６ｍｍ 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品

天井点検口 2609061420
天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　額縁　内枠　目地 縦３０３ｍｍ×横３０３ｍｍ 公共建築協会評価
品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業

天井点検口　一般　アルミ製 外枠額縁　内枠目地　３０３ｍｍ 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品

天井点検口 2609061425
天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　額縁　内枠　目地 縦４５４ｍｍ×横４５４ｍｍ 公共建築協会評価
品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業

天井点検口　一般　アルミ製 外枠額縁　内枠目地　４５４ｍｍ 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品

天井点検口 2609061430
天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　額縁　内枠　目地 縦６０６ｍｍ×横６０６ｍｍ 公共建築協会評価
品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業

天井点検口　一般　アルミ製 外枠額縁　内枠目地　６０６ｍｍ 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品

天井点検口 2609061435
天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　目地　内枠　目地 縦３０３ｍｍ×横３０３ｍｍ 公共建築協会評価
品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業

天井点検口　一般　アルミ製 外枠目地　内枠目地　３０３ｍｍ 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品

天井点検口 2609061440
天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　目地　内枠　目地 縦４５４ｍｍ×横４５４ｍｍ 公共建築協会評価
品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業

天井点検口　一般　アルミ製 外枠目地　内枠目地　４５４ｍｍ 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品

天井点検口 2609061445
天井点検口 一般タイプ アルミ製　シルバー 外枠　目地　内枠　目地 縦６０６ｍｍ×横６０６ｍｍ 公共建築協会評価
品 創建，ダイケン，ナカ工業，理研軽金属工業

天井点検口　一般　アルミ製 外枠目地　内枠目地　６０６ｍｍ 個 477 ○ ○ 2609 金属加工製品

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020010 壁下地材 スタッド ＷＳ－５０ 幅５０ｍｍ×高４５ｍｍ×板厚０．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　スタッドＷＳ－５０ ５０×４５×０．８ｍｍ ｍ 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020020 壁下地材 スタッド ＷＳ－６５ 幅６５ｍｍ×高４５ｍｍ×板厚０．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　スタッドＷＳ－６５ ６５×４５×０．８ｍｍ ｍ 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材
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建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020030 壁下地材 スタッド ＷＳ－７５ 幅７５ｍｍ×高４５ｍｍ×板厚０．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　スタッドＷＳ－７５ ７５×４５×０．８ｍｍ ｍ 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020040 壁下地材 スタッド ＷＳ－９０ 幅９０ｍｍ×高４５ｍｍ×板厚０．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　スタッドＷＳ－９０ ９０×４５×０．８ｍｍ ｍ 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020050 壁下地材 スタッド ＷＳ－１００ 幅１００ｍｍ×高４５ｍｍ×板厚０．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　スタッドＷＳ－１００ １００×４５×０．８ｍｍ ｍ 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020060 壁下地材 ランナ ＷＲ－５０ 幅５２ｍｍ×高４０ｍｍ×板厚０．８ｍｍ　長４ｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　ランナＷＲ－５０ ５２×４０×０．８ｍｍ 本 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020070 壁下地材 ランナ ＷＲ－６５ 幅６７ｍｍ×高４０ｍｍ×板厚０．８ｍｍ　長４ｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　ランナＷＲ－６５ ６７×４０×０．８ｍｍ 本 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020080 壁下地材 ランナ ＷＲ－７５ 幅７７ｍｍ×高４０ｍｍ×板厚０．８ｍｍ　長４ｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　ランナＷＲ－７５ ７７×４０×０．８ｍｍ 本 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020090 壁下地材 ランナ ＷＲ－９０ 幅９２ｍｍ×高４０ｍｍ×板厚０．８ｍｍ　長４ｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　ランナＷＲ－９０ ９２×４０×０．８ｍｍ 本 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020100 壁下地材 ランナ ＷＲ－１００ 幅１０２ｍｍ×高４０ｍｍ×板厚０．８ｍｍ　長４ｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　ランナＷＲ－１００ １０２×４０×０．８ｍｍ 本 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020110 壁下地材 振れ止め ＷＢ－１９ 幅１９ｍｍ×高１０ｍｍ×板厚１．２ｍｍ　長４ｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　振れ止めＷＢ－１９ １９×１０×１．２ｍｍ ｍ 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020120 壁下地材 振れ止め ＷＢ－２５ 幅２５ｍｍ×高１０ｍｍ×板厚１．２ｍｍ　長４ｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　振れ止めＷＢ－２５ ２５×１０×１．２ｍｍ ｍ 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020130 壁下地材 スペーサ ＷＳ－５０用　厚０．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　スペーサ ＷＳ－５０用　Ｔ０．８ｍｍ 個 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020140 壁下地材 スペーサ ＷＳ－６５用　厚０．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　スペーサ ＷＳ－６５用　Ｔ０．８ｍｍ 個 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020150 壁下地材 スペーサ ＷＳ－７５用　厚０．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　スペーサ ＷＳ－７５用　Ｔ０．８ｍｍ 個 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020160 壁下地材 スペーサ ＷＳ－９０用　厚０．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　スペーサ ＷＳ－９０用　Ｔ０．８ｍｍ 個 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603020170 壁下地材 スペーサ ＷＳ－１００用　厚０．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　６５１７ 壁下地　スペーサ ＷＳ－１００用　Ｔ０．８ｍｍ 個 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030090 天井下地材 つりボルト （電気亜鉛めっき） ねじ山９．０ブランク８．１以上 天井下地　つりボルト ねじ山９　ブランク径８．１以上 ｍ 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030380 天井下地材 野縁受けジョイント 厚１．０ｍｍ 天井下地　野縁受けジョイント Ｔ１ｍｍ 個 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030100 天井下地材 ハンガ 厚２．０ｍｍ 天井下地　ハンガ Ｔ２ｍｍ 個 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材
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建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030030
天井下地材 （ＪＩＳ　１９形） シングル野縁　ＣＳ－１９ 幅２５ｍｍ×高１９ｍｍ×板厚０．５ｍｍ　長５ｍ ＪＩ
Ｓ　Ａ　６５１７

天井下地　シングル野縁ＣＳ１９ ＪＩＳ１９　Ｔ０．５ｍｍ ｍ 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030050
天井下地材 （ＪＩＳ　１９形） ダブル野縁　ＣＷ－１９ 幅５０ｍｍ×高１９ｍｍ×板厚０．５ｍｍ　長５ｍ ＪＩＳ
Ａ　６５１７

天井下地　ダブル野縁ＣＷ－１９ ＪＩＳ１９　Ｔ０．５ｍｍ ｍ 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030010
天井下地材 （ＪＩＳ　１９形） 野縁受け　ＣＣ－１９ 幅３８ｍｍ×高１２ｍｍ×板厚１．２ｍｍ　長５ｍ ＪＩＳ
Ａ　６５１７

天井下地　野縁受け　ＣＣ－１９ ＪＩＳ１９　Ｔ１．２ｍｍ ｍ 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030110 天井下地材 （ＪＩＳ　１９形） シングルクリップ シングル野縁用　厚０．６ｍｍ 天井下地　シングルクリップ野縁 Ｓ野縁用　ＪＩＳ１９　Ｔ０．６ 個 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030120 天井下地材 （ＪＩＳ　１９形） ダブルクリップ ダブル野縁用　厚０．６ｍｍ 天井下地　ダブルクリップ野縁 Ｗ野縁用　ＪＩＳ１９　Ｔ０．６ 個 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030130 天井下地材 （ＪＩＳ　１９形） シングル野縁ジョイント シングル野縁用　厚０．５ｍｍ 天井下地シングル野縁ジョイント ＪＩＳ１９　Ｔ０．５ｍｍ 個 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030150 天井下地材 （ＪＩＳ　１９形） ダブル野縁ジョイント ダブル野縁用　厚０．５ｍｍ 天井下地　ダブル野縁ジョイント ＪＩＳ１９　Ｔ０．５ｍｍ 個 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030040
天井下地材 （ＪＩＳ　２５形） シングル野縁　ＣＳ－２５ 幅２５ｍｍ×高２５ｍｍ×板厚０．５ｍｍ　長５ｍ ＪＩ
Ｓ　Ａ　６５１７

天井下地　シングル野縁ＣＳ２５ ＪＩＳ２５　Ｔ０．５ｍｍ ｍ 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030060
天井下地材 （ＪＩＳ　２５形） ダブル野縁　ＣＷ－２５ 幅５０ｍｍ×高２５ｍｍ×板厚０．５ｍｍ　長５ｍ ＪＩＳ
Ａ　６５１７

天井下地　ダブル野縁ＣＷ－２５ ＪＩＳ２５　Ｔ０．５ｍｍ ｍ 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030020
天井下地材 （ＪＩＳ　２５形） 野縁受け　ＣＣ－２５ 幅３８ｍｍ×高１２ｍｍ×板厚１．６ｍｍ　長５ｍ ＪＩＳ
Ａ　６５１７

天井下地　野縁受け　ＣＣ－２５ ＪＩＳ２５　Ｔ１．６ｍｍ ｍ 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030400 天井下地材 （ＪＩＳ　２５形） シングルクリップ シングル野縁用　厚０．８ｍｍ 天井下地　シングルクリップ Ｓ野縁用　ＪＩＳ２５　Ｔ０．８ 個 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030410 天井下地材 （ＪＩＳ　２５形） ダブルクリップ ダブル野縁用　厚０．８ｍｍ 天井下地　ダブルクリップ Ｗ野縁用　ＪＩＳ２５　Ｔ０．８ 個 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030140 天井下地材 （ＪＩＳ　２５形） シングル野縁ジョイント シングル野縁用　厚０．５ｍｍ 天井下地シングル野縁ジョイント ＪＩＳ２５　Ｔ０．５ｍｍ 個 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井） 2603030160 天井下地材 （ＪＩＳ　２５形） ダブル野縁ジョイント ダブル野縁用　厚０．５ｍｍ 天井下地　ダブル野縁ジョイント ＪＩＳ２５　Ｔ０．５ｍｍ 個 478 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603020470 建築用鋼製下地材（壁・天井） トーケン角スタッド 幅２０ｍｍ×高４０ｍｍ　ＴＫ－４０２０ トーケン工業 壁下地　トーケン角スタッド ＴＫ－４０２０　Ｗ２０ｍｍ ｍ 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603020380 建築用鋼製下地材（壁・天井） トーケン角スタッド 幅２５ｍｍ×高４０ｍｍ　ＴＫ－４０２５ トーケン工業 壁下地　トーケン角スタッド ＴＫ－４０２５　Ｗ２５ｍｍ ｍ 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603020480 建築用鋼製下地材（壁・天井） トーケン角スタッド 幅４０ｍｍ×高４０ｍｍ　ＴＫ－４０４０ トーケン工業 壁下地　トーケン角スタッド ＴＫ－４０４０　Ｗ４０ｍｍ ｍ 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603020390 建築用鋼製下地材（壁・天井） トーケン角スタッド 幅４５ｍｍ×高４０ｍｍ　ＴＫ－４０４５ トーケン工業 壁下地　トーケン角スタッド ＴＫ－４０４５　Ｗ４５ｍｍ ｍ 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材
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建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603020400 建築用鋼製下地材（壁・天井） トーケン角スタッド 幅５０ｍｍ×高４０ｍｍ　ＴＫ－４０５０ トーケン工業 壁下地　トーケン角スタッド ＴＫ－４０５０　Ｗ５０ｍｍ ｍ 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603020410 建築用鋼製下地材（壁・天井） トーケン角スタッド 幅６５ｍｍ×高４５ｍｍ　ＴＫ－４５６５ トーケン工業 壁下地　トーケン角スタッド ＴＫ－４５６５　Ｗ６５ｍｍ ｍ 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603020490
建築用鋼製下地材（壁・天井） ＴＫ用ランナ 幅２２ｍｍ×高４０ｍｍ×高３０ｍｍ　ＴＫランナ２０　長４ｍ トーケ
ン工業

壁下地　ＴＫランナ２０ ２２×４０×３０ｍｍ　トーケン 本 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603020500
建築用鋼製下地材（壁・天井） ＴＫ用ランナ 幅２７ｍｍ×高４０ｍｍ×高３０ｍｍ　ＴＫランナ２５　長４ｍ トーケ
ン工業

壁下地　ＴＫランナ２５ ２７×４０×３０ｍｍ　トーケン 本 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603020510
建築用鋼製下地材（壁・天井） ＴＫ用ランナ 幅４２ｍｍ×高４０ｍｍ×高３０ｍｍ　ＴＫランナ４０　長４ｍ トーケ
ン工業

壁下地　ＴＫランナ４０ ４２×４０×３０ｍｍ　トーケン 本 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603020520
建築用鋼製下地材（壁・天井） ＴＫ用ランナ 幅４７ｍｍ×高４０ｍｍ×高３０ｍｍ　ＴＫランナ４５　長４ｍ トーケ
ン工業

壁下地　ＴＫランナ４５ ４７×４０×３０ｍｍ　トーケン 本 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603020212
建築用鋼製下地材（壁・天井） ＴＫ用ランナ 幅５２ｍｍ×高４０ｍｍ×高４０ｍｍ　ＴＫランナ５０　長４ｍ トーケ
ン工業

壁下地　ＴＫランナ５０ ５２×４０×４０ｍｍ　トーケン 本 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603020214
建築用鋼製下地材（壁・天井） ＴＫ用ランナ 幅６７ｍｍ×高４０ｍｍ×高４０ｍｍ　ＴＫランナ６５　長４ｍ トーケ
ン工業

壁下地　ＴＫランナ６５ ６７×４０×４０ｍｍ　トーケン 本 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603020530 建築用鋼製下地材（壁・天井） 角スタクリップ ＴＫクリップ　４０４５＆Ｃ－３８ トーケン工業 壁下地　角スタクリップ ＴＫクリップ４０４５＆Ｃ－３８ 個 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603020540 建築用鋼製下地材（壁・天井） ランナスペーサ １０ｍｍ トーケン工業 壁下地　ランナスペーサ １０ｍｍ　トーケン工業 個 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603020240 建築用鋼製下地材（壁・天井） 防振ハンガー 緩衝体付き　幅２５ｍｍ×高２０ｍｍ（ビス付き） トーケン工業 壁下地　防振ハンガー ２５×２０ｍｍ　トーケン工業 組 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603020362
建築用鋼製下地材（壁・天井） アングルスタッド ＡＳ８３５－１８００ 幅３５ｍｍ×高７ｍｍ×板厚０．８ｍｍ　長
１．８ｍ ニチラス

壁下地　アングルスタッド ＡＳ８３５－１８００　ニチラス 本 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603030290
建築用鋼製下地材（壁・天井） ステンレス製 Ｃ－３８チャンネル 幅３８ｍｍ×高１２ｍｍ×板厚１．０ｍｍ　長５ｍ
トーケン工業

天井下地　Ｃ－３８　チャンネル ３８×１２×１ｍｍトーケン工業 ｍ 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603030300
建築用鋼製下地材（壁・天井） ステンレス製 １９－Ｓシングル野縁 幅２５ｍｍ×高１９ｍｍ×板厚０．４ｍｍ　長５
ｍ トーケン工業

天井下地　１９－Ｓシングル野縁 ２５×１９×０．４ｍｍトーケン ｍ 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603030310
建築用鋼製下地材（壁・天井） ステンレス製 １９－Ｗダブル野縁 幅５０ｍｍ×高１９ｍｍ×板厚０．４ｍｍ　長５ｍ
トーケン工業

天井下地　１９－Ｗダブル野縁 ５０×１９×０．４ｍｍトーケン ｍ 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603030320
建築用鋼製下地材（壁・天井） ステンレス製 ハンガ 幅２３ｍｍ×高１００ｍｍ×板厚２．０ｍｍ　ビスナット付き
トーケン工業

天井下地　ハンガ ２３×１００×２ｍｍ　トーケン 組 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603030330 建築用鋼製下地材（壁・天井） ステンレス製 シングルクリップＳＣ シングル野縁用 トーケン工業 天井下地　シングルクリップＳＣ シングル野縁用　トーケン工業 個 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603030340 建築用鋼製下地材（壁・天井） ステンレス製 ダブルクリップＷＣ ダブル野縁用 トーケン工業 天井下地　ダブルクリップＷＣ ダブル野縁用　トーケン工業 個 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材
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建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603030350 建築用鋼製下地材（壁・天井） ステンレス製 シングルジョイントＳＪ シングル野縁用 トーケン工業 天井下地シングルジョイントＳＪ シングル野縁用　トーケン工業 個 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603030360 建築用鋼製下地材（壁・天井） ステンレス製 ダブルジョイントＷＪ ダブル野縁用 トーケン工業 天井下地　ダブルジョイントＷＪ ダブル野縁用　トーケン工業 個 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603030420 建築用鋼製下地材（壁・天井） ステンレス製 チャンネルジョイントＣＪ 野縁受用 トーケン工業 天井下地　チャンネルジョイント 野縁受用　トーケン工業 個 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603030370 建築用鋼製下地材（壁・天井） ステンレス製 吊りボルト ９ｍｍ用　ナット２個付き　１ｍ トーケン工業 天井下地　吊りボルト ９ｍｍ用ナット２個付　トーケン 本 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603030295
建築用鋼製下地材（壁・天井） 耐風圧天井下地材 ＴＮチャンネル 幅１５ｍｍ×高５０ｍｍ×板厚１．６ｍｍ　長５ｍ
トーケン工業

天井下地　ＴＮチャンネル １５×５０×１．６ｍｍトーケン ｍ 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603030297
建築用鋼製下地材（壁・天井） 耐風圧天井下地材 ＴＮバー 幅５０ｍｍ×高２５ｍｍ×板厚０．８ｍｍ　長５ｍ トー
ケン工業

天井下地　ＴＮバー ５０×２５×０．８ｍｍトーケン ｍ 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603030325
建築用鋼製下地材（壁・天井） 耐風圧天井下地材 ＴＮハンガー 幅１１０ｍｍ×高３０ｍｍ×板厚３．２ｍｍ トーケ
ン工業

天井下地　ＴＮハンガー １１０×３０×３．２ｍｍ 個 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品― 2603030345
建築用鋼製下地材（壁・天井） 耐風圧天井下地材 ＴＮ（抱合せ）クリップ 幅１５ｍｍ×高５０ｍｍ×板厚１．２ｍｍ
トーケン工業

天井下地　ＴＮクリップ １５×５０×１．２ｍｍトーケン 組 479 ○ ○ 2603 鋼製下地材

パーライト―ブランド品― 2705010060 パーライト 三井パーライト Ｂ 真珠岩　１００ｌ／袋 三井金属鉱業 三井パーライトＢ 真珠岩　１００Ｌ 袋 480 ○ ○ 2705 軽量骨材

パーライト―ブランド品― 2705010010 パーライト 三井パーライト Ｃ 真珠岩　１００ｌ／袋 三井金属鉱業 三井パーライトＣ 真珠岩　１００Ｌ 袋 480 ○ ○ 2705 軽量骨材

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010240 プレミックス（既調合）モルタル イビモルキング 一般用　２５ｋｇ／袋 イビケン プレミックスモルタル イビモルキング　２５ｋｇ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010250 プレミックス（既調合）モルタル イビモルＧ 補修用　２５ｋｇ／袋 イビケン プレミックスモルタル イビモルＧ　２５ｋｇ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010330 プレミックス（既調合）モルタル Ｕミックス ＃１０ しごき用　２５ｋｇ／袋 宇部興産建材 プレミックスモルタル Ｕミックス＃１０　２５ｋｇ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010340 プレミックス（既調合）モルタル Ｕミックス ＃２０ 薄塗り用　２５ｋｇ／袋 宇部興産建材 プレミックスモルタル Ｕミックス＃２０　２５ｋｇ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010350 プレミックス（既調合）モルタル Ｕミックス ＃３０ 厚塗り用　２５ｋｇ／袋 宇部興産建材 プレミックスモルタル Ｕミックス＃３０　２５ｋｇ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010270 プレミックス（既調合）モルタル エレホン ＃４１５ 補修用　２５ｋｇ／袋 エレホン・化成工業 プレミックスモルタル エレホン＃４１５　２５ｋｇ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010490 プレミックス（既調合）モルタル エースモルタルⅡ ラス下地用，軽量モルタル　２５ｋｇ／袋 トクヤマエムテック プレミックスモルタル エースモルタル２　２５ｋｇ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010040 プレミックス（既調合）モルタル ハイモル 補修用　２５ｋｇ／袋 昭和電工建材 プレミックスモルタル ハイモル　補修用　２５ｋｇ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル
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プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010440 プレミックス（既調合）モルタル ハイモルスーパー ＃１０ しごき用　２５ｋｇ／袋 昭和電工建材 プレミックスモルタル ハイモルスーパー＃１０ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010450 プレミックス（既調合）モルタル ハイモルスーパー ＃２０ 薄塗り用　２５ｋｇ／袋 昭和電工建材 プレミックスモルタル ハイモルスーパー＃２０ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010460 プレミックス（既調合）モルタル ハイモルスーパー ＃３０ 厚塗り用　２５ｋｇ／袋 昭和電工建材 プレミックスモルタル ハイモルスーパー＃３０ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010470 プレミックス（既調合）モルタル ハイモルスーパー ＃１００ 重骨系　２５ｋｇ／袋 昭和電工建材 プレミックスモルタル ハイモルスーパー＃１００ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010074 プレミックス（既調合）モルタル ハイモルマックス ＃１０ しごき用　２５ｋｇ／袋 昭和電工建材 プレミックスモルタル ハイモルマックス＃１０ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010076 プレミックス（既調合）モルタル ハイモルマックス ＃２０ 薄塗り用　２５ｋｇ／袋 昭和電工建材 プレミックスモルタル ハイモルマックス＃２０ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010540 プレミックス（既調合）モルタル ハイモルマックス ＃３０ 厚塗り用　２５ｋｇ／袋 昭和電工建材 プレミックスモルタル ハイモルマックス＃３０ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010550 プレミックス（既調合）モルタル ハイモルマックス ＃３００ 厚塗り用　２５ｋｇ／袋 昭和電工建材 プレミックスモルタル ハイモルマックス＃３００ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010560 プレミックス（既調合）モルタル ハイモルマックスネオ 補修用　２５ｋｇ／袋 昭和電工建材 プレミックスモルタル ハイモルマックスネオ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010090 プレミックス（既調合）モルタル チチブＶセメント 薄塗り補修用　２０ｋｇ／袋 秩父コンクリート工業 プレミックスモルタル チチブＶセメント　２０ｋｇ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010190 プレミックス（既調合）モルタル ＮＳボンドセメント 薄塗り用　２５ｋｇ／袋 日本化成 プレミックスモルタル ＮＳボンドセメント　２５ｋｇ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010500 プレミックス（既調合）モルタル ラスモル 一般用　２５ｋｇ／袋 富士川建材工業 プレミックスモルタル ラスモル　一般用　２５ｋｇ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010510 プレミックス（既調合）モルタル フジライト ＃１０ しごき用　２５ｋｇ／袋 富士川建材工業 プレミックスモルタル フジライト＃１０　２５ｋｇ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

プレミックス（既調合）モルタル―ブランド品
―

2709010520 プレミックス（既調合）モルタル フジライト ＃２０ 薄塗り補修用　２５ｋｇ／袋 富士川建材工業 プレミックスモルタル フジライト＃２０　２５ｋｇ 袋 480 ○ ○ 2709 プレミックスモルタル

着色材【公表価格】 2707040200 着色材 マイン 赤（バイエル）　５００ｇ入 ヤブ原 着色材 マイン　赤（バイエル）５００ｇ 箱 480 ○ ○ 2707 混入材

着色材【公表価格】 2707040210 着色材 マイン 緑（バイエル）　５００ｇ入 ヤブ原 着色材 マイン　緑（バイエル）５００ｇ 箱 480 ○ ○ 2707 混入材

着色材【公表価格】 2707040220 着色材 マイン 茶（バイエル）　５００ｇ入 ヤブ原 着色材 マイン　茶（バイエル）５００ｇ 箱 480 ○ ○ 2707 混入材

着色材【公表価格】 2707040230 着色材 マイン 小豆（バイエル）　５００ｇ入 ヤブ原 着色材 マイン　小豆　バイエル５００ｇ 箱 480 ○ ○ 2707 混入材
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着色材【公表価格】 2707040240 着色材 マイン 山吹（バイエル）　５００ｇ入 ヤブ原 着色材 マイン　山吹　バイエル５００ｇ 箱 480 ○ ○ 2707 混入材

着色材【公表価格】 2707040250 着色材 マイン 黒（バイエル）　５００ｇ入 ヤブ原 着色材 マイン　黒（バイエル）５００ｇ 箱 480 ○ ○ 2707 混入材

着色材【公表価格】 2707040280 着色材 マイン 空　５００ｇ入 ヤブ原 着色材 マイン　空　５００ｇ 箱 480 ○ ○ 2707 混入材

着色材【公表価格】 2707040120 着色材 パーフェクチン 赤　４５０ｇ入 冨士商会 着色材 パーフェクチン　赤　４５０ｇ 箱 480 ○ ○ 2707 混入材

着色材【公表価格】 2707040130 着色材 パーフェクチン 黄　４５０ｇ入 冨士商会 着色材 パーフェクチン　黄　４５０ｇ 箱 480 ○ ○ 2707 混入材

着色材【公表価格】 2707040340 着色材 パーフェクチン 緑３号　４５０ｇ入 冨士商会 着色材 パーフェクチン　緑３号４５０ｇ 箱 480 ○ ○ 2707 混入材

着色材【公表価格】 2707040150 着色材 パーフェクチン 茶　４５０ｇ入 冨士商会 着色材 パーフェクチン　茶　４５０ｇ 箱 480 ○ ○ 2707 混入材

着色材【公表価格】 2707040160 着色材 パーフェクチン 褐色　４５０ｇ入 冨士商会 着色材 パーフェクチン　褐色　４５０ｇ 箱 480 ○ ○ 2707 混入材

着色材【公表価格】 2707040170 着色材 パーフェクチン 小豆　７００ｇ入 冨士商会 着色材 パーフェクチン　小豆　７００ｇ 箱 480 ○ ○ 2707 混入材

モルタル接着増強剤―ブランド品― 2707050190 モルタル接着増強剤 イビハイボンド 塗布混入型 １８ｋｇ イビケン モルタル接着増強剤 イビハイボンド　１８ｋｇ 缶 481 ○ ○ 2707 混入材

モルタル接着増強剤―ブランド品― 2707050200 モルタル接着増強剤 イビフレックス 塗布混入型 １８ｋｇ イビケン モルタル接着増強剤 イビフレックス　１８ｋｇ 缶 481 ○ ○ 2707 混入材

モルタル接着増強剤―ブランド品― 2707050195 モルタル接着増強剤 イビボンドエース 塗布混入型 １８ｋｇ イビケン モルタル接着増強剤 イビボンドエース　１８ｋｇ 缶 481 ○ ○ 2707 混入材

モルタル接着増強剤―ブランド品― 2707050330 モルタル接着増強剤 太平洋モルトップエマルション 塗布混入型 １８ｋｇ 太平洋マテリアル モルタル接着増強剤 太平洋モルトップエマルション 缶 481 ○ ○ 2707 混入材

モルタル接着増強剤―ブランド品― 2707050370 モルタル接着増強剤 ハイモルエマルジョンＥＶ－３００ 混入塗布兼用型 １８ｋｇ 昭和電工建材 モルタル接着増強剤 ハイモルエマルジョンＥＶ３００ 缶 481 ○ ○ 2707 混入材

モルタル接着増強剤―ブランド品― 2707050380 モルタル接着増強剤 ペタルスＡＣ３００ 混入塗布兼用型 １８ｋｇ 昭和電工建材 モルタル接着増強剤 ペタルス　ＡＣ３００　１８ｋｇ 缶 481 ○ ○ 2707 混入材

モルタル接着増強剤―ブランド品― 2707050390 モルタル接着増強剤 ペタルスＳＢ３００ 混入型 １８ｋｇ 昭和電工建材 モルタル接着増強剤 ペタルス　ＳＢ３００　１８ｋｇ 缶 481 ○ ○ 2707 混入材

モルタル接着増強剤―ブランド品― 2707050340 モルタル接着増強剤 チチブエースボンド 塗布混練型 １８ｋｇ 秩父コンクリート工業 モルタル接着増強剤 チチブエースボンド　１８ｋｇ 缶 481 ○ ○ 2707 混入材

モルタル接着増強剤―ブランド品― 2707050180 モルタル接着増強剤 ベースタック 混練型 １８ｋｇ ボース モルタル接着増強剤 ベースタック　１８ｋｇ 缶 481 ○ ○ 2707 混入材
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モルタル接着増強剤―ブランド品― 2707050400 モルタル接着増強剤 キープジョンＫ－１００ 塗布混入型 １８ｋｇ トクヤマエムテック モルタル接着増強剤 キープジョンＫ１００　１８ｋｇ 缶 481 ○ ○ 2707 混入材

モルタル接着増強剤―ブランド品― 2707050250 モルタル接着増強剤 ＮＳハイフレックスＨＦ－１０００ 塗布混入型 １８ｋｇ 日本化成 モルタル接着増強剤 ＮＳハイフレックスＨＦ１０００ 缶 481 ○ ○ 2707 混入材

モルタル接着増強剤―ブランド品― 2707050130 モルタル接着増強剤 ハイレヂメント 塗布混入型 １８ｋｇ 冨士商会 モルタル接着増強剤 ハイレヂメント　１８ｋｇ 缶 481 ○ ○ 2707 混入材

モルタル接着増強剤―ブランド品― 2707050220 モルタル接着増強剤 ポリマー＃１０００ 塗布混入型 １８ｋｇ マノール モルタル接着増強剤 ポリマー＃１０００　１８ｋｇ 缶 481 ○ ○ 2707 混入材

モルタル接着増強剤―ブランド品― 2707050230 モルタル接着増強剤 マノールＳＢＲ 混練型 １８ｋｇ マノール モルタル接着増強剤 マノールＳＢＲ　１８ｋｇ 缶 481 ○ ○ 2707 混入材

モルタル接着増強剤―ブランド品― 2707050160 モルタル接着増強剤 Ｕプライマー４５ 塗布混入型 １８ｋｇ 宇部興産建材 モルタル接着増強剤 Ｕプライマー４５　１８ｋｇ 缶 481 ○ ○ 2707 混入材

左官用金物 2605010015 左官用金物 ラス メタルラス 平ラス０号　幅６１０ｍｍ×長１，８２９ｍｍ メタルラス 平ラス　０号 ｍ２ 481 ○ ○ 2605 ラス

左官用金物 2605010020 左官用金物 ラス メタルラス 平ラスＦ４５０（１号）　幅６１０ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５５０５ メタルラス 平ラスＦ４５０（１号） ｍ２ 481 ○ ○ 2605 ラス

左官用金物 2605010025 左官用金物 ラス メタルラス 平ラスＦ５００（２号）　幅６１０ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５５０５ メタルラス 平ラスＦ５００（２号） ｍ２ 481 ○ ○ 2605 ラス

左官用金物 2605010030 左官用金物 ラス メタルラス 平ラスＦ７００（３号）　幅６１０ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５５０５ メタルラス 平ラスＦ７００（３号） ｍ２ 481 ○ ○ 2605 ラス

左官用金物 2605010035 左官用金物 ラス メタルラス 平ラスＦ１０５０（４号）　幅６１０ｍｍ×長１，８２９ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５５０５ メタルラス 平ラスＦ１０５０（４号） ｍ２ 481 ○ ○ 2605 ラス

左官用金物 2711010010 左官用金物 定木 目地定木 塩ビ製　モルタル用 定木　目地定木 塩ビ製　モルタル用 ｍ 481 ○ ○ 2711 左官用金物

左官用金物 2711010020 左官用金物 定木 コーナー定木 塩ビ製　モルタル用 定木　コーナー定木 塩ビ製　モルタル用 ｍ 481 ○ ○ 2711 左官用金物

ビル用スチール規格ドア―ブランド品― 3005015002
ビル用スチール規格ドア ＥＸＩＭＡ　８０Ｓｔ ＴｙｐｅＦ（標準金物込み） 幅８００×高１，９００ｍｍ 片開 ＹＫ
Ｋ　ＡＰ

スチールドアＥＸＩＭＡ８０Ｓｔ ＴｙｐｅＦ（金物込み）片開 枚 482 ○ ○ 3005 ドア

ビル用スチール規格ドア―ブランド品― 3005015004
ビル用スチール規格ドア ＥＸＩＭＡ　８０Ｓｔ ＴｙｐｅＭ（標準金物込み） 幅８００×高１，９００ｍｍ 片開 ＹＫ
Ｋ　ＡＰ

スチールドアＥＸＩＭＡ８０Ｓｔ ＴｙｐｅＭ（金物込み）片開 枚 482 ○ ○ 3005 ドア

ビル用手すり―ブランド品― 3411013502 ビル用手すり プリオーレ 高１，１００ｍｍ パネルタイプ（パネル別途）　１段笠木　シルバー サンリット工営 手すり　プリオーレ パネルタイプ ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

ビル用手すり―ブランド品― 3411013526
ビル用手すり プリオーレ アドバンス 高１，１００ｍｍ 左右スライド式パネル縦枠タイプ（ガラス別途）　１段笠木
シルバー サンリット工営

手すり　プリオーレ アドバンス　スライドパネル縦枠 ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

ビル用手すり―ブランド品― 3411013528
ビル用手すり プリオーレ バーティカルルーバー 高１，１００ｍｍ ３０×１５　縦格子タイプ　１段笠木　シルバー
サンリット工営

手すり　プリオーレ バーティカルルーバー　縦格子 ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット
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ビル用手すり―ブランド品― 3411013504 ビル用手すり フェリシア 高１，１００ｍｍ 目隠しルーバー　持出型　シルバー サンリット工営 手すり　フェリシア 目隠しルーバー　持出型 ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

ビル用手すり―ブランド品― 3411013506 ビル用手すり リビーナ 高１，１００ｍｍ 格子枠　持出型　１段笠木　シルバー サンリット工営 手すり　リビーナ 格子枠　持出型 ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

ビル用手すり―ブランド品― 3411013508 ビル用手すり ミネルバ 高１，１００ｍｍ 面格子　持出型　１段笠木　シルバー サンリット工営 手すり　ミネルバ 面格子　持出型 ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

ビル用手すり―ブランド品― 3411013510 ビル用手すり エイミー 高１，１００ｍｍ ２２×２５　横格子　持出型　シルバー サンリット工営 手すり　エイミー ２２×２５　横格子　持出型 ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

ビル用手すり―ブランド品― 3411013512 ビル用手すり リリアン 高１，１００ｍｍ 箱型パネル　持出型　１段笠木　シルバー サンリット工営 手すり　リリアン 箱型パネル　持出型 ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

ビル用手すり―ブランド品― 3411013514
ビル用手すり パラフェンス ＳＢＬ６０ 高１，１００ｍｍ フレームレスタイプ（パネル別途）　１段笠木　シルバー
サンリット工営

手すり　パラフェンス ＳＢＬ６０　フレームレス ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

ビル用手すり―ブランド品― 3411013516
ビル用手すり パラフェンス ＳＢＬ６０ 高１，１００ｍｍ ２０×２０　縦格子タイプ　１段笠木　シルバー サンリッ
ト工営

手すり　パラフェンス ＳＢＬ６０　２０×２０　縦格子 ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

ビル用手すり―ブランド品― 3411013518 ビル用手すり パラフェンス ＳＢＬ６０ 高２００ｍｍ トップレールタイプ　１段笠木　シルバー サンリット工営 手すり　パラフェンス ＳＢＬ６０　トップレール ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

ビル用手すり―ブランド品― 3411013520
ビル用手すり パラフェンス ＳＢＬ７０ 高１，１００ｍｍ パネルタイプ（パネル別途）　１段笠木　シルバー サン
リット工営

手すり　パラフェンス ＳＢＬ７０　パネル ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

ビル用手すり―ブランド品― 3411013522
ビル用手すり パラフェンス ＳＢＬ７０ 高１，１００ｍｍ ２０×２０　縦格子タイプ　１段笠木　シルバー サンリッ
ト工営

手すり　パラフェンス ＳＢＬ７０　２０×２０　縦格子 ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

ビル用手すり―ブランド品― 3411013524 ビル用手すり パラフェンス ＳＢＬ７０ 高２００ｍｍ トップレールタイプ　１段笠木　シルバー サンリット工営 手すり　パラフェンス ＳＢＬ７０　トップレール ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

ビル用手すり―ブランド品― 3411013530
ビル用手すり パラフェンス ＫＳＢＬ７０ 高１，１００ｍｍ ２０×２０　縦格子タイプ　改修ＢＬ認定手摺　１段笠
木　シルバー サンリット工営

手すり　パラフェンス ＫＳＢＬ７０　２０×２０縦格子 ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

ビル用手すり―ブランド品― 3411013090
ビル用手すり サンレール ＳＳ－Ｐ１－Ｓ６５４０ 高１，１００ｍｍ 立格子デザイン　１段笠木　シルバー サンレー
ル

手すり　サンレール ＳＳ－Ｐ１－Ｓ６５４０ ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

ビル用手すり―ブランド品― 3411013100
ビル用手すり サンレール ＳＳ－Ｐ１４Ｒ－Ｓ６５４０ 高１，１００ｍｍ パネルデザイン（パンチング）　１段笠木
シルバー サンレール

手すり　サンレール ＳＳ－Ｐ１４Ｒ－Ｓ６５４０ ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

ビル用手すり―ブランド品― 3411013110
ビル用手すり サンレール ＳＳ－Ｐ１７Ｒ－Ｓ６５４０ 高１，１００ｍｍ パネルデザイン（ポリカーボネート）　１
段笠木　シルバー サンレール

手すり　サンレール ＳＳ－Ｐ１７Ｒ－Ｓ６５４０ ｍ 482 ○ ○ 3411 外部ユニット

シャッター本体 3009011065
シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅２，０００ｍｍ×高４，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ａ，Ｂ

防煙シャッター　スチール製 Ｗ２０００×Ｈ４０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009011070
シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅３，０００ｍｍ×高２，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ａ，Ｂ

防煙シャッター　スチール製 Ｗ３０００×Ｈ２０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009011075
シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅３，０００ｍｍ×高２，５００ｍ
ｍ 開閉装置Ａ，Ｂ

防煙シャッター　スチール製 Ｗ３０００×Ｈ２５００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター
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シャッター本体 3009011080
シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅３，０００ｍｍ×高３，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ａ，Ｂ

防煙シャッター　スチール製 Ｗ３０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009011085
シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅３，０００ｍｍ×高４，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ

防煙シャッター　スチール製 Ｗ３０００×Ｈ４０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009011090
シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅４，０００ｍｍ×高２，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ａ，Ｂ

防煙シャッター　スチール製 Ｗ４０００×Ｈ２０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009011100
シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅４，０００ｍｍ×高３，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ

防煙シャッター　スチール製 Ｗ４０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009011105
シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅４，５００ｍｍ×高３，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ

防煙シャッター　スチール製 Ｗ４５００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009011110
シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅５，０００ｍｍ×高２，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ

防煙シャッター　スチール製 Ｗ５０００×Ｈ２０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009011120
シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅５，０００ｍｍ×高３，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ

防煙シャッター　スチール製 Ｗ５０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009011130
シャッター本体 重量シャッター 防煙シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅５，０００ｍｍ×高４，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ｃ，Ｄ

防煙シャッター　スチール製 Ｗ５０００×Ｈ４０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009021075
シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅２，０００ｍｍ×高３，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ａ，Ｂ

防火シャッター　スチール製 Ｗ２０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009021077
シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅２，０００ｍｍ×高４，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ａ，Ｂ

防火シャッター　スチール製 Ｗ２０００×Ｈ４０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009021080
シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅３，０００ｍｍ×高２，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ａ，Ｂ

防火シャッター　スチール製 Ｗ３０００×Ｈ２０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009021090
シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅３，０００ｍｍ×高３，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ａ，Ｂ

防火シャッター　スチール製 Ｗ３０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009021095
シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅３，０００ｍｍ×高４，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ

防火シャッター　スチール製 Ｗ３０００×Ｈ４０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009021100
シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅４，０００ｍｍ×高２，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ａ，Ｂ

防火シャッター　スチール製 Ｗ４０００×Ｈ２０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009021110
シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅４，０００ｍｍ×高３，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ

防火シャッター　スチール製 Ｗ４０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009021115
シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅４，５００ｍｍ×高３，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ

防火シャッター　スチール製 Ｗ４５００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009021120
シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅５，０００ｍｍ×高２，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ

防火シャッター　スチール製 Ｗ５０００×Ｈ２０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009021130
シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅５，０００ｍｍ×高３，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ

防火シャッター　スチール製 Ｗ５０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター
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シャッター本体 3009021135
シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅５，０００ｍｍ×高４，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ｃ，Ｄ

防火シャッター　スチール製 Ｗ５０００×Ｈ４０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009021137
シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅６，０００ｍｍ×高２，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ｂ，Ｃ

防火シャッター　スチール製 Ｗ６０００×Ｈ２０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009021140
シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅６，０００ｍｍ×高３，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ｃ，Ｄ

防火シャッター　スチール製 Ｗ６０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009021150
シャッター本体 重量シャッター 防火シャッター （スチール製，厚１．６ｍｍ） 幅６，０００ｍｍ×高４，０００ｍ
ｍ 開閉装置Ｃ，Ｄ

防火シャッター　スチール製 Ｗ６０００×Ｈ４０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009041070
シャッター本体 重量グリルシャッター スチールグリルシャッター 幅３，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

グリルシャッター　スチール製 Ｗ３０００×Ｈ２０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009041080
シャッター本体 重量グリルシャッター スチールグリルシャッター 幅３，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

グリルシャッター　スチール製 Ｗ３０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009041090
シャッター本体 重量グリルシャッター スチールグリルシャッター 幅４，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

グリルシャッター　スチール製 Ｗ４０００×Ｈ２０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009041100
シャッター本体 重量グリルシャッター スチールグリルシャッター 幅４，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

グリルシャッター　スチール製 Ｗ４０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009041105
シャッター本体 重量グリルシャッター スチールグリルシャッター 幅４，５００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

グリルシャッター　スチール製 Ｗ４５００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009041110
シャッター本体 重量グリルシャッター スチールグリルシャッター 幅５，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

グリルシャッター　スチール製 Ｗ５０００×Ｈ２０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009041120
シャッター本体 重量グリルシャッター スチールグリルシャッター 幅５，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

グリルシャッター　スチール製 Ｗ５０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009042050
シャッター本体 重量グリルシャッター ステンレスグリルシャッター 幅４，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

グリルシャッター　ステンレス製 Ｗ４０００×Ｈ２０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009042060
シャッター本体 重量グリルシャッター ステンレスグリルシャッター 幅４，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

グリルシャッター　ステンレス製 Ｗ４０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009042065
シャッター本体 重量グリルシャッター ステンレスグリルシャッター 幅４，５００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

グリルシャッター　ステンレス製 Ｗ４５００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009042070
シャッター本体 重量グリルシャッター ステンレスグリルシャッター 幅５，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 開閉装置
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

グリルシャッター　ステンレス製 Ｗ５０００×Ｈ２０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009042080
シャッター本体 重量グリルシャッター ステンレスグリルシャッター 幅５，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 開閉装置
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

グリルシャッター　ステンレス製 Ｗ５０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009030040 シャッター本体 軽量シャッター スチール製 厚０．５ｍｍ 幅２，５００ｍｍ×高２，５００ｍｍ 軽量シャッター　スチール製 ２５００×２５００ｍｍＴ０．５ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009030050 シャッター本体 軽量シャッター スチール製 厚０．５ｍｍ 幅２，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 軽量シャッター　スチール製 ２０００×３０００ｍｍＴ０．５ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター
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シャッター本体 3009030060 シャッター本体 軽量シャッター スチール製 厚０．５ｍｍ 幅３，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 軽量シャッター　スチール製 ３０００×２０００ｍｍＴ０．５ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009030070 シャッター本体 軽量シャッター スチール製 厚０．５ｍｍ 幅３，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 軽量シャッター　スチール製 ３０００×３０００ｍｍＴ０．５ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009030080 シャッター本体 軽量シャッター スチール製 厚０．８ｍｍ 幅２，５００ｍｍ×高２，５００ｍｍ 軽量シャッター　スチール製 ２５００×２５００ｍｍＴ０．８ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009030090 シャッター本体 軽量シャッター スチール製 厚０．８ｍｍ 幅２，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 軽量シャッター　スチール製 ２０００×３０００ｍｍＴ０．８ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009030100 シャッター本体 軽量シャッター スチール製 厚０．８ｍｍ 幅３，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 軽量シャッター　スチール製 ３０００×２０００ｍｍＴ０．８ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009030110 シャッター本体 軽量シャッター スチール製 厚０．８ｍｍ 幅３，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 軽量シャッター　スチール製 ３０００×３０００ｍｍＴ０．８ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009101020 シャッター本体 軽量グリルシャッター スチール製 幅２，５００ｍｍ×高２，５００ｍｍ 軽量グリルシャッター　スチール Ｗ２５００×Ｈ２５００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009101030 シャッター本体 軽量グリルシャッター スチール製 幅２，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 軽量グリルシャッター　スチール Ｗ２０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009101040 シャッター本体 軽量グリルシャッター スチール製 幅３，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 軽量グリルシャッター　スチール Ｗ３０００×Ｈ２０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009101050 シャッター本体 軽量グリルシャッター スチール製 幅３，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 軽量グリルシャッター　スチール Ｗ３０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009102020 シャッター本体 軽量グリルシャッター ステンレス製 幅２，５００ｍｍ×高２，５００ｍｍ 軽量グリルシャッターステンレス Ｗ２５００×Ｈ２５００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009102030 シャッター本体 軽量グリルシャッター ステンレス製 幅２，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 軽量グリルシャッターステンレス Ｗ２０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009102040 シャッター本体 軽量グリルシャッター ステンレス製 幅３，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 軽量グリルシャッターステンレス Ｗ３０００×Ｈ２０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3009102050 シャッター本体 軽量グリルシャッター ステンレス製 幅３，０００ｍｍ×高３，０００ｍｍ 軽量グリルシャッターステンレス Ｗ３０００×Ｈ３０００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター本体 3005031010
シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチール製 厚０．５ｍｍ 幅３，０００ｍｍ×高２，５０
０ｍｍ

オーバーヘッドドア　スチール ３０００×２５００ｍｍＴ０．５ 台 483 ○ ○ 3005 ドア

シャッター本体 3005031020
シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチール製 厚０．５ｍｍ 幅３，０００ｍｍ×高３，５０
０ｍｍ

オーバーヘッドドア　スチール ３０００×３５００ｍｍＴ０．５ 台 483 ○ ○ 3005 ドア

シャッター本体 3005031030
シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチール製 厚０．５ｍｍ 幅４，０００ｍｍ×高２，５０
０ｍｍ

オーバーヘッドドア　スチール ４０００×２５００ｍｍＴ０．５ 台 483 ○ ○ 3005 ドア

シャッター本体 3005031040
シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチール製 厚０．５ｍｍ 幅４，０００ｍｍ×高３，５０
０ｍｍ

オーバーヘッドドア　スチール ４０００×３５００ｍｍＴ０．５ 台 483 ○ ○ 3005 ドア
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シャッター本体 3005031050
シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチール製 厚０．８ｍｍ 幅３，０００ｍｍ×高２，５０
０ｍｍ

オーバーヘッドドア　スチール ３０００×２５００ｍｍＴ０．８ 台 483 ○ ○ 3005 ドア

シャッター本体 3005031060
シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチール製 厚０．８ｍｍ 幅３，０００ｍｍ×高３，５０
０ｍｍ

オーバーヘッドドア　スチール ３０００×３５００ｍｍＴ０．８ 台 483 ○ ○ 3005 ドア

シャッター本体 3005031070
シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチール製 厚０．８ｍｍ 幅４，０００ｍｍ×高２，５０
０ｍｍ

オーバーヘッドドア　スチール ４０００×２５００ｍｍＴ０．８ 台 483 ○ ○ 3005 ドア

シャッター本体 3005031080
シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチール製 厚０．８ｍｍ 幅４，０００ｍｍ×高３，５０
０ｍｍ

オーバーヘッドドア　スチール ４０００×３５００ｍｍＴ０．８ 台 483 ○ ○ 3005 ドア

シャッター本体 3005032010 シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミ製 幅３，０００ｍｍ×高２，５００ｍｍ オーバーヘッドドア　アルミ Ｗ３０００×Ｈ２５００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3005 ドア

シャッター本体 3005032020 シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミ製 幅３，０００ｍｍ×高３，５００ｍｍ オーバーヘッドドア　アルミ Ｗ３０００×Ｈ３５００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3005 ドア

シャッター本体 3005032030 シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミ製 幅４，０００ｍｍ×高２，５００ｍｍ オーバーヘッドドア　アルミ Ｗ４０００×Ｈ２５００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3005 ドア

シャッター本体 3005032040 シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミ製 幅４，０００ｍｍ×高３，５００ｍｍ オーバーヘッドドア　アルミ Ｗ４０００×Ｈ３５００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3005 ドア

シャッター本体 3005033010 シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） ファイバーグラス製 幅３，０００ｍｍ×高２，５００ｍｍ オーバーヘッドドア　ファイバー Ｗ３０００×Ｈ２５００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3005 ドア

シャッター本体 3005033020 シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） ファイバーグラス製 幅３，０００ｍｍ×高３，５００ｍｍ オーバーヘッドドア　ファイバー Ｗ３０００×Ｈ３５００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3005 ドア

シャッター本体 3005033030 シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） ファイバーグラス製 幅４，０００ｍｍ×高２，５００ｍｍ オーバーヘッドドア　ファイバー Ｗ４０００×Ｈ２５００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3005 ドア

シャッター本体 3005033040 シャッター本体 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） ファイバーグラス製 幅４，０００ｍｍ×高３，５００ｍｍ オーバーヘッドドア　ファイバー Ｗ４０００×Ｈ３５００ｍｍ 台 483 ○ ○ 3005 ドア

シャッター部材・装置 3009050020
シャッター装置 電動式開閉装置（上部電動用押しボタン，ステンレス製二重ぶたを含む） ０．２ｋＷ　３相２００Ｖ
Ｂ

シャッター開閉装置　電動式 ０．２ｋＷ　３相２００Ｖ　Ｂ 台 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009050030
シャッター装置 電動式開閉装置（上部電動用押しボタン，ステンレス製二重ぶたを含む） ０．４ｋＷ　３相２００Ｖ
Ｃ

シャッター開閉装置　電動式 ０．４ｋＷ　３相２００Ｖ　Ｃ 台 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009050040
シャッター装置 電動式開閉装置（上部電動用押しボタン，ステンレス製二重ぶたを含む） ０．７５ｋＷ　３相２００
Ｖ Ｄ

シャッター開閉装置　電動式 ０．７５ｋＷ　３相２００Ｖ　Ｄ 台 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009050130 シャッター装置 手動式開閉装置 上部型　０．１ｋＷ Ａ シャッター開閉装置　手動式 上部型　０．１ｋＷ　Ａ 台 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009050140 シャッター装置 手動式開閉装置 上部型　０．２ｋＷ Ｂ シャッター開閉装置　手動式 上部型　０．２ｋＷ　Ｂ 台 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009050150 シャッター装置 手動式開閉装置 上部型　０．４ｋＷ Ｃ シャッター開閉装置　手動式 上部型　０．４ｋＷ　Ｃ 台 484 ○ ○ 3009 シャッター
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シャッター部材・装置 3009050160 シャッター装置 手動式開閉装置 上部型　０．７５ｋＷ Ｄ シャッター開閉装置　手動式 上部型　０．７５ｋＷ　Ｄ 台 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009060090 シャッター装置 自動閉鎖装置 煙感知器 シャッター閉鎖装置　自動式 煙感知器 個 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009060080 シャッター装置 自動閉鎖装置 煙感知器連動閉鎖機構用 シャッター閉鎖装置　自動式 煙感知器連動閉鎖機構用 台 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009060100 シャッター装置 自動閉鎖装置 連動制御器（予備電源付） シャッター閉鎖装置　自動式 連動製御器（予備電源付） 個 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009060020 シャッター装置 手動閉鎖装置 ステンレス製 シャッター閉鎖装置　手動式 ステンレス製 セット 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009120010 シャッター装置 障害物感知装置 防火，防煙シャッター用 シャッター装置 障害物感知装置　防火　防煙用 セット 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009070010 重量シャッター用ステンレス部材 ステンレスガイドレール ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ ステンレスガイドレール ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ　重量 ｍ 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009070020 重量シャッター用ステンレス部材 ステンレスガイドレール ＳＵＳ３０４　２．０ｍｍ ステンレスガイドレール ＳＵＳ３０４　２ｍｍ　重量 ｍ 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009070040 重量シャッター用ステンレス部材 ステンレス座板 ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ ステンレス座板 ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ　重量 ｍ 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009070050 重量シャッター用ステンレス部材 ステンレス座板 ＳＵＳ３０４　Ｌ４×５０×５０ｍｍ ステンレス座板 ＳＵＳ３０４　Ｌ４×５０　重量 ｍ 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009070060 重量シャッター用ステンレス部材 ステンレス沓摺 ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ ステンレス沓摺 ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ　重量 ｍ 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009070030 重量シャッター用ステンレス部材 ステンレスまぐさ ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ ステンレスまぐさ ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ　重量 ｍ 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009110010 軽量シャッター用ステンレス部材 ステンレスガイドレール ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ ステンレスガイドレール ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ　軽量 ｍ 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009110020 軽量シャッター用ステンレス部材 ステンレスガイドレール ＳＵＳ３０４　２．０ｍｍ ステンレスガイドレール ＳＵＳ３０４　２ｍｍ　軽量 ｍ 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009110030 軽量シャッター用ステンレス部材 ステンレス座板 ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ ステンレス座板 ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ　軽量 ｍ 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009110040 軽量シャッター用ステンレス部材 ステンレス座板 ＳＵＳ３０４　Ｌ３×３０×３０ｍｍ ステンレス座板 ＳＵＳ３０４　Ｌ３×３０　軽量 ｍ 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009110050 軽量シャッター用ステンレス部材 ステンレス沓摺 ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ ステンレス沓摺 ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ　軽量 ｍ 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009110060 軽量シャッター用ステンレス部材 ステンレスまぐさ ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ ステンレスまぐさ ＳＵＳ３０４　１．５ｍｍ　軽量 ｍ 484 ○ ○ 3009 シャッター
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シャッター部材・装置 3009090010 軽量シャッターケース スチール製 １面　０．８ｍｍ 軽量シャッタースチールケース ０．８ｍｍ　１面　スチール製 ｍ 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009090020 軽量シャッターケース スチール製 ２面　０．８ｍｍ 軽量シャッタースチールケース ０．８ｍｍ　２面　スチール製 ｍ 484 ○ ○ 3009 シャッター

シャッター部材・装置 3009090030 軽量シャッターケース スチール製 ３面　０．８ｍｍ 軽量シャッタースチールケース ０．８ｍｍ　３面　スチール製 ｍ 484 ○ ○ 3009 シャッター

オーバーヘッドドア【公表価格】 3005030010 オーバードアー（住宅用） 手動式スインガー（アルミ） 幅２．７ｍ×高２．０ｍ 金剛産業 オーバードア　住宅用　アルミ 手動式スインガー　２．７×２ｍ 台 484 ○ ○ 3005 ドア

オーバーヘッドドア【公表価格】 3005030020 オーバードアー（住宅用） 手動式スインガー（アルミ） 幅４．０ｍ×高２．０ｍ 金剛産業 オーバードア　住宅用　アルミ 手動式スインガー　４×２ｍ 台 484 ○ ○ 3005 ドア

オーバーヘッドドア【公表価格】 3005030030 オーバードアー（住宅用） 手動式コンロン（アルミ）ＳＴ 幅５．０ｍ×高２．０ｍ 金剛産業 オーバードア　住宅用　アルミ 手動式コンロンＳＴ　５×２ｍ 台 484 ○ ○ 3005 ドア

オーバーヘッドドア【公表価格】 3005030040 オーバードアー（産業用） 手動式コンロン（スチール）ＳＴ 幅３．０ｍ×高３．０ｍ 金剛産業 オーバードア　産業用　スチール 手動式コンロンＳＴ　３×３ｍ 台 484 ○ ○ 3005 ドア

オーバーヘッドドア【公表価格】 3005030050 オーバードアー（産業用） 手動式コンロン（スチール）ＳＴ 幅５．０ｍ×高４．０ｍ 金剛産業 オーバードア　産業用　スチール 手動式コンロンＳＴ　５×４ｍ 台 484 ○ ○ 3005 ドア

オーバーヘッドドア【公表価格】 3005030060 オーバードアー（産業用） 手動式コンロン（アルミ）ＳＴ 幅６．０ｍ×高５．０ｍ 金剛産業 オーバードア　産業用　アルミ 手動式コンロンＳＴ　６×５ｍ 台 484 ○ ○ 3005 ドア

オーバーヘッドドア【公表価格】 3005030070 オーバードアー（産業用） 手動式コンロン（アルミ）ＳＴ 幅８．０ｍ×高５．０ｍ 金剛産業 オーバードア　産業用　アルミ 手動式コンロンＳＴ　８×５ｍ 台 484 ○ ○ 3005 ドア

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071090 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅９００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．５４ｍ２ 記号０９０６ ビル用アルミサッシ引違窓 ９００×６００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071092 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅９００ｍｍ ×高９００ｍｍ ０．８１ｍ２ 記号０９０９ ビル用アルミサッシ引違窓 ９００×９００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071094 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高４００ｍｍ ０．４８ｍ２ 記号１２０４ ビル用アルミサッシ引違窓 １２００×４００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071014 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．７２ｍ２ 記号１２０６ ビル用アルミサッシ引違窓 １２００×６００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071026 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．０８ｍ２ 記号１２０９ ビル用アルミサッシ引違窓 １２００×９００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071038
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．３２ｍ２ 記号１２１
１

ビル用アルミサッシ引違窓 １２００×１１００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071096
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．５６ｍ２ 記号１２１
３

ビル用アルミサッシ引違窓 １２００×１３００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071018 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．９０ｍ２ 記号１５０６ ビル用アルミサッシ引違窓 １５００×６００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ
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ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071030 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．３５ｍ２ 記号１５０９ ビル用アルミサッシ引違窓 １５００×９００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071042
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．６５ｍ２ 記号１５１
１

ビル用アルミサッシ引違窓 １５００×１１００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071064
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．９５ｍ２ 記号１５１
３

ビル用アルミサッシ引違窓 １５００×１３００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071072
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ２．２５ｍ２ 記号１５１
５

ビル用アルミサッシ引違窓 １５００×１５００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071098
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，７００ｍｍ ２．５５ｍ２ 記号１５１
７ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓 １５００×１７００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071100
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ２．７０ｍ２ 記号１５１
８ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓 １５００×１８００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071102
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ２．８５ｍ２ 記号１５１
９ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓 １５００×１９００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071104
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．００ｍ２ 記号１５２
０ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓 １５００×２０００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071022 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高６００ｍｍ １．０２ｍ２ 記号１７０６ ビル用アルミサッシ引違窓 １７００×６００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071034 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．５３ｍ２ 記号１７０９ ビル用アルミサッシ引違窓 １７００×９００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071046
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．８７ｍ２ 記号１７１
１

ビル用アルミサッシ引違窓 １７００×１１００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071068
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ ２．２１ｍ２ 記号１７１
３

ビル用アルミサッシ引違窓 １７００×１３００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071076
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ２．５５ｍ２ 記号１７１
５

ビル用アルミサッシ引違窓 １７００×１５００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071106
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，７００ｍｍ ２．８９ｍ２ 記号１７１
７ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓 １７００×１７００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071108
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ３．０６ｍ２ 記号１７１
８ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓 １７００×１８００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071086
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ３．２３ｍ２ 記号１７１
９ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓 １７００×１９００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071110
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．４０ｍ２ 記号１７２
０ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓 １７００×２０００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071112
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ３．２４ｍ２ 記号１８１
８ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓 １８００×１８００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ
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ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071088
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ３．４２ｍ２ 記号１８１
９ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓 １８００×１９００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071114
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．６０ｍ２ 記号１８２
０ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓 １８００×２０００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071116
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ３．６０ｍ２ 記号２０１
８ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓 ２０００×１８００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071118
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ３．８０ｍ２ 記号２０１
９ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓 ２０００×１９００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001071120
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ４．００ｍ２ 記号２０２
０ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓 ２０００×２０００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081044 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅６００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．３６ｍ２ 記号０６０６ ビル用アルミサッシはめ殺し窓 ６００×６００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081046 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅６００ｍｍ ×高９００ｍｍ ０．５４ｍ２ 記号０６０９ ビル用アルミサッシはめ殺し窓 ６００×９００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081048 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅６００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ ０．６６ｍ２ 記号０６１１ ビル用アルミサッシはめ殺し窓 ６００×１１００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081050 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅６００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ ０．７８ｍ２ 記号０６１３ ビル用アルミサッシはめ殺し窓 ６００×１３００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081052 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅６００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ０．９０ｍ２ 記号０６１５ ビル用アルミサッシはめ殺し窓 ６００×１５００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081054
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅６００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ １．０８ｍ２ 記号０６１８
中骨入り

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 ６００×１８００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081056
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅６００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ １．２０ｍ２ 記号０６２０
中骨入り

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 ６００×２０００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081058 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．５４ｍ２ 記号０９０６ ビル用アルミサッシはめ殺し窓 ９００×６００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081060 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高９００ｍｍ ０．８１ｍ２ 記号０９０９ ビル用アルミサッシはめ殺し窓 ９００×９００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081062 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ ０．９９ｍ２ 記号０９１１ ビル用アルミサッシはめ殺し窓 ９００×１１００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081064 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．１７ｍ２ 記号０９１３ ビル用アルミサッシはめ殺し窓 ９００×１３００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081066 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ １．３５ｍ２ 記号０９１５ ビル用アルミサッシはめ殺し窓 ９００×１５００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081068
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ １．６２ｍ２ 記号０９１８
中骨入り

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 ９００×１８００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ
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ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081070
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ １．８０ｍ２ 記号０９２０
中骨入り

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 ９００×２０００　枠見込７０ 窓 485 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081018 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．７２ｍ２ 記号１２０６ ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １２００×６００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081072 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．０８ｍ２ 記号１２０９ ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １２００×９００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081074
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．３２ｍ２ 記号１２
１１

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １２００×１１００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081076
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．５６ｍ２ 記号１２
１３

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １２００×１３００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081078
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ １．８０ｍ２ 記号１２
１５

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １２００×１５００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081080
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ２．１６ｍ２ 記号１２
１８ 中骨入り

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １２００×１８００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081082
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ２．４０ｍ２ 記号１２
２０ 中骨入り

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １２００×２０００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081084 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．３５ｍ２ 記号１５０９ ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １５００×９００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081086
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．６５ｍ２ 記号１５
１１

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １５００×１１００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081088
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．９５ｍ２ 記号１５
１３

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １５００×１３００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081090
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ２．２５ｍ２ 記号１５
１５

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １５００×１５００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081092
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ２．７０ｍ２ 記号１５
１８

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １５００×１８００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081094
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．００ｍ２ 記号１５
２０

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １５００×２０００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081096
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ １．９８ｍ２ 記号１８
１１ 竪骨入り

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １８００×１１００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081098
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ ２．３４ｍ２ 記号１８
１３ 竪骨入り

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １８００×１３００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081100
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ ２．７０ｍ２ 記号１８
１５ 竪骨入り

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １８００×１５００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081102
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ ３．２４ｍ２ 記号１８
１８ 竪骨入り

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １８００×１８００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ
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ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081104
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ ３．４２ｍ２ 記号１８
１９ 竪骨入り

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １８００×１９００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001081106
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ ３．６０ｍ２ 記号１８
２０ 竪骨入り

ビル用アルミサッシはめ殺し窓 １８００×２０００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001091008 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） すべり出し窓 幅４００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．２４ｍ２ 記号０４０６ ビル用アルミサッシすべり出し窓 ４００×６００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001091002 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） すべり出し窓 幅６００ｍｍ ×高４００ｍｍ ０．２４ｍ２ 記号０６０４ ビル用アルミサッシすべり出し窓 ６００×４００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001091010 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） すべり出し窓 幅６００ｍｍ ×高８００ｍｍ ０．４８ｍ２ 記号０６０８ ビル用アルミサッシすべり出し窓 ６００×８００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001091012
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） すべり出し窓 幅１，０００ｍｍ ×高１，０００ｍｍ １．００ｍ２ 記号１
０１０

ビル用アルミサッシすべり出し窓 １０００×１０００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001130002 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 内倒し窓 幅４００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．２４ｍ２ 記号０４０６ ビル用アルミサッシ内倒し窓 ４００×６００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001130004 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 内倒し窓 幅６００ｍｍ ×高４００ｍｍ ０．２４ｍ２ 記号０６０４ ビル用アルミサッシ内倒し窓 ６００×４００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001130006 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 内倒し窓 幅６００ｍｍ ×高８００ｍｍ ０．４８ｍ２ 記号０６０８ ビル用アルミサッシ内倒し窓 ６００×８００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 3001130008
ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ） 内倒し窓 幅１，０００ｍｍ ×高１，０００ｍｍ １．００ｍ２ 記号１０１
０

ビル用アルミサッシ内倒し窓 １０００×１０００　枠見込７０ 窓 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） 3001111005
ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） かまちドア（ガラスドア） 幅８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ １．４４ｍ２
片開き 中桟付き

かまちドア　片開 ８００×１８００　枠見込７０ 組 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） 3001111015
ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） かまちドア（ガラスドア） 幅８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ １．６０ｍ２
片開き 中桟付き

かまちドア　片開 ８００×２０００　枠見込７０ 組 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） 3001111010
ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） かまちドア（ガラスドア） 幅１，６００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ２．８８ｍ
２ 両開き 中桟付き

かまちドア　両開 １６００×１８００　枠見込７０ 組 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） 3001111020
ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） かまちドア（ガラスドア） 幅１，６００ｍｍ×高２，０００ｍｍ ３．２０ｍ
２ 両開き 中桟付き

かまちドア　両開 １６００×２０００　枠見込７０ 組 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） 3001112005
ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） 腰パネルドア 幅８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ １．４４ｍ２ 片開き パネル
ｔ＝３．０

腰パネルドア　片開 ８００×１８００　枠見込７０ 組 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） 3001112015
ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） 腰パネルドア 幅８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ １．６０ｍ２ 片開き パネル
ｔ＝３．０

腰パネルドア　片開 ８００×２０００　枠見込７０ 組 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） 3001112010
ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） 腰パネルドア 幅１，６００ｍｍ×高１，８００ｍｍ ２．８８ｍ２ 両開き パ
ネル　ｔ＝３．０

腰パネルドア　両開 １６００×１８００　枠見込７０ 組 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） 3001112020
ビル用アルミドア（枠見込み７０ｍｍ） 腰パネルドア 幅１，６００ｍｍ×高２，０００ｍｍ ３．２０ｍ２ 両開き パ
ネル　ｔ＝３．０

腰パネルドア　両開 １６００×２０００　枠見込７０ 組 486 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ
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防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073002
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅９００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．５４
ｍ２ 記号０９０６

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 ９００×６００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073004
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅９００ｍｍ ×高９００ｍｍ ０．８１
ｍ２ 記号０９０９

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 ９００×９００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073006
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高４００ｍｍ ０．
４８ｍ２ 記号１２０４

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １２００×４００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073008
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．
７２ｍ２ 記号１２０６

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １２００×６００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073010
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．
０８ｍ２ 記号１２０９

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １２００×９００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073012
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ
１．３２ｍ２ 記号１２１１

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １２００×１１００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073014
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ
１．５６ｍ２ 記号１２１３

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １２００×１３００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073016
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．
９０ｍ２ 記号１５０６

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×６００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073018
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．
３５ｍ２ 記号１５０９

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×９００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073020
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ
１．６５ｍ２ 記号１５１１

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×１１００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073022
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ
１．９５ｍ２ 記号１５１３

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×１３００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073024
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ
２．２５ｍ２ 記号１５１５

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×１５００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073026
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，７００ｍｍ
２．５５ｍ２ 記号１５１７ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×１７００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073028
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ
２．７０ｍ２ 記号１５１８ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×１８００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073030
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ
２．８５ｍ２ 記号１５１９ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×１９００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073032
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ
３．００ｍ２ 記号１５２０ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×２０００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073034
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高６００ｍｍ １．
０２ｍ２ 記号１７０６

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×６００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073036
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．
５３ｍ２ 記号１７０９

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×９００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ
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防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073038
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ
１．８７ｍ２ 記号１７１１

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×１１００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073040
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ
２．２１ｍ２ 記号１７１３

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×１３００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073042
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ
２．５５ｍ２ 記号１７１５

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×１５００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073044
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，７００ｍｍ
２．８９ｍ２ 記号１７１７ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×１７００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073046
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ
３．０６ｍ２ 記号１７１８ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×１８００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073048
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ
３．２３ｍ２ 記号１７１９ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×１９００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073050
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ
３．４０ｍ２ 記号１７２０ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×２０００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073052
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ
３．２４ｍ２ 記号１８１８ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １８００×１８００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073054
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ
３．４２ｍ２ 記号１８１９ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １８００×１９００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073056
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ
３．６０ｍ２ 記号１８２０ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １８００×２０００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073058
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ
３．６０ｍ２ 記号２０１８ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 ２０００×１８００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073060
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ
３．８０ｍ２ 記号２０１９ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 ２０００×１９００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001073062
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） 引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ
４．００ｍ２ 記号２０２０ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 ２０００×２０００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083002
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．５
４ｍ２ 記号０９０６

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 ９００×６００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083004
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高９００ｍｍ ０．８
１ｍ２ 記号０９０９

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 ９００×９００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083006
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ
０．９９ｍ２ 記号０９１１

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 ９００×１１００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083008
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ
１．１７ｍ２ 記号０９１３

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 ９００×１３００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083010
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ
１．３５ｍ２ 記号０９１５

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 ９００×１５００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ
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防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083012
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ
１．６２ｍ２ 記号０９１８ 中骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 ９００×１８００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083014
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ
１．８０ｍ２ 記号０９２０ 中骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 ９００×２０００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083016
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高６００ｍｍ
０．７２ｍ２ 記号１２０６

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １２００×６００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083018
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高９００ｍｍ
１．０８ｍ２ 記号１２０９

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １２００×９００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083020
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ
１．３２ｍ２ 記号１２１１

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １２００×１１００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083022
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ
１．５６ｍ２ 記号１２１３

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １２００×１３００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083024
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ
１．８０ｍ２ 記号１２１５

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １２００×１５００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083026
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ
２．１６ｍ２ 記号１２１８ 中骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １２００×１８００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083028
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ
２．４０ｍ２ 記号１２２０ 中骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １２００×２０００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083030
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高９００ｍｍ
１．３５ｍ２ 記号１５０９

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １５００×９００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083032
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ
１．６５ｍ２ 記号１５１１

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １５００×１１００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083034
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ
１．９５ｍ２ 記号１５１３

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １５００×１３００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083036
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ
２．２５ｍ２ 記号１５１５

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １５００×１５００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083038
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ
２．７０ｍ２ 記号１５１８

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １５００×１８００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083040
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ
３．００ｍ２ 記号１５２０

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １５００×２０００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083042
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ
１．９８ｍ２ 記号１８１１ 竪骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １８００×１１００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083044
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ
２．３４ｍ２ 記号１８１３ 竪骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １８００×１３００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083046
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ
２．７０ｍ２ 記号１８１５ 竪骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １８００×１５００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ
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防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083048
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ
３．２４ｍ２ 記号１８１８ 竪骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １８００×１８００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083050
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ
３．４２ｍ２ 記号１８１９ 竪骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １８００×１９００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・クレセント防音）

3001083052
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・クレセント防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ
３．６０ｍ２ 記号１８２０ 竪骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １８００×２０００　クレセント 窓 487 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072002
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅９００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．５４ｍ
２ 記号０９０６

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 ９００×６００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072004
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅９００ｍｍ ×高９００ｍｍ ０．８１ｍ
２ 記号０９０９

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 ９００×９００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072006
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高４００ｍｍ ０．４
８ｍ２ 記号１２０４

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １２００×４００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072008
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．７
２ｍ２ 記号１２０６

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １２００×６００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072010
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．０
８ｍ２ 記号１２０９

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １２００×９００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072012
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ
１．３２ｍ２ 記号１２１１

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １２００×１１００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072014
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ
１．５６ｍ２ 記号１２１３

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １２００×１３００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072016
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．９
０ｍ２ 記号１５０６

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×６００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072018
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．３
５ｍ２ 記号１５０９

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×９００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072020
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ
１．６５ｍ２ 記号１５１１

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×１１００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072022
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ
１．９５ｍ２ 記号１５１３

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×１３００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072024
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ
２．２５ｍ２ 記号１５１５

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×１５００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072026
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，７００ｍｍ
２．５５ｍ２ 記号１５１７ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×１７００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072028
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ
２．７０ｍ２ 記号１５１８ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×１８００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072030
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ
２．８５ｍ２ 記号１５１９ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×１９００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ
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防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072032
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，５００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ
３．００ｍ２ 記号１５２０ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １５００×２０００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072034
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高６００ｍｍ １．０
２ｍ２ 記号１７０６

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×６００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072036
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．５
３ｍ２ 記号１７０９

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×９００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072038
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ
１．８７ｍ２ 記号１７１１

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×１１００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072040
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ
２．２１ｍ２ 記号１７１３

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×１３００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072042
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ
２．５５ｍ２ 記号１７１５

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×１５００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072044
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，７００ｍｍ
２．８９ｍ２ 記号１７１７ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×１７００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072046
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ
３．０６ｍ２ 記号１７１８ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×１８００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072048
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ
３．２３ｍ２ 記号１７１９ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×１９００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072050
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，７００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ
３．４０ｍ２ 記号１７２０ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １７００×２０００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072052
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ
３．２４ｍ２ 記号１８１８ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １８００×１８００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072054
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ
３．４２ｍ２ 記号１８１９ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １８００×１９００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072056
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅１，８００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ
３．６０ｍ２ 記号１８２０ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 １８００×２０００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072058
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ
３．６０ｍ２ 記号２０１８ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 ２０００×１８００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072060
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ
３．８０ｍ２ 記号２０１９ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 ２０００×１９００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001072062
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） 引違い窓 幅２，０００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ
４．００ｍ２ 記号２０２０ 中桟付き

ビル用アルミサッシ引違窓　防音 ２０００×２０００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082002
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．５４
ｍ２ 記号０９０６

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 ９００×６００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082004
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高９００ｍｍ ０．８１
ｍ２ 記号０９０９

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 ９００×９００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ
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防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082006
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ ０．
９９ｍ２ 記号０９１１

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 ９００×１１００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082008
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ １．
１７ｍ２ 記号０９１３

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 ９００×１３００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082010
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ １．
３５ｍ２ 記号０９１５

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 ９００×１５００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082012
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ １．
６２ｍ２ 記号０９１８ 中骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 ９００×１８００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082014
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅９００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ １．
８０ｍ２ 記号０９２０ 中骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 ９００×２０００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082052
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高６００ｍｍ ０．
７２ｍ２ 記号１２０６

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １２００×６００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082016
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．
０８ｍ２ 記号１２０９

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １２００×９００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082018
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ
１．３２ｍ２ 記号１２１１

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １２００×１１００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082020
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ
１．５６ｍ２ 記号１２１３

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １２００×１３００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082022
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ
１．８０ｍ２ 記号１２１５

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １２００×１５００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082024
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ
２．１６ｍ２ 記号１２１８ 中骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １２００×１８００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082026
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，２００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ
２．４０ｍ２ 記号１２２０ 中骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １２００×２０００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082028
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高９００ｍｍ １．
３５ｍ２ 記号１５０９

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １５００×９００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082030
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ
１．６５ｍ２ 記号１５１１

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １５００×１１００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082032
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ
１．９５ｍ２ 記号１５１３

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １５００×１３００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082034
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ
２．２５ｍ２ 記号１５１５

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １５００×１５００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082036
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ
２．７０ｍ２ 記号１５１８

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １５００×１８００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082038
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，５００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ
３．００ｍ２ 記号１５２０

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １５００×２０００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ
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防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082040
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，１００ｍｍ
１．９８ｍ２ 記号１８１１ 堅骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １８００×１１００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082042
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，３００ｍｍ
２．３４ｍ２ 記号１８１３ 堅骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １８００×１３００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082044
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，５００ｍｍ
２．７０ｍ２ 記号１８１５ 堅骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １８００×１５００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082046
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，８００ｍｍ
３．２４ｍ２ 記号１８１８ 堅骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １８００×１８００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082048
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高１，９００ｍｍ
３．４２ｍ２ 記号１８１９ 堅骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １８００×１９００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍ
ｍ・グレモン防音）

3001082050
防音型ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ・グレモン防音） はめ殺し窓 幅１，８００ｍｍ ×高２，０００ｍｍ
３．６０ｍ２ 記号１８２０ 堅骨入り

ビル用サッシはめ殺し窓　防音 １８００×２０００　グレモン 窓 488 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100110 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 アングル 幅２０ｍｍ×高１０ｍｍ アングル Ｗ２０×Ｈ１０　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100102 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 アングル 幅２０ｍｍ×高１５ｍｍ アングル Ｗ２０×Ｈ１５　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100104 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 アングル 幅２０ｍｍ×高２０ｍｍ アングル Ｗ２０×Ｈ２０　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100106 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 アングル 幅２０ｍｍ×高３０ｍｍ アングル Ｗ２０×Ｈ３０　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100108 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 アングル 幅２０ｍｍ×高４５ｍｍ アングル Ｗ２０×Ｈ４５　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100212 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 膳板 幅３５ｍｍ×高２５ｍｍ 膳板 Ｗ３５×Ｈ２５　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100204 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 膳板 幅４５ｍｍ×高２５ｍｍ 膳板 Ｗ４５×Ｈ２５　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100208 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 膳板 幅６０ｍｍ×高２５ｍｍ 膳板 Ｗ６０×Ｈ２５　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100214 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 膳板 幅８０ｍｍ×高２５ｍｍ 膳板 Ｗ８０×Ｈ２５　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100216 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 膳板 幅１００ｍｍ×高２５ｍｍ 膳板 Ｗ１００×Ｈ２５　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100218 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 膳板 幅１２０ｍｍ×高２５ｍｍ 膳板 Ｗ１２０×Ｈ２５　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100220 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 膳板 幅１５０ｍｍ×高２５ｍｍ 膳板 Ｗ１５０×Ｈ２５　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ
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ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100312 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 水切・皿板 幅３５ｍｍ×高１０ｍｍ 水切・皿板 Ｗ３５×Ｈ１０　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100314 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 水切・皿板 幅５５ｍｍ×高１０ｍｍ 水切・皿板 Ｗ５５×Ｈ１０　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100316 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 水切・皿板 幅７５ｍｍ×高１０ｍｍ 水切・皿板 Ｗ７５×Ｈ１０　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100318 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 水切・皿板 幅９５ｍｍ×高１５ｍｍ 水切・皿板 Ｗ９５×Ｈ１５　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100320 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 水切・皿板 幅１０５ｍｍ×高１５ｍｍ 水切・皿板 Ｗ１０５×Ｈ１５　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100322 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 水切・皿板 幅１２５ｍｍ×高２０ｍｍ 水切・皿板 Ｗ１２５×Ｈ２０　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100324 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 水切・皿板 幅１５０ｍｍ×高２０ｍｍ 水切・皿板 Ｗ１５０×Ｈ２０　枠見込７０ ｍ 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100510 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 段窓用無目 長９００ｍｍ 段窓用無目 Ｌ９００　枠見込７０ 本 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100512 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 段窓用無目 長１，２００ｍｍ 段窓用無目 Ｌ１２００　枠見込７０ 本 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100514 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 段窓用無目 長１，５００ｍｍ 段窓用無目 Ｌ１５００　枠見込７０ 本 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100516 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 段窓用無目 長１，７００ｍｍ 段窓用無目 Ｌ１７００　枠見込７０ 本 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100506 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 段窓用無目 長１，８００ｍｍ 段窓用無目 Ｌ１８００　枠見込７０ 本 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100508 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 段窓用無目 長２，０００ｍｍ 段窓用無目 Ｌ２０００　枠見込７０ 本 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100402 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長６００ｍｍ 連窓用方立 Ｌ６００　枠見込７０ 本 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100404 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長９００ｍｍ 連窓用方立 Ｌ９００　枠見込７０ 本 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100420 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長１，１００ｍｍ 連窓用方立 Ｌ１１００　枠見込７０ 本 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100422 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長１，３００ｍｍ 連窓用方立 Ｌ１３００　枠見込７０ 本 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100408 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長１，５００ｍｍ 連窓用方立 Ｌ１５００　枠見込７０ 本 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ
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ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100410 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長１，７００ｍｍ 連窓用方立 Ｌ１７００　枠見込７０ 本 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100424 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長１，８００ｍｍ 連窓用方立 Ｌ１８００　枠見込７０ 本 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100412 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長１，９００ｍｍ 連窓用方立 Ｌ１９００　枠見込７０ 本 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資
材

3001100426 ビル用アルミサッシ（枠見込み７０ｍｍ）副資材 連窓用方立 長２，０００ｍｍ 連窓用方立 Ｌ２０００　枠見込７０ 本 489 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011402
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅７４０ｍｍ
×内法高３００ｍｍ サッシ幅７８０ｍｍ×サッシ高３７０ｍｍ 記号０７４０３ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 ７４０×３００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011404
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅７４０ｍｍ
×内法高５００ｍｍ サッシ幅７８０ｍｍ×サッシ高５７０ｍｍ 記号０７４０５ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 ７４０×５００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011406
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅７４０ｍｍ
×内法高７００ｍｍ サッシ幅７８０ｍｍ×サッシ高７７０ｍｍ 記号０７４０７ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 ７４０×７００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011408
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅７４０ｍｍ
×内法高９００ｍｍ サッシ幅７８０ｍｍ×サッシ高９７０ｍｍ 記号０７４０９ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 ７４０×９００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011410
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅７４０ｍｍ
×内法高１，１００ｍｍ サッシ幅７８０ｍｍ×サッシ高１，１７０ｍｍ 記号０７４１１ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 ７４０×１１００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011412
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅１，１９５
ｍｍ ×内法高３００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高３７０ｍｍ 記号１１９０３ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 １１９５×３００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011414
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅１，１９５
ｍｍ ×内法高５００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高５７０ｍｍ 記号１１９０５ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 １１９５×５００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011416
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅１，１９５
ｍｍ ×内法高７００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高７７０ｍｍ 記号１１９０７ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 １１９５×７００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011418
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅１，１９５
ｍｍ ×内法高９００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高９７０ｍｍ 記号１１９０９ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 １１９５×９００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011420
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅１，１９５
ｍｍ ×内法高１，１００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高１，１７０ｍｍ 記号１１９１１ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 １１９５×１１００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011422
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅１，１９５
ｍｍ ×内法高１，３００ｍｍ サッシ幅１，２３５ｍｍ×サッシ高１，３７０ｍｍ 記号１１９１３ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 １１９５×１３００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011424
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅１，６５０
ｍｍ ×内法高３００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高３７０ｍｍ 記号１６５０３ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 １６５０×３００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011426
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅１，６５０
ｍｍ ×内法高５００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高５７０ｍｍ 記号１６５０５ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 １６５０×５００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011428
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅１，６５０
ｍｍ ×内法高７００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高７７０ｍｍ 記号１６５０７ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 １６５０×７００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ
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住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011430
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅１，６５０
ｍｍ ×内法高９００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高９７０ｍｍ 記号１６５０９ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 １６５０×９００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011432
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅１，６５０
ｍｍ ×内法高１，１００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高１，１７０ｍｍ 記号１６５１１ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 １６５０×１１００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011434
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅１，６５０
ｍｍ ×内法高１，３００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高１，３７０ｍｍ 記号１６５１３ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 １６５０×１３００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011436
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅１，６５０
ｍｍ ×内法高１，５００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高１，５７０ｍｍ 記号１６５１５ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 １６５０×１５００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011438
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅１，６５０
ｍｍ ×内法高１，８００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高１，８３０ｍｍ 記号１６５１８ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 １６５０×１８００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011440
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅１，６５０
ｍｍ ×内法高２，０００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高２，０３０ｍｍ 記号１６５２０ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 １６５０×２０００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011442
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅１，６５０
ｍｍ ×内法高２，２００ｍｍ サッシ幅１，６９０ｍｍ×サッシ高２，２３０ｍｍ 記号１６５２２ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 １６５０×２２００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011444
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅２，５６０
ｍｍ ×内法高９００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高９７０ｍｍ 記号２５６０９ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 ２５６０×９００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011446
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅２，５６０
ｍｍ ×内法高１，１００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高１，１７０ｍｍ 記号２５６１１ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 ２５６０×１１００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011448
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅２，５６０
ｍｍ ×内法高１，３００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高１，３７０ｍｍ 記号２５６１３ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 ２５６０×１３００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011450
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅２，５６０
ｍｍ ×内法高１，８００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高１，８３０ｍｍ 記号２５６１８ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 ２５６０×１８００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011452
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅２，５６０
ｍｍ ×内法高２，０００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高２，０３０ｍｍ 記号２５６２０ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 ２５６０×２０００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011454
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅２，５６０
ｍｍ ×内法高２，２００ｍｍ サッシ幅２，６００ｍｍ×サッシ高２，２３０ｍｍ 記号２５６２２ ２枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 ２５６０×２２００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011456
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅３，４７０
ｍｍ ×内法高１，８００ｍｍ サッシ幅３，５１０ｍｍ×サッシ高１，８３０ｍｍ 記号３４７１８ ４枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 ３４７０×１８００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011458
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅３，４７０
ｍｍ ×内法高２，０００ｍｍ サッシ幅３，５１０ｍｍ×サッシ高２，０３０ｍｍ 記号３４７２０ ４枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 ３４７０×２０００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001011460
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 単体サッシ・引違い窓（枠・障子＋ガラス） 内法幅３，４７０
ｍｍ ×内法高２，２００ｍｍ サッシ幅３，５１０ｍｍ×サッシ高２，２３０ｍｍ 記号３４７２２ ４枚

住宅用アルミサッシ引違窓関東間 ３４７０×２２００　複層ガラス 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021253
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅７４０ｍｍ ×内法高３００ｍｍ サッシ幅７８０ｍ
ｍ×サッシ高３７０ｍｍ 記号０７４０３

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　７４０×３００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021254
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅７４０ｍｍ ×内法高５００ｍｍ サッシ幅７８０ｍ
ｍ×サッシ高５７０ｍｍ 記号０７４０５

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　７４０×５００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ
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住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021255
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅７４０ｍｍ ×内法高７００ｍｍ サッシ幅７８０ｍ
ｍ×サッシ高７７０ｍｍ 記号０７４０７

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　７４０×７００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021256
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅７４０ｍｍ ×内法高９００ｍｍ サッシ幅７８０ｍ
ｍ×サッシ高９７０ｍｍ 記号０７４０９

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　７４０×９００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021257
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅７４０ｍｍ ×内法高１，１００ｍｍ サッシ幅７８
０ｍｍ×サッシ高１，１７０ｍｍ 記号０７４１１

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　７４０×１１００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021260
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高３００ｍｍ サッシ幅１，
２３５ｍｍ×サッシ高３７０ｍｍ 記号１１９０３

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　１１９５×３００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021261
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高５００ｍｍ サッシ幅１，
２３５ｍｍ×サッシ高５７０ｍｍ 記号１１９０５

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　１１９５×５００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021262
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高７００ｍｍ サッシ幅１，
２３５ｍｍ×サッシ高７７０ｍｍ 記号１１９０７

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　１１９５×７００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021263
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高９００ｍｍ サッシ幅１，
２３５ｍｍ×サッシ高９７０ｍｍ 記号１１９０９

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　１１９５×９００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021264
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高１，１００ｍｍ サッシ幅
１，２３５ｍｍ×サッシ高１，１７０ｍｍ 記号１１９１１

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　１１９５×１１００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021265
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅１，１９５ｍｍ ×内法高１，３００ｍｍ サッシ幅
１，２３５ｍｍ×サッシ高１，３７０ｍｍ 記号１１９１３

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　１１９５×１３００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021267
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高３００ｍｍ サッシ幅１，
６９０ｍｍ×サッシ高３７０ｍｍ 記号１６５０３

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　１６５０×３００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021268
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高５００ｍｍ サッシ幅１，
６９０ｍｍ×サッシ高５７０ｍｍ 記号１６５０５

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　１６５０×５００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021269
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高７００ｍｍ サッシ幅１，
６９０ｍｍ×サッシ高７７０ｍｍ 記号１６５０７

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　１６５０×７００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021270
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高９００ｍｍ サッシ幅１，
６９０ｍｍ×サッシ高９７０ｍｍ 記号１６５０９

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　１６５０×９００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021271
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高１，１００ｍｍ サッシ幅
１，６９０ｍｍ×サッシ高１，１７０ｍｍ 記号１６５１１

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　１６５０×１１００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021272
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高１，３００ｍｍ サッシ幅
１，６９０ｍｍ×サッシ高１，３７０ｍｍ 記号１６５１３

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　１６５０×１３００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021273
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高１，５００ｍｍ サッシ幅
１，６９０ｍｍ×サッシ高１，５７０ｍｍ 記号１６５１５

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　１６５０×１５００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021274
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高１，８００ｍｍ サッシ幅
１，６９０ｍｍ×サッシ高１，８３０ｍｍ 記号１６５１８

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　１６５０×１８００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021275
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高２，０００ｍｍ サッシ幅
１，６９０ｍｍ×サッシ高２，０３０ｍｍ 記号１６５２０

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　１６５０×２０００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ
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住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021276
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅１，６５０ｍｍ ×内法高２，２００ｍｍ サッシ幅
１，６９０ｍｍ×サッシ高２，２３０ｍｍ 記号１６５２２

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　１６５０×２２００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021277
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高９００ｍｍ サッシ幅２，
６００ｍｍ×サッシ高９７０ｍｍ 記号２５６０９

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　２５６０×９００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021278
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高１，１００ｍｍ サッシ幅
２，６００ｍｍ×サッシ高１，１７０ｍｍ 記号２５６１１

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　２５６０×１１００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021279
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高１，３００ｍｍ サッシ幅
２，６００ｍｍ×サッシ高１，３７０ｍｍ 記号２５６１３

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　２５６０×１３００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021280
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高１，８００ｍｍ サッシ幅
２，６００ｍｍ×サッシ高１，８３０ｍｍ 記号２５６１８

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　２５６０×１８００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021281
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高２，０００ｍｍ サッシ幅
２，６００ｍｍ×サッシ高２，０３０ｍｍ 記号２５６２０

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　２５６０×２０００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021282
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅２，５６０ｍｍ ×内法高２，２００ｍｍ サッシ幅
２，６００ｍｍ×サッシ高２，２３０ｍｍ 記号２５６２２

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　２５６０×２２００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021283
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅３，４７０ｍｍ ×内法高１，８００ｍｍ サッシ幅
３，５１０ｍｍ×サッシ高１，８３０ｍｍ 記号３４７１８

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　３４７０×１８００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021284
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅３，４７０ｍｍ ×内法高２，０００ｍｍ サッシ幅
３，５１０ｍｍ×サッシ高２，０３０ｍｍ 記号３４７２０

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　３４７０×２０００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用アルミサッシ（関東間用，半外付け型，
単体）

3001021285
住宅用アルミサッシ（関東間用、半外付け型、単体） 網戸 内法幅３，４７０ｍｍ ×内法高２，２００ｍｍ サッシ幅
３，５１０ｍｍ×サッシ高２，２３０ｍｍ 記号３４７２２

住宅用アルミサッシ網戸　関東間 半外　単体　３４７０×２２００ 窓 490 ○ ○ 3001 アルミニウムサッシ

住宅用手すり（関東間）―ブランド品― 3411012210
住宅用手すり（関東間） 窓手すりＴＡ型 ＵＴＡＺ－１１９０５ 高５００ｍｍ×幅１，４３７ｍｍ ブロンズ 三協アル
ミ

窓手すりＴＡ型　住宅用 ＵＴＡＺ－１１９０５　関東間 台 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

住宅用手すり（関東間）―ブランド品― 3411012220
住宅用手すり（関東間） 窓手すりＴＡ型 ＵＴＡＺ－１６５０５ 高５００ｍｍ×幅１，８９１ｍｍ ブロンズ 三協アル
ミ

窓手すりＴＡ型　住宅用 ＵＴＡＺ－１６５０５　関東間 台 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

住宅用手すり（関東間）―ブランド品― 3411012170
住宅用手すり（関東間） アルミ手すりＡ型 ＴＥＡ－１１９０５－Ｇ 高５００ｍｍ×幅１，４６１ｍｍ オータムブラ
ウン ＬＩＸＩＬ

アルミ手すりＡ型　住宅用 ＴＥＡ－１１９０５－Ｇ　関東間 台 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

住宅用手すり（関東間）―ブランド品― 3411012180
住宅用手すり（関東間） アルミ手すりＡ型 ＴＥＡ－１６５０５－Ｇ 高５００ｍｍ×幅１，９１６ｍｍ オータムブラ
ウン ＬＩＸＩＬ

アルミ手すりＡ型　住宅用 ＴＥＡ－１６５０５－Ｇ　関東間 台 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

住宅用手すり（関東間）―ブランド品― 3411012190
住宅用手すり（関東間） アルミ手すりワイド ＴＥＷ－１６５０５－Ｇ 高５００ｍｍ×幅１，９１３ｍｍ オータムブ
ラウン ＬＩＸＩＬ

アルミ手すりワイド　住宅用 ＴＥＷ－１６５０５－Ｇ　関東間 台 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

住宅用手すり（関東間）―ブランド品― 3411012205
住宅用手すり（関東間） ロイヤル手すりⅡ ＴＥＲＴ－１６５０５－Ｇ 高５３８ｍｍ×幅１，９１５ｍｍ オータムブ
ラウン ＬＩＸＩＬ

ロイヤル手すり２　住宅用 ＴＥＲＴ－１６５０５－Ｇ関東間 台 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

住宅用手すり（関東間）―ブランド品― 3411012130 住宅用手すり（関東間） 手すりⅠ型 Ｔ－１８０５－Ｎ 高５００ｍｍ×幅１，８９８ｍｍ ブラウン ＹＫＫ　ＡＰ 手すり１型　住宅用 Ｔ－１８０５－Ｎ　関東間 台 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

住宅用手すり（関東間）―ブランド品― 3411012140 住宅用手すり（関東間） 手すりⅠ型 Ｔ－２８０５－Ｎ 高５００ｍｍ×幅２，８０７ｍｍ ブラウン ＹＫＫ　ＡＰ 手すり１型　住宅用 Ｔ－２８０５－Ｎ　関東間 台 491 ○ ○ 3411 外部ユニット
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住宅用手すり（関東間）―ブランド品― 3411012550 住宅用手すり（関東間） 手すりⅠ型 ３Ｔ－１８０５－Ｎ 高５００ｍｍ×幅１，８９８ｍｍ ブラウン ＹＫＫ　ＡＰ 手すり１型　住宅用 ３Ｔ－１８０５－Ｎ　関東間 台 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

住宅用手すり（関東間）―ブランド品― 3411012560 住宅用手すり（関東間） 手すりⅠ型 ３Ｔ－２８０５－Ｎ 高５００ｍｍ×幅２，８０７ｍｍ ブラウン ＹＫＫ　ＡＰ 手すり１型　住宅用 ３Ｔ－２８０５－Ｎ　関東間 台 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411021855
バルコニー（関東間） 屋根置式 スーパーエリーバ ＢＫＹ－Ａ－９０３０Ｄ 間口２，７２７ｍｍ×奥行９１４．５ｍ
ｍ 三協アルミ

スーパーエリーバ ＢＫＹ－Ａ９０３０Ｄ屋根関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411021865
バルコニー（関東間） 屋根置式 スーパーエリーバ ＢＫＹ－Ａ－９０４０Ｄ 間口２，７２７ｍｍ×奥行１２１４．５
ｍｍ 三協アルミ

スーパーエリーバ ＢＫＹ－Ａ９０４０Ｄ屋根関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411021875
バルコニー（関東間） 屋根置式 スーパーエリーバ ＢＫＹ－Ａ－１２３０Ｄ 間口３，６３６ｍｍ×奥行９１４．５ｍ
ｍ 三協アルミ

スーパーエリーバ ＢＫＹ－Ａ１２３０Ｄ屋根関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411021885
バルコニー（関東間） 屋根置式 スーパーエリーバ ＢＫＹ－Ａ－１２４０Ｄ 間口３，６３６ｍｍ×奥行１２１４．５
ｍｍ 三協アルミ

スーパーエリーバ ＢＫＹ－Ａ１２４０Ｄ屋根関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411025010
バルコニー（関東間） 屋根置式 ビューステージＨスタイル デッキボード　縦太格子 間口２，７２０ｍｍ×奥行８８
５ｍｍ ＬＩＸＩＬ

ビューステージＨスタイル ２７２０×８８５　屋根関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411025020
バルコニー（関東間） 屋根置式 ビューステージＨスタイル デッキボード　縦太格子 間口２，７２０ｍｍ×奥行１，
１８５ｍｍ ＬＩＸＩＬ

ビューステージＨスタイル ２７２０×１１８５　屋根関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411025030
バルコニー（関東間） 屋根置式 ビューステージＨスタイル デッキボード　縦太格子 間口３，６４０ｍｍ×奥行８８
５ｍｍ ＬＩＸＩＬ

ビューステージＨスタイル ３６４０×８８５　屋根関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411025040
バルコニー（関東間） 屋根置式 ビューステージＨスタイル デッキボード　縦太格子 間口５，４６０ｍｍ×奥行１，
１８５ｍｍ ＬＩＸＩＬ

ビューステージＨスタイル ５４６０×１１８５　屋根関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411025050
バルコニー（関東間） 屋根置式 ビューステージＨスタイル デッキボード　縦太格子 間口７，２８０ｍｍ×奥行１，
１８５ｍｍ ＬＩＸＩＬ

ビューステージＨスタイル ７２８０×１１８５　屋根関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411025060
バルコニー（関東間） 屋根置式 ビューステージＳスタイル デッキボード　縦格子 間口２，７３０ｍｍ×奥行８８５
ｍｍ ＬＩＸＩＬ

ビューステージＳスタイル ２７３０×８８５　屋根関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411025070
バルコニー（関東間） 屋根置式 ビューステージＳスタイル デッキボード　縦格子 間口３，６４０ｍｍ×奥行８８５
ｍｍ ＬＩＸＩＬ

ビューステージＳスタイル ３６４０×８８５　屋根関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411021802
バルコニー（関東間） 屋根置式 ルシアスバルコニー ＵＢＲ－２７０９ 間口２，７３０ｍｍ×奥行８７０ｍｍ ＹＫＫ
ＡＰ

ルシアスバルコニー ＵＢＲ－２７０９　屋根関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411021804
バルコニー（関東間） 屋根置式 ルシアスバルコニー ＵＢＲ－３６１２ 間口３，６４０ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ Ｙ
ＫＫ　ＡＰ

ルシアスバルコニー ＵＢＲ－３６１２　屋根関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411021806
バルコニー（関東間） 屋根置式 ルシアスバルコニー ＵＢＲ－３６１８ 間口３，６４０ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ Ｙ
ＫＫ　ＡＰ

ルシアスバルコニー ＵＢＲ－３６１８　屋根関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411021808
バルコニー（関東間） 屋根置式 ルシアスバルコニー ＵＢＲ－５４１８ 間口５，４６０ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ Ｙ
ＫＫ　ＡＰ

ルシアスバルコニー ＵＢＲ－５４１８　屋根関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411021812
バルコニー（関東間） 屋根置式 ルシアスバルコニー ＵＢＲ－７３１８ 間口７，２８０ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ Ｙ
ＫＫ　ＡＰ

ルシアスバルコニー ＵＢＲ－７３１８　屋根関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット
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バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411023755
バルコニー（関東間） 柱建て式 スーパーエリーバ ＢＫＨ－Ａ－９０３０Ｄ 間口２，７２７ｍｍ×奥行９１４．５ｍ
ｍ 三協アルミ

スーパーエリーバ ＢＫＨ－Ａ９０３０Ｄ柱建関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411023765
バルコニー（関東間） 柱建て式 スーパーエリーバ ＢＫＨ－Ａ－９０４０Ｄ 間口２，７２７ｍｍ×奥行１２１４．５
ｍｍ 三協アルミ

スーパーエリーバ ＢＫＨ－Ａ９０４０Ｄ柱建関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411023775
バルコニー（関東間） 柱建て式 スーパーエリーバ ＢＫＨ－Ａ－１２３０Ｄ 間口３，６３６ｍｍ×奥行９１４．５ｍ
ｍ 三協アルミ

スーパーエリーバ ＢＫＨ－Ａ１２３０Ｄ柱建関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411023785
バルコニー（関東間） 柱建て式 スーパーエリーバ ＢＫＨ－Ａ－１２４０Ｄ 間口３，６３６ｍｍ×奥行１２１４．５
ｍｍ 三協アルミ

スーパーエリーバ ＢＫＨ－Ａ１２４０Ｄ柱建関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411023890
バルコニー（関東間） 柱建て式 ビューステージＨスタイル デッキボード　縦太格子 間口２，７２０ｍｍ×奥行８８
５ｍｍ ＬＩＸＩＬ

ビューステージＨスタイル ２７２０×８８５　柱建関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411023900
バルコニー（関東間） 柱建て式 ビューステージＨスタイル デッキボード　縦太格子 間口２，７２０ｍｍ×奥行１，
１８５ｍｍ ＬＩＸＩＬ

ビューステージＨスタイル ２７２０×１１８５　柱建関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411023910
バルコニー（関東間） 柱建て式 ビューステージＨスタイル デッキボード　縦太格子 間口３，６４０ｍｍ×奥行８８
５ｍｍ ＬＩＸＩＬ

ビューステージＨスタイル ３６４０×８８５　柱建関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411023920
バルコニー（関東間） 柱建て式 ビューステージＨスタイル デッキボード　縦太格子 間口５，４６０ｍｍ×奥行１，
１８５ｍｍ ＬＩＸＩＬ

ビューステージＨスタイル ５４６０×１１８５　柱建関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411023930
バルコニー（関東間） 柱建て式 ビューステージＨスタイル デッキボード　縦太格子 間口７，２８０ｍｍ×奥行１，
１８５ｍｍ ＬＩＸＩＬ

ビューステージＨスタイル ７２８０×１１８５　柱建関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411023940
バルコニー（関東間） 柱建て式 ビューステージＳスタイル デッキボード　縦格子 間口２，７３０ｍｍ×奥行８８５
ｍｍ ＬＩＸＩＬ

ビューステージＳスタイル ２７３０×８８５　柱建関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411023950
バルコニー（関東間） 柱建て式 ビューステージＳスタイル デッキボード　縦格子 間口３，６４０ｍｍ×奥行８８５
ｍｍ ＬＩＸＩＬ

ビューステージＳスタイル ３６４０×８８５　柱建関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411023702
バルコニー（関東間） 柱建て式 ルシアスバルコニー ＵＢＲ－２７０９ 間口２，７３０ｍｍ×奥行８７０ｍｍ ＹＫＫ
ＡＰ

ルシアスバルコニー ＵＢＲ－２７０９　柱建関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411023704
バルコニー（関東間） 柱建て式 ルシアスバルコニー ＵＢＲ－３６１２ 間口３，６４０ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ Ｙ
ＫＫ　ＡＰ

ルシアスバルコニー ＵＢＲ－３６１２　柱建関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411023706
バルコニー（関東間） 柱建て式 ルシアスバルコニー ＵＢＲ－３６１８ 間口３，６４０ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ Ｙ
ＫＫ　ＡＰ

ルシアスバルコニー ＵＢＲ－３６１８　柱建関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411023708
バルコニー（関東間） 柱建て式 ルシアスバルコニー ＵＢＲ－５４１８ 間口５，４６０ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ Ｙ
ＫＫ　ＡＰ

ルシアスバルコニー ＵＢＲ－５４１８　柱建関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

バルコニー（関東間）―ブランド品― 3411023712
バルコニー（関東間） 柱建て式 ルシアスバルコニー ＵＢＲ－７３１８ 間口７，２８０ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ Ｙ
ＫＫ　ＡＰ

ルシアスバルコニー ＵＢＲ－７３１８　柱建関東間 セット 491 ○ ○ 3411 外部ユニット

丁番金物 3101021006 カラー普通丁番 シルバー 長５１ｍｍ スチール カラー普通丁番　シルバー スチール　５１ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101021008 カラー普通丁番 シルバー 長６４ｍｍ スチール カラー普通丁番　シルバー スチール　６４ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物
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丁番金物 3101021010 カラー普通丁番 シルバー 長７６ｍｍ スチール カラー普通丁番　シルバー スチール　７６ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101021012 カラー普通丁番 シルバー 長８９ｍｍ スチール カラー普通丁番　シルバー スチール　８９ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101021014 カラー普通丁番 シルバー 長１０２ｍｍ スチール カラー普通丁番　シルバー スチール　１０２ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101021016 カラー普通丁番 シルバー 長１２７ｍｍ スチール カラー普通丁番　シルバー スチール　１２７ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101012006 ステンレス普通丁番 薄口 長２５ｍｍ×幅２１ｍｍ×厚０．７ｍｍ ステンレス 普通丁番　薄口　ステンレス ２５×２１×０．７ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101012008 ステンレス普通丁番 薄口 長３２ｍｍ×幅２３ｍｍ×厚０．８ｍｍ ステンレス 普通丁番　薄口　ステンレス ３２×２３×０．８ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101012010 ステンレス普通丁番 薄口 長３８ｍｍ×幅３１ｍｍ×厚０．８ｍｍ ステンレス 普通丁番　薄口　ステンレス ３８×３１×０．８ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101012012 ステンレス普通丁番 薄口 長５１ｍｍ×幅３１ｍｍ×厚０．９ｍｍ ステンレス 普通丁番　薄口　ステンレス ５１×３１×０．９ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101012014 ステンレス普通丁番 薄口 長６４ｍｍ×幅３３ｍｍ×厚１．０ｍｍ ステンレス 普通丁番　薄口　ステンレス ６４×３３×１ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101012016 ステンレス普通丁番 中厚 長５１ｍｍ×幅３４ｍｍ×厚０．８ｍｍ ステンレス 普通丁番　中厚　ステンレス ５１×３４×０．８ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101012018 ステンレス普通丁番 中厚 長６４ｍｍ×幅４０ｍｍ×厚０．９ｍｍ ステンレス 普通丁番　中厚　ステンレス ６４×４０×０．９ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101032010 ステンレス普通丁番 中厚　リング入 長７６ｍｍ×幅４６ｍｍ×厚１．０ｍｍ ステンレス リング入普通丁番　中厚　ＳＵＳ ７６×４６×１ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101032012 ステンレス普通丁番 中厚　リング入 長８９ｍｍ×幅５６ｍｍ×厚１．２ｍｍ ステンレス リング入普通丁番　中厚　ＳＵＳ ８９×５６×１．２ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101032014 ステンレス普通丁番 中厚　リング入 長１０２ｍｍ×幅６８ｍｍ×厚１．３５ｍｍ ステンレス リング入普通丁番　中厚　ＳＵＳ １０２×６８×１．３５ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101032016 ステンレス普通丁番 中厚　リング入 長１２７ｍｍ×幅８２ｍｍ×厚１．５ｍｍ ステンレス リング入普通丁番　中厚　ＳＵＳ １２７×８２×１．５ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101033006 ステンレス普通丁番 厚口　リング入 長５１ｍｍ×幅３９ｍｍ×厚１．３ｍｍ ステンレス リング入普通丁番　厚口　ＳＵＳ ５１×３９×１．３ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101033008 ステンレス普通丁番 厚口　リング入 長６４ｍｍ×幅４３ｍｍ×厚１．３ｍｍ ステンレス リング入普通丁番　厚口　ＳＵＳ ６４×４３×１．３ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101033010 ステンレス普通丁番 厚口　リング入 長７６ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚１．５ｍｍ ステンレス リング入普通丁番　厚口　ＳＵＳ ７６×５０×１．５ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物
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丁番金物 3101033012 ステンレス普通丁番 厚口　リング入 長８９ｍｍ×幅５６ｍｍ×厚１．７ｍｍ ステンレス リング入普通丁番　厚口　ＳＵＳ ８９×５６×１．７ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101033014 ステンレス普通丁番 厚口　リング入 長１０２ｍｍ×幅７０ｍｍ×厚１．８ｍｍ ステンレス リング入普通丁番　厚口　ＳＵＳ １０２×７０×１．８ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101033016 ステンレス普通丁番 厚口　リング入 長１２７ｍｍ×幅８１ｍｍ×厚２．０ｍｍ ステンレス リング入普通丁番　厚口　ＳＵＳ １２７×８１×２ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101051006 旗丁番 右・左 長７５ｍｍ×厚３．０ｍｍ スチール 旗丁番　右・左　スチール ７５×３ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101051008 旗丁番 右・左 長１００ｍｍ×厚４．０ｍｍ スチール 旗丁番　右・左　スチール １００×４ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101051010 旗丁番 右・左 長１２５ｍｍ×厚４．０ｍｍ スチール 旗丁番　右・左　スチール １２５×４ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101051012 旗丁番 右・左 長１５０ｍｍ×厚４．０ｍｍ スチール 旗丁番　右・左　スチール １５０×４ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101053006 旗丁番 右・左 長７５ｍｍ×厚３．０ｍｍ ステンレス 旗丁番　右・左　ステンレス ７５×３ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101053008 旗丁番 右・左 長１０２ｍｍ×厚３．０ｍｍ ステンレス 旗丁番　右・左　ステンレス １０２×３ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101053010 旗丁番 右・左 長１２７ｍｍ×厚４．０ｍｍ ステンレス 旗丁番　右・左　ステンレス １２７×４ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101053012 旗丁番 右・左 長１５３ｍｍ×厚４．０ｍｍ ステンレス 旗丁番　右・左　ステンレス １５３×４ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101063006 義星丁番 長１０２ｍｍ×幅１０２ｍｍ×厚２．０ｍｍ ステンレス 義星丁番　ステンレス １０２×１０２×２ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101063008 義星丁番 長１０２ｍｍ×幅１０２ｍｍ×厚２．５ｍｍ ステンレス 義星丁番　ステンレス １０２×１０２×２．５ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101063010 義星丁番 長１２７ｍｍ×幅１０２ｍｍ×厚２．５ｍｍ ステンレス 義星丁番　ステンレス １２７×１０２×２．５ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101063012 義星丁番 長１２７ｍｍ×幅１２７ｍｍ×厚２．５ｍｍ ステンレス 義星丁番　ステンレス １２７×１２７×２．５ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101073006 義星丁番 リング入 長８９ｍｍ×幅８９ｍｍ×厚２．５ｍｍ ステンレス リング入義星丁番　ステンレス ８９×８９×２．５ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101073008 義星丁番 リング入 長１０２ｍｍ×幅１０２ｍｍ×厚２．７ｍｍ ステンレス リング入義星丁番　ステンレス １０２×１０２×２．７ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101081006 自由丁番 両開 長６４ｍｍ スチール 自由丁番　両開 スチール　６４ｍｍ 組 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

1424 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

丁番金物 3101081008 自由丁番 両開 長１０２ｍｍ スチール 自由丁番　両開 スチール　１０２ｍｍ 組 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101081010 自由丁番 両開 長１２７ｍｍ スチール 自由丁番　両開 スチール　１２７ｍｍ 組 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101081012 自由丁番 両開 長１５３ｍｍ スチール 自由丁番　両開 スチール　１５３ｍｍ 組 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101083006 自由丁番 両開 長７６ｍｍ ステンレス 自由丁番　両開 ステンレス　７６ｍｍ 組 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101083008 自由丁番 両開 長１０２ｍｍ ステンレス 自由丁番　両開 ステンレス　１０２ｍｍ 組 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101083010 自由丁番 両開 長１２７ｍｍ ステンレス 自由丁番　両開 ステンレス　１２７ｍｍ 組 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101101018 リベットヒンジ 長５１ｍｍ×幅５１ｍｍ×厚２．７ｍｍ スチール リベットヒンジ　スチール ５１×５１×２．７ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101101016 リベットヒンジ 長６４ｍｍ×幅６３ｍｍ×厚３．０ｍｍ スチール リベットヒンジ　スチール ６４×６３×３ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101101006 リベットヒンジ 長７６ｍｍ×幅７３ｍｍ×厚３．３ｍｍ スチール リベットヒンジ　スチール ７６×７３×３．３ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101101008 リベットヒンジ 長８９ｍｍ×幅８５ｍｍ×厚３．７ｍｍ スチール リベットヒンジ　スチール ８９×８５×３．７ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101101010 リベットヒンジ 長１０２ｍｍ×幅９８ｍｍ×厚４．０ｍｍ スチール リベットヒンジ　スチール １０２×９８×４ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101101012 リベットヒンジ 長１２７ｍｍ×幅１２２ｍｍ×厚４．６ｍｍ スチール リベットヒンジ　スチール １２７×１２２×４．６ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

丁番金物 3101101014 リベットヒンジ 長１５３ｍｍ×幅１４３ｍｍ×厚５．２ｍｍ スチール リベットヒンジ　スチール １５３×１４３×５．２ｍｍ 枚 492 ○ ○ 3101 扉支持金物

扉金物 3103012005 扉金物 丸落し 長９０ｍｍ ステンレス 丸落し ステンレス　９０ｍｍ 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103012010 扉金物 丸落し 長１５０ｍｍ ステンレス 丸落し ステンレス　１５０ｍｍ 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103011005 扉金物 丸落し 金属製ドア用（ユニクロめっき）　長１５０ｍｍ スチール 丸落し　金属製ドア用 スチール（ユニクロ）１５０ｍｍ 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103011010 扉金物 丸落し 金属製ドア用（ユニクロめっき）　長３００ｍｍ スチール 丸落し　金属製ドア用 スチール（ユニクロ）３００ｍｍ 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103011015 扉金物 丸落し 金属製ドア用（ユニクロめっき）　長４５０ｍｍ スチール 丸落し　金属製ドア用 スチール（ユニクロ）４５０ｍｍ 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物
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扉金物 3103022005 扉金物 フランス落し 長１５０ｍｍ ステンレス フランス落し ステンレス　１５０ｍｍ 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103022010 扉金物 フランス落し 長３００ｍｍ ステンレス フランス落し ステンレス　３００ｍｍ 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103021015 扉金物 フランス落し 軽量用（サチライトクロムめっき）　長１５０ｍｍ ダイカスト フランス落し　軽量用 ダイカストクロムめっき　１５０ 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103041005 扉金物 戸当たり 幅木用（クロムめっき） ダイカスト 戸当たり　幅木用 ダイカスト（クロムめっき） 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103041010 扉金物 戸当たり 床付用（クロムめっき） ダイカスト 戸当たり　床付用 ダイカスト（クロムめっき） 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103041015 扉金物 戸当たり 床付用 ステンレス 戸当たり　床付用 ステンレス 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103042005 扉金物 戸当たり 公団型　大　長９０ｍｍ程度 ステンレス 戸当たり　公団型 ステンレス　大　９０ｍｍ程度 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103042010 扉金物 戸当たり 公団型　小　長６５ｍｍ程度 ステンレス 戸当たり　公団型 ステンレス　小　６５ｍｍ程度 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103051010 扉金物 アームストッパー アーム長８０ｍｍ＋１１０ｍｍ程度（クロムめっき） スチール アームストッパー　スチール Ｌ８０ｍｍ　（クロムめっき） 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103051005 扉金物 アームストッパー アーム長１１０ｍｍ＋１７０ｍｍ程度（クロムめっき） スチール アームストッパー　スチール Ｌ１１０ｍｍ　（クロムめっき） 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103052005 扉金物 アームストッパー アーム長１１０ｍｍ＋１７０ｍｍ程度 ステンレス アームストッパー　ステンレス Ｌ１１０ｍｍ 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103061020 扉金物 チェンロック ステンレス チェンロック ステンレス 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103081010 扉金物 半回転取手 長７６ｍｍ ステンレス 半回転取手 ステンレス　７６ｍｍ 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103090010 扉金物 角ケースハンドル 片面　金属製ドア用　縦７０ｍｍ×横７０ｍｍ　φ５２ｍｍ ステンレス 角ケースハンドル（金属ドア用） 片面ステンレス　７０×７０ｍｍ 個 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103090020 扉金物 角ケースハンドル 両面　金属製ドア用　縦７０ｍｍ×横７０ｍｍ　φ５２ｍｍ ステンレス 角ケースハンドル（金属ドア用） 両面ステンレス　７０×７０ｍｍ 組 492 ○ ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3107011060 扉金物 シリンダー南京錠 サイズ１５ｍｍ 真ちゅう シリンダー南京錠 真ちゅう　サイズ１５ｍｍ 個 492 ○ ○ 3107 扉錠

扉金物 3107011070 扉金物 シリンダー南京錠 サイズ２０ｍｍ 真ちゅう シリンダー南京錠 真ちゅう　サイズ２０ｍｍ 個 492 ○ ○ 3107 扉錠

扉金物 3107011080 扉金物 シリンダー南京錠 サイズ２５ｍｍ 真ちゅう シリンダー南京錠 真ちゅう　サイズ２５ｍｍ 個 492 ○ ○ 3107 扉錠
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扉金物 3107011010 扉金物 シリンダー南京錠 サイズ３０ｍｍ 真ちゅう シリンダー南京錠 真ちゅう　サイズ３０ｍｍ 個 492 ○ ○ 3107 扉錠

扉金物 3107011020 扉金物 シリンダー南京錠 サイズ３５ｍｍ 真ちゅう シリンダー南京錠 真ちゅう　サイズ３５ｍｍ 個 492 ○ ○ 3107 扉錠

扉金物 3107011030 扉金物 シリンダー南京錠 サイズ４０ｍｍ 真ちゅう シリンダー南京錠 真ちゅう　サイズ４０ｍｍ 個 492 ○ ○ 3107 扉錠

扉金物 3107011040 扉金物 シリンダー南京錠 サイズ４５ｍｍ 真ちゅう シリンダー南京錠 真ちゅう　サイズ４５ｍｍ 個 492 ○ ○ 3107 扉錠

扉金物 3107011050 扉金物 シリンダー南京錠 サイズ５０ｍｍ 真ちゅう シリンダー南京錠 真ちゅう　サイズ５０ｍｍ 個 492 ○ ○ 3107 扉錠

扉金物 3107011100 扉金物 シリンダー南京錠 サイズ６０ｍｍ 真ちゅう シリンダー南京錠 真ちゅう　サイズ６０ｍｍ 個 492 ○ ○ 3107 扉錠

扉金物 3107011110 扉金物 シリンダー南京錠 サイズ７０ｍｍ 真ちゅう シリンダー南京錠 真ちゅう　サイズ７０ｍｍ 個 492 ○ ○ 3107 扉錠

引戸用金物 3101121010 甲丸レール 幅６ｍｍ×高７．５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 真ちゅう 引戸用レール　甲丸 ６×７．５×１８２０　真ちゅう 本 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

引戸用金物 3101121015 甲丸レール 幅７ｍｍ×高９ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 真ちゅう 引戸用レール　甲丸 ７×９×１８２０　真ちゅう 本 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

引戸用金物 3101123005 室内用埋込レール（Ｖ・Ｍ型レール） 幅９ｍｍ×高９ｍｍ×長２，０００ｍｍ アルミ 引戸用レール　室内埋込Ｖ・Ｍ型 ９×９×２０００　アルミ 本 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

引戸用金物 3101123010 室内用埋込レール（Ｖ・Ｍ型レール） 幅１２ｍｍ×高１２ｍｍ×長２，０００ｍｍ アルミ 引戸用レール　室内埋込Ｖ・Ｍ型 １２×１２×２０００　アルミ 本 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

引戸用金物 3101123015 室内用埋込レール（Ｖ・Ｍ型レール） 幅９ｍｍ×高９ｍｍ×長２，０００ｍｍ 真ちゅう 引戸用レール　室内埋込Ｖ・Ｍ型 ９×９×２０００　真ちゅう 本 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

引戸用金物 3101123020 室内用埋込レール（Ｖ・Ｍ型レール） 幅１２ｍｍ×高１２ｍｍ×長２，０００ｍｍ 真ちゅう 引戸用レール　室内埋込Ｖ・Ｍ型 １２×１２×２０００　真ちゅう 本 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

引戸用金物 3101124005 敷居レール（Ｕ型レール） 引違い用　幅１００ｍｍ×高２５ｍｍ×長２，０００ｍｍ ステンレス 引戸用レール　敷居　Ｕ型　引違 １００×２５×２０００　ＳＵＳ 本 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

引戸用金物 3101124010 敷居レール（Ｕ型レール） 片引き用　幅１００ｍｍ×高２５ｍｍ×長２，０００ｍｍ ステンレス 引戸用レール　敷居　Ｕ型　片引 １００×２５×２０００　ＳＵＳ 本 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

引戸用金物 3101134002 甲丸用戸車 ナイロン戸車　丸φ３０ｍｍ スチール枠 戸車　ナイロン戸車 丸３０ｍｍ　スチール枠　甲丸用 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

引戸用金物 3101134004 甲丸用戸車 ナイロン戸車　丸φ３６ｍｍ スチール枠 戸車　ナイロン戸車 丸３６ｍｍ　スチール枠　甲丸用 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

引戸用金物 3101135004 Ｖ・Ｍ型用戸車 ジュラコン車　ベアリング入り　φ３３ｍｍ スチール枠 戸車　ジュラコン車ベアリング入 ３３ｍｍ　スチール枠Ｖ・Ｍ型用 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物
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引戸用金物 3101136002 Ｕ型用戸車 ジュラコン車　φ４０ｍｍ スチール枠 戸車　ジュラコン車 ４０ｍｍ　スチール枠　Ｕ型用 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

引戸用金物 3103100405 公団取手（三ツ穴取手） ヘアーライン　大　長１２０ｍｍ ステンレス 公団取手（三ツ穴取手） ヘアーライン　大　１２０ｍｍ 個 493 ○ ○ 3103 扉付属金物

引戸用金物 3103100410 公団取手（三ツ穴取手） ヘアーライン　中　長１０５ｍｍ ステンレス 公団取手（三ツ穴取手） ヘアーライン　中　１０５ｍｍ 個 493 ○ ○ 3103 扉付属金物

引戸用金物 3103100415 公団取手（三ツ穴取手） ヘアーライン　小　長９０ｍｍ ステンレス 公団取手（三ツ穴取手） ヘアーライン　小　９０ｍｍ 個 493 ○ ○ 3103 扉付属金物

引戸用金物 3103100815 座付取手 長９０ｍｍ ダイカスト 座付取手 ９０ｍｍ　ダイカスト 個 493 ○ ○ 3103 扉付属金物

引戸用金物 3103100820 座付取手 長１２０ｍｍ ダイカスト 座付取手 １２０ｍｍ　ダイカスト 個 493 ○ ○ 3103 扉付属金物

引戸用金物 3103100825 座付取手 長１５０ｍｍ ダイカスト 座付取手 １５０ｍｍ　ダイカスト 個 493 ○ ○ 3103 扉付属金物

引戸用金物 3103110225 舟底引手 ヘアーライン　長７５ｍｍ ステンレス 舟底引手　ヘアーライン ７５ｍｍ　ステンレス 個 493 ○ ○ 3103 扉付属金物

引戸用金物 3103110230 舟底引手 ヘアーライン　長９０ｍｍ ステンレス 舟底引手　ヘアーライン ９０ｍｍ　ステンレス 個 493 ○ ○ 3103 扉付属金物

引戸用金物 3103110235 舟底引手 ヘアーライン　長１０５ｍｍ ステンレス 舟底引手　ヘアーライン １０５ｍｍ　ステンレス 個 493 ○ ○ 3103 扉付属金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101113002 ピボットヒンジ ダイヤモンド Ｓ－１Ａ 中心吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ １００ｋｇ／個 大鳥機工 ピボットヒンジ　ダイヤモンド Ｓ－１Ａ　中心吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101113004 ピボットヒンジ ダイヤモンド Ｓ－２Ａ 中心吊り 扉寸法１，５００ｍｍ×２，４００ｍｍ １８０ｋｇ／個 大鳥機工 ピボットヒンジ　ダイヤモンド Ｓ－２Ａ　中心吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101113006 ピボットヒンジ ダイヤモンド Ｓ－３Ａ 中心吊り 扉寸法１，８００ｍｍ×３，０００ｍｍ ３００ｋｇ／個 大鳥機工 ピボットヒンジ　ダイヤモンド Ｓ－３Ａ　中心吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101113012 ピボットヒンジ ダイヤモンド ２Ｂ 持出吊り 扉寸法１，５００ｍｍ×２，４００ｍｍ １８０ｋｇ／個 大鳥機工 ピボットヒンジ　ダイヤモンド ２Ｂ　持出吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101113014 ピボットヒンジ ダイヤモンド ３Ｂ 持出吊り 扉寸法１，８００ｍｍ×３，０００ｍｍ ３００ｋｇ／個 大鳥機工 ピボットヒンジ　ダイヤモンド ３Ｂ　持出吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101113016
ピボットヒンジ ダイヤモンド Ｓ－２Ｇ 中心吊り　強化硝子扉用 扉寸法９１４ｍｍ×２，１３４ｍｍ １２０ｋｇ／個
大鳥機工

ピボットヒンジ　ダイヤモンド Ｓ－２Ｇ中心吊り　強化硝子扉用 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101115002
ピボットヒンジ ニュースター １Ａ－５ 持出吊り 扉寸法８５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ６０ｋｇ／個 日本ドアーチ
エック製造

ピボットヒンジ　ニュースター １Ａ－５　持出吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101115004
ピボットヒンジ ニュースター １１Ａ 持出吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ７０ｋｇ／個 日本ドアーチエッ
ク製造

ピボットヒンジ　ニュースター １１Ａ　持出吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物
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ピボットヒンジ―ブランド品― 3101115006
ピボットヒンジ ニュースター １１Ｂ 持出吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ７０ｋｇ／個 日本ドアーチエッ
ク製造

ピボットヒンジ　ニュースター １１Ｂ　持出吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101115008
ピボットヒンジ ニュースター ８Ｃ－５ 持出吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ９０ｋｇ／個 日本ドアーチ
エック製造

ピボットヒンジ　ニュースター ８Ｃ－５　持出吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101115010
ピボットヒンジ ニュースター Ｃ－１１０ 中心吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ７５ｋｇ／個 日本ドアーチ
エック製造

ピボットヒンジ　ニュースター Ｃ－１１０　中心吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101115012
ピボットヒンジ ニュースター ＴＣ－１２０ 中心吊り 扉寸法１，１００ｍｍ×２，４００ｍｍ １８５ｋｇ／個 日本
ドアーチエック製造

ピボットヒンジ　ニュースター ＴＣ－１２０　中心吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101115014
ピボットヒンジ ニュースター ＴＣ－１３０ 中心吊り 扉寸法１，６００ｍｍ×２，８００ｍｍ ３００ｋｇ／個 日本
ドアーチエック製造

ピボットヒンジ　ニュースター ＴＣ－１３０　中心吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101115016
ピボットヒンジ ニュースター １２Ｂ 持出吊り 扉寸法１，０５０ｍｍ×２，１００ｍｍ １２０ｋｇ／個 日本ドアー
チエック製造

ピボットヒンジ　ニュースター １２Ｂ　持出吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101119002 ピボットヒンジ リョービ ２０８Ｃ３ 持出吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ８０ｋｇ／個 リョービ ピボットヒンジ　リョービ ２０８Ｃ３　持出吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101119022 ピボットヒンジ リョービ ２０８Ｆ３ 持出吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ８０ｋｇ／個 リョービ ピボットヒンジ　リョービ ２０８Ｆ３　持出吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101119004 ピボットヒンジ リョービ ２１１Ｃ２ 持出吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ７０ｋｇ／個 リョービ ピボットヒンジ　リョービ ２１１Ｃ２　持出吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101119006 ピボットヒンジ リョービ ２１２Ｃ２ 持出吊り 扉寸法１，０５０ｍｍ×２，１００ｍｍ １２０ｋｇ／個 リョービ ピボットヒンジ　リョービ ２１２Ｃ２　持出吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101119008 ピボットヒンジ リョービ ２１３Ｃ 持出吊り 扉寸法１，１００ｍｍ×２，４００ｍｍ １８５ｋｇ／個 リョービ ピボットヒンジ　リョービ ２１３Ｃ　持出吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101119024 ピボットヒンジ リョービ ２１４Ｃ 持出吊り 扉寸法１，５００ｍｍ×２，８００ｍｍ ２５０ｋｇ／個 リョービ ピボットヒンジ　リョービ ２１４Ｃ　持出吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101119010 ピボットヒンジ リョービ ＳＷＤ２０８Ｃ３ 持出吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ８０ｋｇ／個 リョービ ピボットヒンジ　リョービ ＳＷＤ２０８Ｃ３　持出吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101119012 ピボットヒンジ リョービ ＳＷＤ２０８Ｆ３ 持出吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ８０ｋｇ／個 リョービ ピボットヒンジ　リョービ ＳＷＤ２０８Ｆ３　持出吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101119030 ピボットヒンジ リョービ ３３５ 中心吊り 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ １００ｋｇ／個 リョービ ピボットヒンジ　リョービ ３３５　中心吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101119032 ピボットヒンジ リョービ ３４５ 中心吊り 扉寸法１，５００ｍｍ×２，４００ｍｍ １８５ｋｇ／個 リョービ ピボットヒンジ　リョービ ３４５　中心吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

ピボットヒンジ―ブランド品― 3101119034 ピボットヒンジ リョービ ３５５ 中心吊り 扉寸法１，８００ｍｍ×３，０００ｍｍ ３００ｋｇ／個 リョービ ピボットヒンジ　リョービ ３５５　中心吊り 個 493 ○ ○ 3101 扉支持金物

つり戸用金物―ブランド品― 3101140030 つり戸用金物 ドアーハンガー ３号　単車　径５０ｍｍ ダイケン ドアハンガー　３号　単車 車径５０　ダイケン 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物
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つり戸用金物―ブランド品― 3101140040 つり戸用金物 ドアーハンガー ３号　複車　径５０ｍｍ ダイケン ドアハンガー　３号　複車 車径５０　ダイケン 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

つり戸用金物―ブランド品― 3101140090 つり戸用金物 トラックレール ３号　高５７ｍｍ×幅４４ｍｍ×長３，６４０ｍｍ ダイケン トラックレール　３号 Ｈ５７×Ｗ４４　ダイケン 本 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

つり戸用金物―ブランド品― 3101140120 つり戸用金物 ガイドレール ３号　高２５ｍｍ×幅２６ｍｍ×長３，６４０ｍｍ ダイケン ガイドレール　３号 Ｈ２５×Ｗ２６　ダイケン 本 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

つり戸用金物―ブランド品― 3101140150 つり戸用金物 ガイドローラ ３号　長８５ｍｍ×径２１ｍｍ ダイケン ガイドローラ　３号 Ｌ８５×径２１　ダイケン 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

つり戸用金物―ブランド品― 3101140190 つり戸用金物 ブラケット ３号　横受一連 ダイケン ブラケット　３号 横受一連　ダイケン 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

つり戸用金物―ブランド品― 3101140200 つり戸用金物 ブラケット ３号　天井受二連 ダイケン ブラケット　３号 天井受二連　ダイケン 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

つり戸用金物―ブランド品― 3101140230 つり戸用金物 エプロン ＃３　戸厚３６～５８ｍｍ ダイケン エプロン　＃３ 戸厚３６～５８　ダイケン 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

つり戸用金物―ブランド品― 3101140240 つり戸用金物 プレート ＃３　幅２４ｍｍ　長８０ｍｍ ダイケン プレート　＃３ Ｗ２４×Ｌ８０　ダイケン 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

つり戸用金物―ブランド品― 3101140250 つり戸用金物 サイドカバー ＃３ ダイケン サイドカバー　＃３ ダイケン 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

つり戸用金物―ブランド品― 3101140050 つり戸用金物 ドアーハンガー ＃３　単車（ベアリング入り） ヤボシ（フジ） ドアハンガー　＃３　単車 ベアリング入　ヤボシ 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

つり戸用金物―ブランド品― 3101140060 つり戸用金物 ドアーハンガー ＃３　複車（プレス） ヤボシ（フジ） ドアハンガー　＃３　複車 プレス　ヤボシ 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

つり戸用金物―ブランド品― 3101140100 つり戸用金物 トラックレール ＃３　高５７ｍｍ×幅４７ｍｍ×長３，６４０ｍｍ ヤボシ（フジ） トラックレール　＃３ Ｈ５７×Ｗ４７　ヤボシ 本 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

つり戸用金物―ブランド品― 3101140130 つり戸用金物 ガイドレール ＃３　高２５ｍｍ×幅２５ｍｍ×長３，６４０ｍｍ ヤボシ（フジ） ガイドレール　＃３ Ｈ２５×Ｗ２５　ヤボシ 本 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

つり戸用金物―ブランド品― 3101140160 つり戸用金物 ガイドローラ ＃３　長７８ｍｍ，径２０ｍｍ ヤボシ（フジ） ガイドローラ　＃３ Ｌ７８・径２０　ヤボシ 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

つり戸用金物―ブランド品― 3101140210 つり戸用金物 ブラケット ＃３　横受一連 ヤボシ（フジ） ブラケット　＃３ 横受一連　ヤボシ 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

つり戸用金物―ブランド品― 3101140220 つり戸用金物 ブラケット ＃３　天井受二連 ヤボシ（フジ） ブラケット　＃３ 天井受二連　ヤボシ 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

ラバトリー金物 3101150090 ラバトリー金物 面付ラバトリーヒンジ １０２ｍｍ ステンレス 面付ラバトリーヒンジ １０２ｍｍ　ステンレス 組 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

ラバトリー金物 3101150020 ラバトリー金物 ラバトリーラッチ 長７５ｍｍ　角型　表示付き ステンレス ラバトリーラッチ ７５ｍｍ　角型　表示付き 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物
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ラバトリー金物 3101150030 ラバトリー金物 ラバトリーストライク 内開用　函型 ステンレス ラバトリーストライク 内開用　函型 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

ラバトリー金物 3101150040 ラバトリー金物 ラバトリーストライク 外開用　函型 ステンレス ラバトリーストライク 外開用　函型 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

ラバトリー金物 3101150080 ラバトリー金物 アングルセット Ｌ型 ステンレス アングルセット Ｌ型　ステンレス 組 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

ラバトリー金物 3101150100 ラバトリー金物 アジャストＴ型サポート 高さ調整５０～７５ｍｍ ステンレス アジャストＴ型サポート ５０～７５ｍｍ　ステンレス 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

ラバトリー金物 3101150110 ラバトリー金物 スライドチャンネル 丸座付き ステンレス スライドチャンネル 丸座付き　ステンレス 個 494 ○ ○ 3101 扉支持金物

扉錠―ブランド品― 3107030236 一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＵＣ－５Ｑ・Ｙ・Ｋ　１１Ｓ　本締付きモノロック Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 一般錠　ゴールロック 本締付きモノロック 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030210 一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＡＳ－５Ｑ・Ｙ・Ｋ　１１Ｓ　汎用ケースロック Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 一般錠　ゴールロック 汎用ケースロック 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030238 一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＡＨ－５Ｑ・Ｙ・Ｋ　１１Ｓ　高級ケースロック Ｂ／Ｓ７６ｍｍ 一般錠　ゴールロック 高級ケースロック 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030240 一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＬＧ－５ＮＵ・ＫＵ・ＴＵ　１１Ｓ　汎用レバーハンドルロック Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 一般錠　ゴールロック 汎用レバーハンドルロック 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030242 一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＡＨＬ－５ＮＵ・ＫＵ・ＴＵ　１１Ｓ　高級レバーハンドルロック Ｂ／Ｓ７６ｍｍ 一般錠　ゴールロック 高級レバーハンドルロック 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030244 一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＨＤ－５　本締錠 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 一般錠　ゴールロック 本締錠 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030246 一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＳＸ－５　引戸用鎌錠 Ｂ／Ｓ５１ｍｍ 一般錠　ゴールロック 引戸用鎌錠 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030226 一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＭＸＬ－ＮＵ　面付箱錠（ＢＬ認定レバーハンドル錠） Ｂ／Ｓ－ 一般錠　ゴールロック 面付箱錠（レバーハンドル錠） 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030248 一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＣＭＭ－５　グレモン錠 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 一般錠　ゴールロック グレモン錠 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030250 一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＡＨ－９Ｂ・Ｓ・Ｐ　１１Ｓ　ホテル用高級ケースロック Ｂ／Ｓ７６ｍｍ 一般錠　ゴールロック ホテル用高級ケースロック 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030252 一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＡＨＬ－９ＺＵ　１１Ｓ　ホテル用高級レバーハンドルロック Ｂ／Ｓ７６ｍｍ 一般錠　ゴールロック ホテル用高級レバハンドルロック 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030255 一般錠 ゴールロック ＧＰ－Ｓ１７０４－５　引違い戸錠 Ｂ／Ｓ－ 一般錠　ゴールロック 引違い戸錠 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030256 一般錠 ゴールロック ＰＹ－ＡＲＣ７４　プッシュプルハンドル錠 Ｂ／Ｓ５１ｍｍ 一般錠　ゴールロック プッシュプルハンドル錠 組 494 ○ ○ 3107 扉錠
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扉錠―ブランド品― 3107030204 一般錠 ゴールロック ＧＰ－ＵＨ－５Ｑ・Ｙ・Ｋ　１１Ｓ　高級円筒錠 Ｂ／Ｓ７０ｍｍ 一般錠　ゴールロック 高級円筒錠 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030601 一般錠 美和ロック Ｕ９ＨＭＤ－１　本締付きモノロック Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 一般錠　美和ロック 本締付きモノロック 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030603 一般錠 美和ロック Ｕ９ＭＡＤ－１　汎用ケースロック Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 一般錠　美和ロック 汎用ケースロック 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030607 一般錠 美和ロック Ｕ９ＭＨＳＤ－１　高級ケースロック Ｂ／Ｓ７６ｍｍ 一般錠　美和ロック 高級ケースロック 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030609 一般錠 美和ロック Ｕ９ＬＡ－１（５０，５１，５２）　レバーハンドル錠 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 一般錠　美和ロック レバーハンドル錠 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030611 一般錠 美和ロック Ｕ９ＬＨＳ（５０，５１，５２）－１　高級レバーハンドル錠 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 一般錠　美和ロック 高級レバーハンドル錠 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030615 一般錠 美和ロック Ｕ９ＤＡ－１　本締錠 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 一般錠　美和ロック 本締錠 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030617 一般錠 美和ロック Ｕ９ＧＴ５１９９－１　防音扉用グレモン錠 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 一般錠　美和ロック 防音扉用グレモン錠 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030672 一般錠 美和ロック Ｕ９ＭＣ２５２０－１　ハイブリッドカードロック Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 一般錠　美和ロック ハイブリッドカードロック 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030623 一般錠 美和ロック Ｕ９ＴＫ４Ｌ３３－１　ランダムテンキーロック Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 一般錠　美和ロック ランダムテンキーロック 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030230 電気錠 ゴールロック ＧＰ－ＥＸＳ－５ＮＵ・ＫＵ・ＴＵ　１１Ｓ　レバーハンドル型 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 電気錠　ゴールロック レバーハンドル型 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030235 電気錠 ゴールロック ＧＰ－ＥＳＳＦ５Ｑ・Ｙ・Ｋ　１１Ｓ　ケースロック型 Ｂ／Ｓ７６ｍｍ 電気錠　ゴールロック ケースロック型 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030258 電気錠 ゴールロック ＧＰ－ＥＭ－５　モーター錠（エントランスマンション用） Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 電気錠　ゴールロック モーター錠 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030260 電気錠 ゴールロック ＧＰ－ＥＺＳ－５ＮＵ・ＫＵ・ＴＵ　１１Ｓ　住宅マンション玄関用 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 電気錠　ゴールロック 住宅マンション玄関用 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030262 電気錠 ゴールロック ＧＰ－ＣＭＴ－５　グレモン電気錠 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 電気錠　ゴールロック グレモン電気錠 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030264 電気錠 ゴールロック ＧＰ－ＥＳＴＰ－７Ｑ・Ｙ・Ｋ　通用口用 Ｂ／Ｓ７６ｍｍ 電気錠　ゴールロック 通用口用 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030266 電気錠 ゴールロック ＧＰ－ＥＳＫＨ－６Ｑ・Ｙ・Ｋ　非常口用 Ｂ／Ｓ７６ｍｍ 電気錠　ゴールロック 非常口用 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

扉錠―ブランド品― 3107030635 電気錠 美和ロック Ｕ９ＡＬ３Ｍ－１　エントランス用 Ｂ／Ｓ３８ｍｍ 電気錠　美和ロック エントランス用 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

1432 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

扉錠―ブランド品― 3107030637 電気錠 美和ロック Ｕ９ＡＬＡ（５０，５１，５２）－１　住宅，マンション玄関用 Ｂ／Ｓ６４ｍｍ 電気錠　美和ロック 住宅・マンション玄関用 組 494 ○ ○ 3107 扉錠

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010002 ドアクローザ　スタンダード型 標準型 扉寸法８００ｍｍ×１，８００ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下 ドアクローザ　スタンダード型 ８００×１８００　標準型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010004 ドアクローザ　スタンダード型 ストップ付き 扉寸法８００ｍｍ×１，８００ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下 ドアクローザ　スタンダード型 ８００×１８００　ストップ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010006 ドアクローザ　スタンダード型 標準型 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量４５ｋｇ以下 ドアクローザ　スタンダード型 ９００×２１００　標準型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010008 ドアクローザ　スタンダード型 ストップ付き 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量４５ｋｇ以下 ドアクローザ　スタンダード型 ９００×２１００　ストップ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010012 ドアクローザ　スタンダード型 標準型 扉寸法９５０ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量６５ｋｇ以下 ドアクローザ　スタンダード型 ９５０×２１００　標準型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010014 ドアクローザ　スタンダード型 ストップ付き 扉寸法９５０ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量６５ｋｇ以下 ドアクローザ　スタンダード型 ９５０×２１００　ストップ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010016 ドアクローザ　スタンダード型 ヒューズ付き（防火用） 扉寸法９５０ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量６５ｋｇ以下 ドアクローザ　スタンダード型 ９５０×２１００　ヒューズ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010018 ドアクローザ　スタンダード型 標準型 扉寸法１，０５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量８５ｋｇ以下 ドアクローザ　スタンダード型 １０５０×２４００　標準型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010020 ドアクローザ　スタンダード型 ストップ付き 扉寸法１，０５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量８５ｋｇ以下 ドアクローザ　スタンダード型 １０５０×２４００　ストップ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010022
ドアクローザ　スタンダード型 ヒューズ付き（防火用） 扉寸法１，０５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量８５ｋｇ以
下

ドアクローザ　スタンダード型 １０５０×２４００　ヒューズ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010024 ドアクローザ　スタンダード型 標準型 扉寸法１，２００ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量１２０ｋｇ以下 ドアクローザ　スタンダード型 １２００×２４００　標準型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010026 ドアクローザ　スタンダード型 ストップ付き 扉寸法１，２００ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量１２０ｋｇ以下 ドアクローザ　スタンダード型 １２００×２４００　ストップ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010028
ドアクローザ　スタンダード型 ヒューズ付き（防火用） 扉寸法１，２００ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量１２０ｋｇ
以下

ドアクローザ　スタンダード型 １２００×２４００　ヒューズ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010030 ドアクローザ　パラレル型 標準型 扉寸法８００ｍｍ×１，８００ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下 ドアクローザ　パラレル型 ８００×１８００　標準型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010032 ドアクローザ　パラレル型 ストップ付き 扉寸法８００ｍｍ×１，８００ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下 ドアクローザ　パラレル型 ８００×１８００　ストップ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010034 ドアクローザ　パラレル型 標準型 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量４５ｋｇ以下 ドアクローザ　パラレル型 ９００×２１００　標準型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010036 ドアクローザ　パラレル型 ストップ付き 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量４５ｋｇ以下 ドアクローザ　パラレル型 ９００×２１００　ストップ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物
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ドアクローザ（ドアチェック） 3105010040 ドアクローザ　パラレル型 標準型 扉寸法９５０ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量６５ｋｇ以下 ドアクローザ　パラレル型 ９５０×２１００　標準型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010042 ドアクローザ　パラレル型 ストップ付き 扉寸法９５０ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量６５ｋｇ以下 ドアクローザ　パラレル型 ９５０×２１００　ストップ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010044 ドアクローザ　パラレル型 ヒューズ付き（防火用） 扉寸法９５０ｍｍ×２，１００ｍｍ ドア質量６５ｋｇ以下 ドアクローザ　パラレル型 ９５０×２１００　ヒューズ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010046 ドアクローザ　パラレル型 標準型 扉寸法１，０５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量８５ｋｇ以下 ドアクローザ　パラレル型 １０５０×２４００　標準型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010048 ドアクローザ　パラレル型 ストップ付き 扉寸法１，０５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量８５ｋｇ以下 ドアクローザ　パラレル型 １０５０×２４００　ストップ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010050 ドアクローザ　パラレル型 ヒューズ付き（防火用） 扉寸法１，０５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量８５ｋｇ以下 ドアクローザ　パラレル型 １０５０×２４００　ヒューズ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010052 ドアクローザ　パラレル型 標準型 扉寸法１，２００ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量１２０ｋｇ以下 ドアクローザ　パラレル型 １２００×２４００　標準型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010054 ドアクローザ　パラレル型 ストップ付き 扉寸法１，２００ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量１２０ｋｇ以下 ドアクローザ　パラレル型 １２００×２４００　ストップ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010056 ドアクローザ　パラレル型 ヒューズ付き（防火用） 扉寸法１，２００ｍｍ×２，４００ｍｍ ドア質量１２０ｋｇ以下 ドアクローザ　パラレル型 １２００×２４００　ヒューズ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010058
ドアクローザ　コンシールド型 コンシールド（ガイドレール型） ストップ付き 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ
（以下） ドア質量４５ｋｇ以下

ドアクローザ　コンシールド型 ９００×２１００以下ストップ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010060
ドアクローザ　コンシールド型 コンシールド（ガイドレール型） 扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ（以下） ドア質
量４５ｋｇ以下

ドアクローザ　コンシールド型 ９００×２１００以下 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010062
ドアクローザ　コンシールド型 コンシールド（ガイドレール型） ストップ付き 扉寸法９５０ｍｍ×２，１００ｍｍ
（以下） ドア質量６５ｋｇ以下

ドアクローザ　コンシールド型 ９５０×２１００以下ストップ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック） 3105010064
ドアクローザ　コンシールド型 コンシールド（ガイドレール型） 扉寸法９５０ｍｍ×２，１００ｍｍ（以下） ドア質
量６５ｋｇ以下

ドアクローザ　コンシールド型 ９５０×２１００以下 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品― 3105011202
アームレスドアクローザ　オートヒンジ １１１１ 丁番型　扉寸法８５０ｍｍ×２，０００ｍｍ×３０ｍｍ ドア質量３
５ｋｇ 日東工器

ドアクローザ　オートヒンジ １１１１　丁番型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品― 3105011204
アームレスドアクローザ　オートヒンジ １１１１（Ｓ） 丁番型Ｓ付き　扉寸法８５０ｍｍ×２，０００ｍｍ×３０ｍ
ｍ ドア質量３５ｋｇ 日東工器

ドアクローザ　オートヒンジ １１１１（Ｓ）　丁番型Ｓ付き 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品― 3105011206
アームレスドアクローザ　オートヒンジ １１２（Ｓ） 丁番型Ｓ付き　扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ×３０ｍｍ
ドア質量４０ｋｇ 日東工器

ドアクローザ　オートヒンジ １１２（Ｓ）　丁番型Ｓ付き 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品― 3105011208
アームレスドアクローザ　オートヒンジ １２２Ｔ（Ｓ） 丁番型Ｓ付き　扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ×３０ｍ
ｍ ドア質量４０ｋｇ 日東工器

ドアクローザ　オートヒンジ １２２Ｔ（Ｓ）　丁番型Ｓ付き 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品― 3105011210
アームレスドアクローザ　オートヒンジ １４３Ｔ（Ｓ） 丁番型Ｓ付き　扉寸法９００ｍｍ×２，１００ｍｍ×３０ｍ
ｍ ドア質量６０ｋｇ 日東工器

ドアクローザ　オートヒンジ １４３Ｔ（Ｓ）　丁番型Ｓ付き 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物
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ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品― 3105011236
アームレスドアクローザ　オートヒンジ ２４４Ｔ（Ｓ） 丁番型Ｓ付き　扉寸法１，２００ｍｍ×２，１００ｍｍ×４
０ｍｍ ドア質量１２０ｋｇ 日東工器

ドアクローザ　オートヒンジ ２４４Ｔ（Ｓ）　丁番型Ｓ付き 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品― 3105011238
アームレスドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－８ＫＨ－Ｍ 中心吊型　扉寸法８００ｍｍ×２，０００ｍｍ×３６ｍ
ｍ ドア質量５０ｋｇ 日東工器

ドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－８ＫＨ－Ｍ　中心吊型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品― 3105011216
アームレスドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－１２Ｈ－Ｍ 中心吊型　扉寸法１，２００ｍｍ×２，１００ｍｍ×４
０ｍｍ ドア質量１００ｋｇ 日東工器

ドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－１２Ｈ－Ｍ　中心吊型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品― 3105011218
アームレスドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－１４Ｈ－Ｍ 中心吊型　扉寸法１，４００ｍｍ×２，１００ｍｍ×４
０ｍｍ ドア質量１３０ｋｇ 日東工器

ドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－１４Ｈ－Ｍ　中心吊型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品― 3105011220
アームレスドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－１６Ｈ－Ｍ 中心吊型　扉寸法１，６００ｍｍ×２，４００ｍｍ×４
５ｍｍ ドア質量１６０ｋｇ 日東工器

ドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－１６Ｈ－Ｍ　中心吊型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品― 3105011234
アームレスドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－２２－Ｍ 中心吊型　扉寸法２，２００ｍｍ×２，４００ｍｍ×５０
ｍｍ ドア質量２４０ｋｇ 日東工器

ドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－２２－Ｍ　中心吊型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品― 3105011226
アームレスドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－３０－Ｍ 中心吊型　扉寸法３，０００ｍｍ×２，６００ｍｍ×５５
ｍｍ ドア質量４１０ｋｇ 日東工器

ドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－３０－Ｍ　中心吊型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ（ドアチェック）―ブランド品― 3105011240
アームレスドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－３５Ａ－Ｍ 中心吊型　扉寸法３，５００ｍｍ×３，０００ｍｍ×５
５ｍｍ ドア質量５１０ｋｇ 日東工器

ドアクローザ　オートヒンジ ＡＦＤ－３５Ａ－Ｍ　中心吊型 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020222
フロアヒンジ ダイヤモンド Ｄ－２２ ストッパー付き 扉寸法９５０ｍｍ ×２，１００ｍｍ ドア質量１１０ｋｇ／個
大鳥機工

フロアヒンジ　ダイヤモンド Ｄ－２２　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020224
フロアヒンジ ダイヤモンド ＳＴ－３２ ストッパー付き 扉寸法９５０ｍｍ ×２，１００ｍｍ ドア質量１２０ｋｇ／
個 大鳥機工

フロアヒンジ　ダイヤモンド ＳＴ－３２　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020226
フロアヒンジ ダイヤモンド Ｄ－２１ ストッパー付き 扉寸法８００ｍｍ ×１，８００ｍｍ ドア質量７０ｋｇ／個 大
鳥機工

フロアヒンジ　ダイヤモンド Ｄ－２１　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020230 フロアヒンジ ダイヤモンド ＳＴ－１３２ ストッパー付き 扉寸法９１４ｍｍ ×２，１３４ｍｍ ドア質量－ 大鳥機工 フロアヒンジ　ダイヤモンド ＳＴ－１３２　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020232
フロアヒンジ ダイヤモンド ５４３Ｋ ストッパー付き 扉寸法１，０５０ｍｍ ×２，２００ｍｍ ドア質量１１０ｋｇ
／個 大鳥機工

フロアヒンジ　ダイヤモンド ５４３Ｋ　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020234
フロアヒンジ ダイヤモンド ５４４Ｋ ストッパー付き 扉寸法１，２００ｍｍ ×２，３００ｍｍ ドア質量１５０ｋｇ
／個 大鳥機工

フロアヒンジ　ダイヤモンド ５４４Ｋ　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020402
フロアヒンジ ニュースター Ｓ－３０ ストッパー付き 扉寸法９５０ｍｍ ×２，１００ｍｍ ドア質量１１０ｋｇ／個
日本ドアーチエック製造

フロアヒンジ　ニュースター Ｓ－３０　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020404
フロアヒンジ ニュースター Ｓ－４０ ストッパー付き 扉寸法１，０５０ｍｍ ×２，４００ｍｍ ドア質量１８５ｋｇ
／個 日本ドアーチエック製造

フロアヒンジ　ニュースター Ｓ－４０　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020406
フロアヒンジ ニュースター ＨＳ－５１１ＺⅠ ストッパー付き 扉寸法９００ｍｍ ×２，１００ｍｍ ドア質量７０ｋ
ｇ／個 日本ドアーチエック製造

フロアヒンジ　ニュースター ＨＳ－５１１Ｚ１　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020408
フロアヒンジ ニュースター ＨＳ－５２２ＺⅠ ストッパー付き 扉寸法９５０ｍｍ ×２，１００ｍｍ ドア質量１０５
ｋｇ／個 日本ドアーチエック製造

フロアヒンジ　ニュースター ＨＳ－５２２Ｚ１　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物
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フロアヒンジ―ブランド品― 3105020410
フロアヒンジ ニュースター ＨＳ－１３００ ストッパー付き 扉寸法９５０ｍｍ ×２，１００ｍｍ ドア質量１１０ｋ
ｇ／個 日本ドアーチエック製造

フロアヒンジ　ニュースター ＨＳ－１３００　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020412
フロアヒンジ ニュースター ＨＳ－１４００ ストッパー付き 扉寸法１，０５０ｍｍ ×２，４００ｍｍ ドア質量１８
５ｋｇ／個 日本ドアーチエック製造

フロアヒンジ　ニュースター ＨＳ－１４００　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020414
フロアヒンジ ニュースター ＯＳ－８３５ ストッパー付き 扉寸法９５０ｍｍ ×２，１００ｍｍ ドア質量１１０ｋｇ
／個 日本ドアーチエック製造

フロアヒンジ　ニュースター ＯＳ－８３５　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020416
フロアヒンジ ニュースター ＯＳ－８４５ ストッパー付き 扉寸法１，０５０ｍｍ ×２，４００ｍｍ ドア質量１８５
ｋｇ／個 日本ドアーチエック製造

フロアヒンジ　ニュースター ＯＳ－８４５　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020418
フロアヒンジ ニュースター ２４５０ ストッパー付き 扉寸法１，２００ｍｍ ×２，４００ｍｍ ドア質量１５０ｋｇ
／個 日本ドアーチエック製造

フロアヒンジ　ニュースター ２４５０　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020420
フロアヒンジ ニュースター ２５５０ ストッパー付き 扉寸法１，６００ｍｍ ×２，４００ｍｍ ドア質量１８０ｋｇ
／個 日本ドアーチエック製造

フロアヒンジ　ニュースター ２５５０　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020822
フロアヒンジ リョービ Ｓ－３０２ ストッパー付き 扉寸法９００ｍｍ ×２，１００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ／個
リョービ

フロアヒンジ　リョービ Ｓ－３０２　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020824
フロアヒンジ リョービ Ｓ－３０３ ストッパー付き 扉寸法９５０ｍｍ ×２，１００ｍｍ ドア質量１０５ｋｇ／個
リョービ

フロアヒンジ　リョービ Ｓ－３０３　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020826
フロアヒンジ リョービ Ｓ－３００３Ｚ ストッパー付き 扉寸法９５０ｍｍ ×２，１００ｍｍ ドア質量１３０ｋｇ／
個 リョービ

フロアヒンジ　リョービ Ｓ－３００３Ｚ　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020828
フロアヒンジ リョービ Ｓ－３００４Ｚ ストッパー付き 扉寸法１，０５０ｍｍ ×２，４００ｍｍ ドア質量１８５ｋ
ｇ／個 リョービ

フロアヒンジ　リョービ Ｓ－３００４Ｚ　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020830
フロアヒンジ リョービ ３０３Ｈ ストッパーなし 扉寸法９５０ｍｍ ×２，１００ｍｍ ドア質量１０５ｋｇ／個
リョービ

フロアヒンジ　リョービ ３０３Ｈ　Ｓなし 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020832 フロアヒンジ リョービ Ｓ－３００３ＧＡ ストッパー付き 扉寸法９１４ｍｍ ×２，１３４ｍｍ ドア質量－ リョービ フロアヒンジ　リョービ Ｓ－３００３ＧＡ　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

フロアヒンジ―ブランド品― 3105020834
フロアヒンジ リョービ Ｓ－３００４ＧＡ ストッパー付き 扉寸法１，０６７ｍｍ ×２，１３４ｍｍ ドア質量－
リョービ

フロアヒンジ　リョービ Ｓ－３００４ＧＡ　Ｓ付 個 495 ○ ○ 3105 開閉金物

板ガラス 3201010520 フロート板ガラス ＦＬ５ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ５ ２．１８ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201010515 フロート板ガラス ＦＬ５ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ５ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201010525 フロート板ガラス ＦＬ５ ６．８１ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ５ ６．８１ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201010605 フロート板ガラス ＦＬ６ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ６ ２．１８ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201010610 フロート板ガラス ＦＬ６ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ６ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス
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板ガラス 3201010615 フロート板ガラス ＦＬ６ ６．８１ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ６ ６．８１ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201010805 フロート板ガラス ＦＬ８ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ８ ２．１８ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201010810 フロート板ガラス ＦＬ８ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ８ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201010815 フロート板ガラス ＦＬ８ ６．８１ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ８ ６．８１ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201011005 フロート板ガラス ＦＬ１０ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ１０ ２．１８ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201011010 フロート板ガラス ＦＬ１０ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ１０ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201011015 フロート板ガラス ＦＬ１０ ６．８１ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ１０ ６．８１ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201011020 フロート板ガラス ＦＬ１０ ９．０９ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ１０ ９．０９ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201011220 フロート板ガラス ＦＬ１２ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ１２ ２．１８ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201011205 フロート板ガラス ＦＬ１２ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ１２ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201011210 フロート板ガラス ＦＬ１２ ６．８１ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ１２ ６．８１ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201011215 フロート板ガラス ＦＬ１２ ９．０９ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ１２ ９．０９ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201011505 フロート板ガラス ＦＬ１５ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ１５ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201011510 フロート板ガラス ＦＬ１５ ６．８１ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ１５ ６．８１ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201011515 フロート板ガラス ＦＬ１５ ９．０９ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ１５ ９．０９ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201011905 フロート板ガラス ＦＬ１９ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ１９ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201011910 フロート板ガラス ＦＬ１９ ６．８１ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ１９ ６．８１ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201011915 フロート板ガラス ＦＬ１９ ９．０９ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ１９ ９．０９ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス
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板ガラス 3201020420 型板ガラス Ｆ４ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０３〕 型板ガラス　Ｆ４ ２．１８ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201020415 型板ガラス Ｆ４ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０３〕 型板ガラス　Ｆ４ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201020605 型板ガラス Ｆ６ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０３〕 型板ガラス　Ｆ６ ２．１８ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201020610 型板ガラス Ｆ６ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０３〕 型板ガラス　Ｆ６ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201040605 網入板ガラス ＦＷ６．８ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０４〕 網入ガラス　ＦＷ６．８ ２．１８ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201040610 網入板ガラス ＦＷ６．８ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０４〕 網入ガラス　ＦＷ６．８ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201040615 網入板ガラス ＰＷ６．８ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０４〕 網入ガラス　ＰＷ６．８ ２．１８ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201040620 網入板ガラス ＰＷ６．８ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０４〕 網入ガラス　ＰＷ６．８ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201041005 網入板ガラス ＰＷ１０ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０４〕 網入ガラス　ＰＷ１０ ２．１８ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201041010 網入板ガラス ＰＷ１０ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０４〕 網入ガラス　ＰＷ１０ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201041015 網入板ガラス ＰＷ１０ ６．８１ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０４〕 網入ガラス　ＰＷ１０ ６．８１ｍ２以下　特寸 ｍ２ 496 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201030505 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ５ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ５ ２．１８ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201030510 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ５ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ５ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201030605 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ６ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ６ ２．１８ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201030610 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ６ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ６ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201030805 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ８ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ８ ２．１８ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201030810 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ８ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ８ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201030815 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ８ ６．８１ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ８ ６．８１ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス
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板ガラス 3201031005 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ１０ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ１０ ２．１８ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201031010 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ１０ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ１０ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201031015 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ１０ ６．８１ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ１０ ６．８１ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201031020 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ１０ ９．０９ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ１０ ９．０９ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201031205 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ１２ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ１２ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201031210 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ１２ ６．８１ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ１２ ６．８１ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201031215 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ１２ ９．０９ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ１２ ９．０９ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201031505 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ１５ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラスＧ・Ｂ　ＦＬ１５ ４．４５ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201031510 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ１５ ６．８１ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラスＧ・Ｂ　ＦＬ１５ ６．８１ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201031515 熱線吸収板ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ１５ ９．０９ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０８〕 熱吸ガラスＧ・Ｂ　ＦＬ１５ ９．０９ｍ２以下　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201050605 熱線反射ガラス 厚６ｍｍ　片面　透明 ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２２１〕 熱線反射ガラス　６ｍｍ ２．１８ｍ２以下　片面　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201050610 熱線反射ガラス 厚６ｍｍ　片面　透明 ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２２１〕 熱線反射ガラス　６ｍｍ ４．４５ｍ２以下　片面　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201050805 熱線反射ガラス 厚８ｍｍ　片面　透明 ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２２１〕 熱線反射ガラス　８ｍｍ ２．１８ｍ２以下　片面　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201050810 熱線反射ガラス 厚８ｍｍ　片面　透明 ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２２１〕 熱線反射ガラス　８ｍｍ ４．４５ｍ２以下　片面　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201051005 熱線反射ガラス 厚１０ｍｍ　片面　透明 ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２２１〕 熱線反射ガラス　１０ｍｍ ２．１８ｍ２以下　片面　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201051010 熱線反射ガラス 厚１０ｍｍ　片面　透明 ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２２１〕 熱線反射ガラス　１０ｍｍ ４．４５ｍ２以下　片面　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201051205 熱線反射ガラス 厚１２ｍｍ　片面　透明 ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２２１〕 熱線反射ガラス　１２ｍｍ ２．１８ｍ２以下　片面　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201051210 熱線反射ガラス 厚１２ｍｍ　片面　透明 ４．４５ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２２１〕 熱線反射ガラス　１２ｍｍ ４．４５ｍ２以下　片面　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

1439 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

板ガラス 3201050615 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ６ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 熱線反射ガラス　ＦＬ６　特寸 ２．１８ｍ２以下　高遮蔽性能 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201050620 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ６ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 熱線反射ガラス　ＦＬ６　特寸 ４．４５ｍ２以下　高遮蔽性能 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201050815 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ８ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 熱線反射ガラス　ＦＬ８　特寸 ２．１８ｍ２以下　高遮蔽性能 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201050820 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ８ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 熱線反射ガラス　ＦＬ８　特寸 ４．４５ｍ２以下　高遮蔽性能 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201051015 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ１０ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 熱線反射ガラス　ＦＬ１０特寸 ２．１８ｍ２以下　高遮蔽性能 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201051020 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ１０ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 熱線反射ガラス　ＦＬ１０特寸 ４．４５ｍ２以下　高遮蔽性能 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201051215 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ１２ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 熱線反射ガラス　ＦＬ１２特寸 ２．１８ｍ２以下　高遮蔽性能 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201051220 高遮蔽性能熱線反射ガラス（スパッタリング） ＦＬ１２ ４．４５ｍ２以下　（特寸） 熱線反射ガラス　ＦＬ１２特寸 ４．４５ｍ２以下　高遮蔽性能 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201060310 複層ガラス ＦＬ３・Ａ６・ＦＬ３ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕 複層ガラス　４ｍ２以下　特寸 ＦＬ３・Ａ６・ＦＬ３ ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201060305 複層ガラス ＦＬ３・Ａ１２・ＦＬ３ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕 複層ガラス　４ｍ２以下　特寸 ＦＬ３・Ａ１２・ＦＬ３ ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201060505 複層ガラス ＦＬ５・Ａ６・ＦＬ５ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕 複層ガラス　４ｍ２以下　特寸 ＦＬ５・Ａ６・ＦＬ５ ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201060510 複層ガラス ＦＬ５・Ａ１２・ＦＬ５ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕 複層ガラス　４ｍ２以下　特寸 ＦＬ５・Ａ１２・ＦＬ５ ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201060605 複層ガラス ＦＬ６・Ａ６・ＦＬ６ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕 複層ガラス　４ｍ２以下　特寸 ＦＬ６・Ａ６・ＦＬ６ ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201060315 複層ガラス ＦＬ３・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕 複層ガラス　４ｍ２以下　特寸 ＦＬ３・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３ ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201060515 複層ガラス ＦＬ５・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕 複層ガラス　４ｍ２以下　特寸 ＦＬ５・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５ ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201060610 複層ガラス ＦＬ６・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ６ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕 複層ガラス　４ｍ２以下　特寸 ＦＬ６・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ６ ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201060520 複層ガラス ＦＬ５・Ａ６・ＰＷ６．８ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕 複層ガラス　４ｍ２以下　特寸 ＦＬ５・Ａ６・ＰＷ６．８ ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201060615 複層ガラス ＦＬ６・Ａ６・ＰＷ６．８ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕 複層ガラス　４ｍ２以下　特寸 ＦＬ６・Ａ６・ＰＷ６．８ ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス
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板ガラス 3201060525 複層ガラス Ｇ・Ｂ・ＦＬ５・Ａ６・ＰＷ６．８ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕 複層ガラス　４ｍ２以下　特寸 ＧＢＦＬ５・Ａ６・ＰＷ６．８ ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201060320 複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ３・Ａ６・ＦＬ３ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕 複層ガラス　４ｍ２以下　特寸 Ｌｏｗ－Ｅ３・Ａ６・ＦＬ３ ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201060530 複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ５・Ａ６・ＦＬ５ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕 複層ガラス　４ｍ２以下　特寸 Ｌｏｗ－Ｅ５・Ａ６・ＦＬ５ ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201060620 複層ガラス Ｌｏｗ－Ｅ６・Ａ６・ＦＬ６ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０９〕 複層ガラス　４ｍ２以下　特寸 Ｌｏｗ－Ｅ６・Ａ６・ＦＬ６ ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201072305 合わせガラス ＦＬ２＋ＦＬ３ １．２ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０５〕 合わせガラス　１．２ｍ２以下 ＦＬ２＋ＦＬ３　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201073305 合わせガラス ＦＬ３＋ＦＬ３ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０５〕 合わせガラス　４ｍ２以下 ＦＬ３＋ＦＬ３　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201073505 合わせガラス ＦＬ３＋ＦＬ５ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０５〕 合わせガラス　４ｍ２以下 ＦＬ３＋ＦＬ５　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201075505 合わせガラス ＦＬ５＋ＦＬ５ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０５〕 合わせガラス　４ｍ２以下 ＦＬ５＋ＦＬ５　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201073315 合わせガラス ＦＬ３＋Ｇ・Ｂ・ＦＬ３ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０５〕 合わせガラス　４ｍ２以下 ＦＬ３＋Ｇ・ＢＦＬ３　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201073515 合わせガラス ＦＬ３＋Ｇ・Ｂ・ＦＬ５ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０５〕 合わせガラス　４ｍ２以下 ＦＬ３＋Ｇ・ＢＦＬ５　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201075605 合わせガラス ＦＬ５＋ＰＷ６．８ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０５〕 合わせガラス　４ｍ２以下 ＦＬ５＋ＰＷ６．８　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201076605 合わせガラス ＦＬ６＋ＰＷ６．８ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０５〕 合わせガラス　４ｍ２以下 ＦＬ６＋ＰＷ６．８　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201076615 合わせガラス Ｇ・Ｂ・ＦＬ６＋ＰＷ６．８ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０５〕 合わせガラス　４ｍ２以下 Ｇ・Ｂ・ＦＬ６＋ＰＷ６．８特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201076625 合わせガラス 熱反ＦＬ６＋ＰＷ６．８ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０５〕 合わせガラス　４ｍ２以下 ＦＬ６＋ＰＷ６．８　熱反　特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201076635 合わせガラス 熱吸・熱反ＦＬ６＋ＰＷ６．８ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０５〕 合わせガラス　４ｍ２以下 ＦＬ６＋ＰＷ６．８　熱吸反特寸 ｍ２ 497 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201080505 強化ガラス ＦＬ５ ０．２ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　ＦＬ５ ０．２ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201080510 強化ガラス ＦＬ５ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　ＦＬ５ ４ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201080605 強化ガラス ＦＬ６ ０．２ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　ＦＬ６ ０．２ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス
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板ガラス 3201080610 強化ガラス ＦＬ６ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　ＦＬ６ ４ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201080805 強化ガラス ＦＬ８ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　ＦＬ８ ４ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201080810 強化ガラス ＦＬ８ ６．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　ＦＬ８ ６ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201081005 強化ガラス ＦＬ１０ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　ＦＬ１０ ４ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201081010 強化ガラス ＦＬ１０ ６．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　ＦＬ１０ ６ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201081205 強化ガラス ＦＬ１２ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　ＦＬ１２ ４ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201081210 強化ガラス ＦＬ１２ ６．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　ＦＬ１２ ６ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201080515 強化ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ５ ０．２ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ５ ０．２ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201080520 強化ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ５ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ５ ４ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201080615 強化ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ６ ０．２ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ６ ０．２ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201080620 強化ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ６ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ６ ４ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201080815 強化ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ８ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ８ ４ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201080820 強化ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ８ ６．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ８ ６ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201081015 強化ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ１０ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ１０ ４ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201081020 強化ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ１０ ６．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ１０ ６ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201081215 強化ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ１２ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ１２ ４ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201081220 強化ガラス Ｇ・Ｂ　ＦＬ１２ ６．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０６〕 強化ガラス　Ｇ・Ｂ　ＦＬ１２ ６ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201080405 強化ガラス（学校・住宅向け） 厚４ｍｍ １．８ｍ２以下　（特寸） 強化ガラス　４ｍｍ １．８ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス
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板ガラス 3201090205 倍強度ガラス ＦＬ６ ０．２ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２２２〕 倍強度ガラス ＦＬ６　０．２ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201090210 倍強度ガラス ＦＬ６ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２２２〕 倍強度ガラス ＦＬ６　４ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201090405 倍強度ガラス ＦＬ８ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２２２〕 倍強度ガラス ＦＬ８　４ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201090410 倍強度ガラス ＦＬ８ ６．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２２２〕 倍強度ガラス ＦＬ８　６ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201090605 倍強度ガラス ＦＬ１０ ４．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２２２〕 倍強度ガラス ＦＬ１０　４ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

板ガラス 3201090610 倍強度ガラス ＦＬ１０ ６．０ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２２２〕 倍強度ガラス ＦＬ１０　６ｍ２以下　特寸 ｍ２ 498 ○ ○ 3201 板ガラス

ガラスドア 3205010105 強化ガラスドア 透明（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，１３４ｍｍ×幅７６２ｍｍ 強化ガラスドア　規格品 １２×２１３４×７６２　透明 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205010110 強化ガラスドア 透明（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，１３４ｍｍ×幅９１４ｍｍ 強化ガラスドア　規格品 １２×２１３４×９１４　透明 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205010115 強化ガラスドア 透明（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，１３４ｍｍ×幅１，０６７ｍｍ 強化ガラスドア　規格品 １２×２１３４×１０６７　透明 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205010120 強化ガラスドア 透明（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，４３８ｍｍ×幅９１４ｍｍ 強化ガラスドア　規格品 １２×２４３８×９１４　透明 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205010205 強化ガラスドア 透明（特注品） 厚１２ｍｍ×高２，２００ｍｍ×幅８００ｍｍ 強化ガラスドア　特注品 １２×２２００×８００　透明 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205010210 強化ガラスドア 透明（特注品） 厚１２ｍｍ×高２，２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 強化ガラスドア　特注品 １２×２２００×１０００　透明 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205010215 強化ガラスドア 透明（特注品） 厚１２ｍｍ×高２，２００ｍｍ×幅１，２００ｍｍ 強化ガラスドア　特注品 １２×２２００×１２００　透明 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205010305 強化ガラスドア 熱線吸収（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，１３４ｍｍ×幅７６２ｍｍ 強化ガラスドア　規格品 １２×２１３４×７６２　熱吸 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205010310 強化ガラスドア 熱線吸収（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，１３４ｍｍ×幅９１４ｍｍ 強化ガラスドア　規格品 １２×２１３４×９１４　熱吸 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205010315 強化ガラスドア 熱線吸収（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，１３４ｍｍ×幅１，０６７ｍｍ 強化ガラスドア　規格品 １２×２１３４×１０６７　熱吸 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205010320 強化ガラスドア 熱線吸収（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，４３８ｍｍ×幅９１４ｍｍ 強化ガラスドア　規格品 １２×２４３８×９１４　熱吸 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205010405 強化ガラスドア 熱線吸収（特注品） 厚１２ｍｍ×高２，２００ｍｍ×幅８００ｍｍ 強化ガラスドア　特注品 １２×２２００×８００　熱吸 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア
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ガラスドア 3205010410 強化ガラスドア 熱線吸収（特注品） 厚１２ｍｍ×高２，２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 強化ガラスドア　特注品 １２×２２００×１０００　熱吸 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205010415 強化ガラスドア 熱線吸収（特注品） 厚１２ｍｍ×高２，２００ｍｍ×幅１，２００ｍｍ 強化ガラスドア　特注品 １２×２２００×１２００　熱吸 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205020105 自動ドア（オートドア）用ガラス 透明（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，１３４ｍｍ×幅７６２ｍｍ 自動ドア用ガラス　透明 規格品　１２×２１３４×７６２ 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205020110 自動ドア（オートドア）用ガラス 透明（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，１３４ｍｍ×幅９１４ｍｍ 自動ドア用ガラス　透明 規格品　１２×２１３４×９１４ 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205020205 自動ドア（オートドア）用ガラス 透明（特注品） 厚１２ｍｍ×高２，２００ｍｍ×幅８００ｍｍ 自動ドア用ガラス　透明 特注品　１２×２２００×８００ 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205020210 自動ドア（オートドア）用ガラス 透明（特注品） 厚１２ｍｍ×高２，２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 自動ドア用ガラス　透明 特注品１２×２２００×１０００ 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205020305 自動ドア（オートドア）用ガラス 熱線吸収（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，１３４ｍｍ×幅７６２ｍｍ 自動ドア用ガラス　熱線吸収 規格品　１２×２１３４×７６２ 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205020310 自動ドア（オートドア）用ガラス 熱線吸収（規格品） 厚１２ｍｍ×高２，１３４ｍｍ×幅９１４ｍｍ 自動ドア用ガラス　熱線吸収 規格品　１２×２１３４×９１４ 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205020405 自動ドア（オートドア）用ガラス 熱線吸収（特注品） 厚１２ｍｍ×高２，２００ｍｍ×幅８００ｍｍ 自動ドア用ガラス　熱線吸収 特注品　１２×２２００×８００ 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスドア 3205020410 自動ドア（オートドア）用ガラス 熱線吸収（特注品） 厚１２ｍｍ×高２，２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ 自動ドア用ガラス　熱線吸収 特注品１２×２２００×１０００ 枚 499 ○ ○ 3205 ガラスドア

ガラスブロック【公表価格】 3203011010 ベーシックガラスブロック ガラスブロック １４５ｍｍ×１４５ｍｍ×厚９５ｍｍ　クリヤー 日本電気硝子 ガラスブロック １４５×１４５×９５　クリヤー 個 499 ○ ○ 3203 ガラスブロック

ガラスブロック【公表価格】 3203012010 ベーシックガラスブロック ガラスブロック １４５ｍｍ×１４５ｍｍ×厚９５ｍｍ　セラミックカラー 日本電気硝子 ガラスブロック １４５×１４５×９５セラミック 個 499 ○ ○ 3203 ガラスブロック

ガラスブロック【公表価格】 3203011015 ベーシックガラスブロック ガラスブロック １９０ｍｍ×１９０ｍｍ×厚９５ｍｍ　クリヤー 日本電気硝子 ガラスブロック １９０×１９０×９５　クリヤー 個 499 ○ ○ 3203 ガラスブロック

ガラスブロック【公表価格】 3203012015 ベーシックガラスブロック ガラスブロック １９０ｍｍ×１９０ｍｍ×厚９５ｍｍ　セラミックカラー 日本電気硝子 ガラスブロック １９０×１９０×９５セラミック 個 499 ○ ○ 3203 ガラスブロック

ガラスブロック【公表価格】 3203011017 ベーシックガラスブロック ガラスブロック ３００ｍｍ×３００ｍｍ×厚９８ｍｍ　クリヤー 日本電気硝子 ガラスブロック ３００×３００×９８　クリヤー 個 499 ○ ○ 3203 ガラスブロック

ガラスブロック【公表価格】 3203012017 ベーシックガラスブロック ガラスブロック ３００ｍｍ×３００ｍｍ×厚９８ｍｍ　セラミックカラー 日本電気硝子 ガラスブロック ３００×３００×９８セラミック 個 499 ○ ○ 3203 ガラスブロック

ガラスブロック【公表価格】 3203015005 カラーガラスブロック カクテルカラーガラスブロック １４５ｍｍ×１４５ｍｍ×厚９５ｍｍ 日本電気硝子 カクテルカラーガラスブロック １４５×１４５×９５ 個 499 ○ ○ 3203 ガラスブロック

ガラスブロック【公表価格】 3203015030 バリエーション・ガラスブロック 乳白色ガラスブロック １４５ｍｍ×１４５ｍｍ×厚９５ｍｍ 日本電気硝子 乳白色ガラスブロック １４５×１４５×９５ 個 499 ○ ○ 3203 ガラスブロック
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ガラスブロック【公表価格】 3203015060 バリエーション・ガラスブロック フロストプレーン １４５ｍｍ×１４５ｍｍ×厚９５ｍｍ　両面 日本電気硝子 フロストプレーン １４５×１４５×９５　両面 個 499 ○ ○ 3203 ガラスブロック

ガラスブロック【公表価格】 3203015065 バリエーション・ガラスブロック フロストプレーン １９０ｍｍ×１９０ｍｍ×厚９５ｍｍ　両面 日本電気硝子 フロストプレーン １９０×１９０×９５　両面 個 499 ○ ○ 3203 ガラスブロック

特殊ガラス【公表価格】 3209010010
特定防火設備・防火設備用超耐熱結晶化ガラス ファイアライト　ネオ ９１４ｍｍ×１，８２９ｍｍ×厚５ｍｍ 日本電
気硝子

ファイアライト　ネオ ９１４×１８２９×５ｍｍ 枚 499 ○ ○ 3209 特殊ガラス

特殊ガラス【公表価格】 3209010020
特定防火設備・防火設備用超耐熱結晶化ガラス ファイアライト　ネオ ９１４ｍｍ×２，１３４ｍｍ×厚５ｍｍ 日本電
気硝子

ファイアライト　ネオ ９１４×２１３４×５ｍｍ 枚 499 ○ ○ 3209 特殊ガラス

特殊ガラス【公表価格】 3209010030
特定防火設備・防火設備用超耐熱結晶化ガラス ファイアライト　ネオ ９１４ｍｍ×２，４３８ｍｍ×厚５ｍｍ 日本電
気硝子

ファイアライト　ネオ ９１４×２４３８×５ｍｍ 枚 499 ○ ○ 3209 特殊ガラス

特殊ガラス【公表価格】 3209010040
特定防火設備・防火設備用超耐熱結晶化ガラス ファイアライト　ネオ １，２２０ｍｍ×２，４３８ｍｍ×厚５ｍｍ 日
本電気硝子

ファイアライト　ネオ １２２０×２４３８×５ｍｍ 枚 499 ○ ○ 3209 特殊ガラス

特殊ガラス【公表価格】 3209010090 ガラスレンガ グラソア 幅９７ｍｍ×長１９７ｍｍ×厚５０ｍｍ（表面）　乳白タイプ 日本電気硝子 グラソア ９７×１９７×５０表面　乳白 個 499 ○ ○ 3209 特殊ガラス

特殊ガラス【公表価格】 3209010100 蓄光性ガラス ベルーナ 幅９７ｍｍ×長１９７ｍｍ×厚５０ｍｍ（表面）　ブルー 日本電気硝子 ベルーナ ９７×１９７×５０表面　ブルー 個 499 ○ ○ 3209 特殊ガラス

特殊ガラス【公表価格】 3209010050
曲げ強化ガラス アールドア　スライドタイプ（１２００Ｒ） 厚１２ｍｍ×幅９４０ｍｍ×高２，１３４ｍｍ　透明
ハードグラス工業

アールドア　１２００Ｒ １２×９４０×２１３４　透明 枚 499 ○ ○ 3209 特殊ガラス

特殊ガラス【公表価格】 3209010060
曲げ強化ガラス アールドア　スライドタイプ（１２００Ｒ） 厚１２ｍｍ×幅９４０ｍｍ×高２，１４７ｍｍ　透明
ハードグラス工業

アールドア　１２００Ｒ １２×９４０×２１４７　透明 枚 499 ○ ○ 3209 特殊ガラス

特殊ガラス【公表価格】 3209010070
曲げ強化ガラス アールドア　スライドタイプ（１５００Ｒ） 厚１２ｍｍ×幅９２８ｍｍ×高２，１３４ｍｍ　透明
ハードグラス工業

アールドア　１５００Ｒ １２×９２８×２１３４　透明 枚 499 ○ ○ 3209 特殊ガラス

特殊ガラス【公表価格】 3209010080
曲げ強化ガラス アールドア　スライドタイプ（１５００Ｒ） 厚１２ｍｍ×幅９２８ｍｍ×高２，１４７ｍｍ　透明
ハードグラス工業

アールドア　１５００Ｒ １２×９２８×２１４７　透明 枚 499 ○ ○ 3209 特殊ガラス

畳材料（畳表） 3301080202 畳表 ＪＡＳ品 ３種表　麻引き 特等　国内産 畳表　ＪＡＳ品　３種表　国内産 麻引き　特等　国内産 枚 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳表） 3301080204 畳表 ＪＡＳ品 ３種表　麻引き １等　国内産 畳表　ＪＡＳ品　３種表　国内産 麻引き　１等　国内産 枚 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳表） 3301080206 畳表 ＪＡＳ品 ３種表　麻引き ２等　国内産 畳表　ＪＡＳ品　３種表　国内産 麻引き　２等　国内産 枚 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳表） 3301080402 畳表 ＪＡＳ品 ３種表　綿引き １等　国内産 畳表　ＪＡＳ品　３種表　国内産 綿引き　１等　国内産 枚 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳表） 3301080404 畳表 ＪＡＳ品 ３種表　綿引き ２等　国内産 畳表　ＪＡＳ品　３種表　国内産 綿引き　２等　国内産 枚 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳表） 3301080408 畳表 ＪＡＳ品 ３種表　綿引き ２等　中国産 畳表　ＪＡＳ品　３種表　中国産 綿引き　２等　中国産 枚 500 ○ ○ 3301 床材
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畳材料（畳床・他） 3301085002 畳床 ＪＩＳ　Ａ　５９０１　ＷＲ－１（１級） 畳床 ＪＩＳ　Ａ　５９０１　ＷＲ－１ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳床・他） 3301085004 畳床 ＪＩＳ　Ａ　５９０１　ＷＲ－２（２級） 畳床 ＪＩＳ　Ａ　５９０１　ＷＲ－２ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳床・他） 3301085006 畳床 ＪＩＳ　Ａ　５９０１　ＷＲ－３（３級） 畳床 ＪＩＳ　Ａ　５９０１　ＷＲ－３ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳床・他） 3301085008 畳床 ＪＩＳ　Ａ　５９０１　ＰＳ 畳床 ＪＩＳ　Ａ　５９０１　ＰＳ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳床・他） 3301085010 畳床 ＪＩＳ　Ａ　５９０１　ＴＢ 畳床 ＪＩＳ　Ａ　５９０１　ＴＢ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳床・他） 3301085016 畳床 ＪＩＳ　Ａ　５９１４　（Ⅰ型） 畳床 ＪＩＳ　Ａ　５９１４　１型 枚 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳床・他） 3301085018 畳床 ＪＩＳ　Ａ　５９１４　（Ⅲ型） 畳床 ＪＩＳ　Ａ　５９１４　３型 枚 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳床・他） 3301085014 畳床 オールフォームタイプ　厚５０ｍｍ 畳床 オールフォームタイプ　Ｔ５０ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳床・他） 3301087002 畳縁 光輝縁（純綿）　（上） 畳縁 光輝縁　純綿　上 畳 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳床・他） 3301087004 畳縁 光輝縁（純綿）　（並） 畳縁 光輝縁　純綿　並 畳 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳床・他） 3301088002 縁下紙 ハトロン紙　普通幅　張合黒紙 縁下紙 ハトロン紙　普通幅　張合黒紙 畳 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳床・他） 3301088004 縁下紙 ハトロン紙　８５ｍｍ幅　張合黒紙 縁下紙 ハトロン紙　Ｗ８５ｍｍ張合黒紙 畳 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳床・他） 3301086002 畳糸 ビニロン糸・切糸 畳糸 ビニロン糸・切糸 把 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳床・他） 3301086004 畳糸 ビニロン糸・縫着糸　２，０００ｍ巻×３０個 畳糸 ビニロン糸２０００ｍ巻×３０個 箱 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳床・他） 3301088502 防虫紙 畳床用 防虫紙 畳床用 枚 500 ○ ○ 3301 床材

畳材料（畳床・他） 3301088504 防虫紙 表下用 防虫紙 表下用 枚 500 ○ ○ 3301 床材

建材畳（完成品）【公表価格】 3301091802 柔道畳・密着型 ２７ＴＴ－３１００１Ｍ 全日本柔道連盟公認品 美津濃 柔道畳・密着型 ２７ＴＴ－３１００１Ｍ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

建材畳（完成品）【公表価格】 3301091804 柔道畳・密着型 ２７ＴＴ－３２００１Ｍ 全日本柔道連盟公認品 美津濃 柔道畳・密着型 ２７ＴＴ－３２００１Ｍ 枚 500 ○ ○ 3301 床材
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建材畳（完成品）【公表価格】 3301091806 柔道畳・密着型 ２７ＴＴ－３１００２ 美津濃 柔道畳・密着型 ２７ＴＴ－３１００２ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

建材畳（完成品）【公表価格】 3301091808 柔道畳・カバー型 ２７ＴＴ－４０００１ 美津濃 柔道畳・カバー型 ２７ＴＴ－４０００１ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

建材畳（完成品）【公表価格】 3301091810 柔道畳・カバー型 ２７ＴＴ－４０００２ 美津濃 柔道畳・カバー型 ２７ＴＴ－４０００２ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

建材畳（完成品）【公表価格】 3301091812 柔道畳・カバー型 ２７ＴＴ－５０００４Ｍ 全日本柔道連盟公認品 美津濃 柔道畳・カバー型 ２７ＴＴ－５０００４Ｍ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

建材畳（完成品）【公表価格】 3301091814 柔道畳・カバー型 ２７ＴＴ－５２００４Ｍ 全日本柔道連盟公認品 美津濃 柔道畳・カバー型 ２７ＴＴ－５２００４Ｍ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

建材畳（完成品）【公表価格】 3301091816 柔道畳　かすみ密着式 Ｍ－０２０１～４ 全日本柔道連盟公認品 郁栄商会 柔道畳　かすみ密着式 Ｍ－０２０１～４ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

建材畳（完成品）【公表価格】 3301091818 柔道畳　かすみカバー式 Ｍ－０１０１～４ 全日本柔道連盟公認品 郁栄商会 柔道畳　かすみカバー式 Ｍ－０１０１～４ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

建材畳（完成品）【公表価格】 3301091820 柔道畳　かすみＰタイプカバー式 Ｍ－０３０１～４ 郁栄商会 柔道畳　かすみＰタイプカバー式 Ｍ－０３０１～４ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

建材畳（完成品）【公表価格】 3301090202 押出ポリスチレンフォーム畳　スタイロ畳 Ａタイプ　厚５５ｍｍ デュポン・スタイロ 押出ポリスチレンフォーム畳 スタイロ畳Ａタイプ　Ｔ５５ｍｍ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

建材畳（完成品）【公表価格】 3301090204 押出ポリスチレンフォーム畳　スタイロ畳 Ｃタイプ　厚５５ｍｍ デュポン・スタイロ 押出ポリスチレンフォーム畳 スタイロ畳Ｃタイプ　Ｔ５５ｍｍ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

建材畳（完成品）【公表価格】 3301090206 押出ポリスチレンフォーム畳　スタイロ畳 Ｃタイプ（薄畳）　厚３０ｍｍ デュポン・スタイロ 押出ポリスチレンフォーム畳 スタイロ畳Ｃタイプ　Ｔ３０ｍｍ 枚 500 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（単層フローリング） 3301020020 フローリングボード 厚１５ｍｍ×幅７５ｍｍ×長乱尺ｍｍ ブナ　ＪＡＳ 無塗装品 フローリングボード　ブナＪＡＳ Ｔ１５×Ｗ７５ｍｍ×乱尺 ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（単層フローリング） 3301020030 フローリングボード 厚１５ｍｍ×幅７５ｍｍ×長乱尺ｍｍ ナラ　ＪＡＳ 無塗装品 フローリングボード　ナラＪＡＳ Ｔ１５×Ｗ７５ｍｍ×乱尺 ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（単層フローリング） 3301020040 フローリングボード 厚１５ｍｍ×幅７５ｍｍ×長乱尺ｍｍ カバ　ＪＡＳ 無塗装品 フローリングボード　カバＪＡＳ Ｔ１５×Ｗ７５ｍｍ×乱尺 ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（単層フローリング） 3301020060 フローリングボード 厚１８ｍｍ×幅７５ｍｍ×長乱尺ｍｍ ブナ　ＪＡＳ 無塗装品 フローリングボード　ブナＪＡＳ Ｔ１８×Ｗ７５ｍｍ×乱尺 ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（単層フローリング） 3301020070 フローリングボード 厚１８ｍｍ×幅７５ｍｍ×長乱尺ｍｍ ナラ　ＪＡＳ 無塗装品 フローリングボード　ナラＪＡＳ Ｔ１８×Ｗ７５ｍｍ×乱尺 ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（単層フローリング） 3301020080 フローリングボード 厚１８ｍｍ×幅７５ｍｍ×長乱尺ｍｍ カバ　ＪＡＳ 無塗装品 フローリングボード　カバＪＡＳ Ｔ１８×Ｗ７５ｍｍ×乱尺 ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（単層フローリング） 3301030010 フローリングブロック 厚１５ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長３０３ｍｍ ブナ　ＪＡＳ 無塗装品，２ｍｍ厚クッション付き フローリングブロックブナＪＡＳ Ｔ１５×Ｗ３０３×Ｌ３０３ｍｍ ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材
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木質系床材（単層フローリング） 3301030020 フローリングブロック 厚１５ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長３０３ｍｍ ナラ　ＪＡＳ 無塗装品，２ｍｍ厚クッション付き フローリングブロックナラＪＡＳ Ｔ１５×Ｗ３０３×Ｌ３０３ｍｍ ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（単層フローリング） 3301030030 フローリングブロック 厚１５ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長３０３ｍｍ カバ　ＪＡＳ 無塗装品，２ｍｍ厚クッション付き フローリングブロックカバＪＡＳ Ｔ１５×Ｗ３０３×Ｌ３０３ｍｍ ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301170504
単層フローリング ソリッド１５ スーパードライ　オーク 厚１５ｍｍ×幅９０ｍｍ×長１，８１８ｍｍ 根太貼り工法
用　床暖房対応 佐藤工業

ソリッド１５　スーパードライ オーク　Ｔ１５×Ｗ９０ｍｍ ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301170506 単層フローリング ペースト８ オーク 厚８（６＋２）ｍｍ×幅７５ｍｍ×長９００ｍｍ 直貼り工法用 佐藤工業 ペースト８ オーク　Ｔ８×Ｗ７５ｍｍ ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301170508
単層フローリング ペースト８ スーパードライ　オーク 厚８（６＋２）ｍｍ×幅７０ｍｍ×長９００ｍｍ 直貼り工法
用　床暖房対応 佐藤工業

ペースト８　スーパードライ オーク　Ｔ８×Ｗ７０ｍｍ ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301170510 単層フローリング ペースト１０ オーク 厚１０（８＋２）ｍｍ×幅８５ｍｍ×長９００ｍｍ 直貼り工法用 佐藤工業 ペースト１０ オーク　Ｔ１０×Ｗ８５ｍｍ ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301171006
単層フローリング チーク全無垢 ユニタイプ 厚１５ｍｍ×幅９０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ウレタン塗装 ミャンマー
チーク販売

チーク全無垢　ユニタイプ Ｔ１５×Ｗ９０ｍｍ　ウレタン ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301171018
単層フローリング チーク全無垢 特撰品・ソリッド 厚１５ｍｍ×幅９０ｍｍ×長９０９ｍｍ ウレタン塗装　床暖房対
応 ミャンマーチーク販売

チーク全無垢　特撰品・ソリッド Ｔ１５ｍｍウレタン塗装床暖対応 ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301171032
単層フローリング チーク直貼・防音 ソリッド 厚１２ｍｍ×幅７６ｍｍ×長９０９ｍｍ ウレタン塗装・１２（基材１
０＋下地材２ｍｍ） ミャンマーチーク販売

チーク直貼・防音　ソリッド Ｔ１２ｍｍ　ウレタン塗装 ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（単層フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301181015 天然床材 籐タイル普及品 ＲＴ－４０ＡＳ 厚８ｍｍ×幅４００ｍｍ×長４００ｍｍ ユー・イー・エス 籐タイル普及品　ＲＴ－４０ＡＳ Ｔ８ｍｍ ｍ２ 501 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（複合フローリング） 3301049802
天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） 厚１２ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長１，８１８ｍｍ　表層０．３ｍｍ程度 ナ
ラ，普及品

天然木化粧複合フローリング Ｔ１２ｍｍ　ナラ・普及品 ｍ２ 502 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301048708
天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） 札鶴プライフローリング 厚１５（表層２）ｍｍ×幅９０ｍｍ×長９００
ｍｍ 根太　ナラ 札鶴ベニヤ

札鶴プライフローリング Ｔ１５（表層２）ｍｍ　根太 ｍ２ 502 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301048710
天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） 札鶴プライフローリング 厚１５（表層２）ｍｍ×幅７５ｍｍ×長９００
ｍｍ 直貼　メープル 札鶴ベニヤ

札鶴プライフローリング Ｔ１５（表層２）ｍｍ　直貼 ｍ２ 502 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301048712
天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） 札鶴プライフローリング 厚１５（表層２）ｍｍ×幅７５ｍｍ×長９００
ｍｍ 床暖・直貼　カバ 札鶴ベニヤ

札鶴プライフローリング Ｔ１５（表層２）ｍｍ　床暖直貼 ｍ２ 502 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301045710
天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） カリヤプライフロア 厚１２ｍｍ×幅３００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ナ
ラ カリヤ

カリヤプライフロア Ｔ１２ｍｍ　ナラ ｍ２ 502 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301045704
天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） カリヤベニヤフローリング 厚１２ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長１，８００ｍ
ｍ ナラ カリヤ

カリヤベニヤフローリング Ｔ１２×Ｌ１８００ｍｍ　ナラ ｍ２ 502 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301045706
天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） カリヤベニヤフローリング 厚１２ｍｍ×幅９０ｍｍ×長９００ｍｍ ナ
ラ カリヤ

カリヤベニヤフローリング Ｔ１２×Ｌ９００ｍｍ　ナラ ｍ２ 502 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301045708
天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） カリヤプライフローリング 厚１５ｍｍ×幅９０．９ｍｍ×長９０９ｍｍ
ナラ カリヤ

カリヤプライフローリング Ｔ１５ｍｍ　ナラ ｍ２ 502 ○ ○ 3301 床材
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木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301047550
天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） ラスティックフェイス ウォールナット 厚１２ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長
１，８１８ｍｍ ノダ

ラスティックフェイス ウォールナット　Ｔ１２ｍｍ ｍ２ 502 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301047552
天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） ラスティックフェイス ブラックチェリー 厚１２ｍｍ×幅３０３ｍｍ×
長１，８１８ｍｍ ノダ

ラスティックフェイス ブラックチェリー　Ｔ１２ｍｍ ｍ２ 502 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301047554
天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） ラスティックフェイス エルム 厚１２ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長１，８１
８ｍｍ ノダ

ラスティックフェイス エルム　Ｔ１２ｍｍ ｍ２ 502 ○ ○ 3301 床材

木質系床材（複合フローリング・特殊品）―ブ
ランド品―

3301047556
天然木化粧複合フローリング （Ｆ☆☆☆☆） ラスティックフェイス セン 厚１２ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長１，８１８
ｍｍ ノダ

ラスティックフェイス セン　Ｔ１２ｍｍ ｍ２ 502 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301101597 カーペット タフテッド レモードⅢ かさ高性長繊維，ナイロン１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足８ｍｍ 色数１０ 東リ カーペット　タフテッド レモード３　毛足８ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301101599 カーペット タフテッド ボンフリーⅡ ウール１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足７ｍｍ 色数８ 東リ カーペット　タフテッド ボンフリー２　毛足７ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301101050 カーペット タフテッド グレース かさ高性長繊維，ナイロン１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足４ｍｍ 色数９ 東リ カーペット　タフテッド グレース　毛足４ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301101400 カーペット タフテッド アングレーヌ ウール１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足７～８ｍｍ 色数３ 東リ カーペット　タフテッド アングレーヌ　毛足７～８ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301101660 カーペット タフテッド サンエレガンス ウール１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足７ｍｍ 色数１１ サンゲツ カーペット　タフテッド サンエレガンス　毛足７ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301101675
カーペット タフテッド サンライムⅡ かさ高性長繊維，ナイロン１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足４．５ｍｍ 色数１
６ サンゲツ

カーペット　タフテッド サンライム２　毛足４．５ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301101860
カーペット タフテッド サンオスカーⅢ かさ高性長繊維，ナイロン１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足６．５ｍｍ 色数
１３ サンゲツ

カーペット　タフテッド サンオスカー３　毛足６．５ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301101835 カーペット タフテッド ウールレックス ウール１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足８ｍｍ 色数３０ スミノエ カーペット　タフテッド ウールレックス　毛足８ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301101845
カーペット タフテッド ナイロンアリーナ１００ ナイロン１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足４．５ｍｍ 色数１０ スミ
ノエ

カーペット　タフテッド ナイロンアリーナ１００ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301101865
カーペット タフテッド ナイロンブティック１００ ナイロン１００ ロール幅３６４ｃｍ 毛足７ｍｍ 色数２０ スミノ
エ

カーペット　タフテッド ナイロンブティック１００ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301101575 カーペット タフテッド カプリ アクリル８０，ウール２０ ロール幅３６４ｃｍ 毛足４．８ｍｍ 色数３ シンコール カーペット　タフテッド カプリ　毛足４．８ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301102502
カーペット 電着 ロボフロアシート・ナチュラルズ ナイロン１００ ロール幅２００ｃｍ 毛足４．３ｍｍ 色数７ アス
ワン

カーペット　電着 ロボフロアシート・ナチュラルズ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301103005 カーペット ニードルパンチ ＯＩＣ アクリル５０，ポリエステル５０ ロール幅１８２ｃｍ 毛足４ｍｍ 色数７ 東リ カーペット　ニードルパンチ ＯＩＣ　毛足４ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301103032
カーペット ニードルパンチ コロナ２２ ポリプロピレン１００ ロール幅９１，１８２，２７３ｃｍ 毛足３．４ｍｍ
色数２２ ダイニック・ジュノ

カーペット　ニードルパンチ コロナ２２　毛足３．４ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材
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カーペット―ブランド品― 3301103034
カーペット ニードルパンチ コロナフォームＵ ポリプロピレン１００ ロール幅９１，１８２，２７３ｃｍ 毛足６．８
ｍｍ 色数８ ダイニック・ジュノ

カーペット　ニードルパンチ コロナフォームＵ毛足６．８ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301103085
カーペット ニードルパンチ ＰＰカーペット ポリプロピレン１００ ロール幅９１，１８２ｃｍ 毛足３．８ｍｍ 色数
３０ 田島ルーフィング

カーペット　ニードルパンチ ＰＰカーペット　毛足３．８ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301103125
カーペット ニードルパンチ ＰＰＣラバー ポリプロピレン１００ ロール幅９１，１８２ｃｍ 色数１１ 田島ルーフィ
ング

カーペット　ニードルパンチ ＰＰＣラバー ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301104555 カーペット 天然素材カーペット マギーサイザル サイザル麻 ロール幅２００ｃｍ 毛足７ｍｍ ユー・イー・エス 天然素材カーペット マギーサイザル　毛足７ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301104560 カーペット 天然素材カーペット マヤヘンプ サイザル麻 ロール幅２００ｃｍ 毛足６ｍｍ ユー・イー・エス 天然素材カーペット マヤヘンプ　毛足６ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

カーペット―ブランド品― 3301104565 カーペット 天然素材カーペット ココセレクト ココヤシ，麻 ロール幅２００ｃｍ 毛足９．５ｍｍ ユー・イー・エス 天然素材カーペット ココセレクト　毛足９．５ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104005
タイルカーペット グランドアート ＧＡ－１００ かさ高性長繊維，ナイロン１００ 厚６．５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長
５００ｍｍ ループパイル 東リ

タイルカーペットグランドアート ＧＡ－１００　Ｔ６．５ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104117
タイルカーペット グランドアート ＧＡ－４００ ポリプロピレン１００ 厚６．０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ
ループパイル 東リ

タイルカーペットグランドアート ＧＡ－４００　Ｔ６ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104610
タイルカーペット グランドアート ＧＡ－８７００ かさ高性長繊維，ナイロン１００ 厚７．０ｍｍ×幅５００ｍｍ×
長５００ｍｍ ループパイル 東リ

タイルカーペットグランドアート ＧＡ－８７００　Ｔ７ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104375
タイルカーペット スクエア ニューテック ナイロン１００ 厚６．５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ レベルループ
シンコール

タイルカーペット スクエアニューテック　Ｔ６．５ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104384
タイルカーペット スクエア ブルック ポリプロピレン１００ 厚６．６ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ ハイ＆ロー
ループ シンコール

タイルカーペット スクエアブルック　Ｔ６．６ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104625
タイルカーペット ＥＣＯＳ ＬＸ－１０００ ナイロン１００ 厚６．５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ ハイ＆ロー
ループ スミノエ

タイルカーペット ＥＣＯＳ　ＬＸ－１０００ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104635
タイルカーペット ＥＣＯＳ ＳＧ－３００ ポリエステル１００ 厚７．０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ ハイ＆
ローループ スミノエ

タイルカーペット ＥＣＯＳ　ＳＧ－３００ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104650
タイルカーペット タピスセレクト ＯＡ 原着ナイロン１００ 厚６．５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ ループパイ
ル 田島ルーフィング

タイルカーペット タピスセレクトＯＡ　Ｔ６．５ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104655
タイルカーペット タピス トレッサ 原着ポリプロピレン１００ 厚６．０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ ループパ
イル 田島ルーフィング

タイルカーペット タピストレッサ　Ｔ６ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104416
タイルカーペット ビルバートＳ －２００ ポリプロピレン１００ 厚６．０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ ループ
パイル ダイニック・ジュノ

タイルカーペット ビルバートＳ－２００　Ｔ６ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104657
タイルカーペット ロボフロアタイル ・ペナン ナイロン１００ 厚５．０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ カット
アスワン

タイルカーペット ロボフロアタイル・ペナン ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104659
タイルカーペット ロボフロアタイル ・メトロ ナイロン１００ 厚５．０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ カット
アスワン

タイルカーペット ロボフロアタイル・メトロ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材
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タイルカーペット―ブランド品― 3301104661
タイルカーペット ロボフロアタイル ・シーラス ナイロン１００ 厚５．０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ カット
アスワン

タイルカーペット ロボフロアタイル・シーラス ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104663
タイルカーペット ロボフロアタイル ・ストレイタス ナイロン１００ 厚５．０ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ
カット アスワン

タイルカーペット ロボフロアタイル・ストレイタス ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104664
タイルカーペット ロボフロアタイル ・シーグラス ナイロン１００ 厚５．０ｍｍ×幅２５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ
カット アスワン

タイルカーペット ロボフロアタイル・シーグラス ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104585
タイルカーペット ＮＴ －２５０ｅｃｏ かさ高性長繊維，ナイロン１００ 厚６．５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍ
ｍ ループパイル サンゲツ

タイルカーペット ＮＴ－２５０ｅｃｏ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104435
タイルカーペット ＮＴ －３５０ 原着ポリプロピレン１００ 厚６．２ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ ループパイ
ル サンゲツ

タイルカーペット ＮＴ－３５０ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104437
タイルカーペット ＮＴ －７００ 原着ナイロン１００ 厚６．５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ ループパイル サ
ンゲツ

タイルカーペット ＮＴ－７００　Ｔ６．５ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

タイルカーペット―ブランド品― 3301104480
タイルカーペット ＬＬ －１１００ ポリプロピレン１００ 厚６．５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ レベルループ
ロンシール工業

タイルカーペット ＬＬ－１１００　Ｔ６．５ｍｍ ｍ２ 503 ○ ○ 3301 床材

ビニル床タイル 3301050016
複層ビニル床タイル プレーン 厚２．０ｍｍ×幅３００～３０４．８ｍｍ×長３００～３０４．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５
７０５ 田島ルーフィング，東リ

床タイル　プレーン ２×３０４．８×３０４．８ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床タイル 3301050014
複層ビニル床タイル マーブル 厚２．０ｍｍ×幅３００～３０４．８ｍｍ×長３００～３０４．８ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５
７０５ 田島ルーフィング，東リ

床タイル　マーブル ２×３０４．８×３０４．８ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床タイル 3301050010
コンポジションビニル床タイル 一般品 厚２．０ｍｍ×幅３０３～３０４．８ｍｍ×長３０３～３０４．８ｍｍ ＪＩＳ
Ａ　５７０５ 田島ルーフィング，東リ

床タイル　一般品 ２×３０４．８×３０４．８ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床タイル 3301050018
コンポジションビニル床タイル 帯電防止 厚２．０ｍｍ×幅５０４ｍｍ×長５０４ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５７０５ 田島
ルーフィング，東リ

床タイル　帯電防止 Ｔ２×Ｗ５０４×Ｌ５０４ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床タイル―ブランド品― 3301051342
複層ビニル床タイル レゴリスＩＳ８８５～８８６ 厚２．５ｍｍ×幅４５７．２ｍｍ×長４５７．２ｍｍ ＪＩＳ　Ａ
５７０５ サンゲツ

レゴリスＩＳ８８５～８８６ ２．５×４５７．２×４５７．２ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床タイル―ブランド品― 3301051338
複層ビニル床タイル スピンオークＷＤ８６７～８７８（Ｎ） 厚２．５ｍｍ×幅１００ｍｍ×長９１４．４ｍｍ ＪＩＳ
Ａ　５７０５ サンゲツ

スピンオークＷＤ８６７（Ｎ） ２．５×１００×９１４．４ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート 3301060002
発泡層のない床シート 複層ビニル床シート プレーン 厚２．０ｍｍ×長１，８００～１，８４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５
７０５ 田島ルーフィング，東リ，ロンシール工業

床シート　プレーン ２×１８００～１８４０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート 3301060004
発泡層のない床シート 複層ビニル床シート マーブル 厚２．０ｍｍ×長１，８００～１，８４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５
７０５ 田島ルーフィング，東リ，ロンシール工業

床シート　マーブル ２×１８００～１８４０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート 3301060006
発泡層のない床シート 複層ビニル床シート プレーン 厚２．５ｍｍ×長１，８００～１，８４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５
７０５ 田島ルーフィング，東リ，ロンシール工業

床シート　プレーン ２．５×１８００～１８４０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート 3301060008
発泡層のない床シート 複層ビニル床シート マーブル 厚２．５ｍｍ×長１，８００～１，８４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５
７０５ 田島ルーフィング，東リ，ロンシール工業

床シート　マーブル ２．５×１８００～１８４０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート―ブランド品― 3301065010
発泡層のない床シート 複層ビニル床シート シンコールフロアデコレアフリー 厚２．０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５７０５ シンコールインテリア

シンコールフロアデコレアフリー ２×１８２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

1451 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ビニル床シート―ブランド品― 3301065008
発泡層のない床シート 複層ビニル床シート ＢＫシート 厚２．５ｍｍ×長１，３５０・１，８２０ｍｍ　防滑仕様 Ｊ
ＩＳ　Ａ　５７０５ シンコールインテリア

ＢＫシート ２．５×１３５０・１８２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート―ブランド品― 3301063010
発泡層のない床シート 複層ビニル床シート タフスリップエムティ 厚２．９ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　防滑仕様 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５７０５ タキロンシーアイ

タフスリップエムティ ２．９×１８２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート―ブランド品― 3301064040
発泡層のない床シート 複層ビニル床シート ＮＳシートＮＳ８００ 厚２．５ｍｍ×長１，３２０・１，６２０・１，８
２０ｍｍ　防滑仕様 ＪＩＳ　Ａ　５７０５ 東リ

ＮＳシートＮＳ８００ ２．５×１３２０・１６２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート―ブランド品― 6401042502
発泡層のない床シート 複層ビニル床シート エスリューム（抗菌）・プレーン 厚２．０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　抗菌
仕様 ＪＩＳ　Ａ　５７０５ サンゲツ

エスリューム（抗菌）・プレーン ２×１８２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

ビニル床シート―ブランド品― 3301063510
発泡層のある床シート 発泡複層ビニル床シート ＡＣフロア２８ 厚２．８ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５７
０５ 田島ルーフィング

ＡＣフロア２８ ２．８×１８２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート―ブランド品― 3301063512
発泡層のある床シート 発泡複層ビニル床シート ＡＣフロア３５ 厚３．５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５７
０５ 田島ルーフィング

ＡＣフロア３５ ３．５×１８２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート―ブランド品― 3301063515
発泡層のある床シート 発泡複層ビニル床シート ＡＣフロア６０ 厚６．０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５７
０５ 田島ルーフィング

ＡＣフロア６０ ６×１８２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート―ブランド品― 3301064044
発泡層のある床シート 発泡複層ビニル床シート ホスピリュームＮＷ 厚２．０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ
５７０５ 東リ

ホスピリュームＮＷ ２×１８２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート―ブランド品― 6401041018
発泡層のある床シート 発泡複層ビニル床シート ロンフォームセレナＣＴ 厚２．８ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ
Ａ　５７０５ ロンシール工業

ロンフォームセレナＣＴ ２．８×１８２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

ビニル床シート―ブランド品― 3301066022
発泡層のある床シート 発泡複層ビニル床シート ロンフォームＭｏｋｕＣＴ 厚２．８ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ
Ａ　５７０５ ロンシール工業

ロンフォームＭｏｋｕＣＴ ２．８×１８２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート―ブランド品― 3301061314
発泡層のある床シート 発泡複層ビニル床シート ＳＫフロア 厚２．８ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　抗菌仕様 ＪＩＳ　Ａ
５７０５ サンゲツ

ＳＫフロア　抗菌仕様 ２．８×１８２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート―ブランド品― 3301061310
発泡層のある床シート クッションフロア Ｈ－ＦＬＯＯＲ 厚１．８ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５７０５ サ
ンゲツ

Ｈ－ＦＬＯＯＲ １．８×１８２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート―ブランド品― 3301065002
発泡層のある床シート クッションフロア ポンリュームＥ 厚１．８ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５７０５ シ
ンコールインテリア

ポンリュームＥ １．８×１８２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート―ブランド品― 3301065004
発泡層のある床シート クッションフロア ポンリュームＳ 厚２．３ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５７０５ シ
ンコールインテリア

ポンリュームＳ ２．３×１８２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート―ブランド品― 3301064034 発泡層のある床シート クッションフロア ＣＦシートＨ 厚１．８ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５７０５ 東リ ＣＦシートＨ １．８×１８２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル床シート―ブランド品― 3301064036 発泡層のある床シート クッションフロア ＣＦシートＰ 厚２．３ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５７０５ 東リ ＣＦシートＰ ２．３×１８２０ｍｍ ｍ２ 504 ○ ○ 3301 床材

ビニル幅木 3301120010 ビニル幅木 ソフト幅木 厚２ｍｍ×幅１００ｍｍ ビニル製ソフト幅木 Ｔ２×Ｗ１００ｍｍ ｍ 505 ○ ○ 3301 床材

ビニル幅木 3301120020 ビニル幅木 ソフト幅木 厚２ｍｍ×幅７５ｍｍ ビニル製ソフト幅木 Ｔ２×Ｗ７５ｍｍ ｍ 505 ○ ○ 3301 床材
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ビニル幅木 3301120030 ビニル幅木 ソフト幅木 厚２ｍｍ×幅６０ｍｍ ビニル製ソフト幅木 Ｔ２×Ｗ６０ｍｍ ｍ 505 ○ ○ 3301 床材

ビニル幅木 3301120040 ビニル幅木 ササラ幅木 厚２ｍｍ×幅３３０ｍｍ ビニル製ササラ幅木 Ｔ２×Ｗ３３０ｍｍ ｍ 505 ○ ○ 3301 床材

ビニル幅木 3301120100 ビニル幅木 ワイド幅木 幅３００ｍｍ×長９，０００ｍｍ ビニル製ワイド幅木 Ｗ３００×Ｌ９０００ｍｍ ｍ 505 ○ ○ 3301 床材

コルクタイル―ブランド品― 3301041270
コルクタイル トッパーコルク ＡＷ－Ｎ５ 厚５．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍｍ 特殊樹脂ワックス仕上げ 東亜
コルク

トッパーコルク　ＡＷ－Ｎ５ Ｔ５ｍｍ特殊樹脂ワックス仕上げ ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

コルクタイル―ブランド品― 3301041256 コルクタイル トッパーコルク ＢＡ－１３ 厚１３ｍｍ×幅１４８ｍｍ×長１４８ｍｍ 浴室フロア用 東亜コルク トッパーコルク　ＢＡ－１３ Ｔ１３ｍｍ　浴室フロア用 ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

コルクタイル―ブランド品― 3301041268 コルクタイル トッパーコルク ＣＫ－Ｎ５ 厚５．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍｍ セラミック仕上げ 東亜コルク トッパーコルク　ＣＫ－Ｎ５ Ｔ５ｍｍ　セラミック仕上げ ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

コルクタイル―ブランド品― 3301041246
コルクタイル トッパーコルク ＣＯＥ－Ｎ５ 厚５．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍｍ 天然オイル仕上げ 東亜コル
ク

トッパーコルク　ＣＯＥ－Ｎ５ Ｔ５ｍｍ　天然オイル仕上げ ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

コルクタイル―ブランド品― 3301041220
コルクタイル トッパーコルク ＨＫ－Ｎ５ 厚５．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍｍ 強化ウレタン仕上げ（ナチュ
ラルカラー） 東亜コルク

トッパーコルク　ＨＫ－Ｎ５ Ｔ５ｍｍ強化ウレタンナチュラル ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

コルクタイル―ブランド品― 3301041224
コルクタイル トッパーコルク ＨＫ－２５ 厚５．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍｍ 強化ウレタン仕上げ（ナチュ
ラルカラー） 東亜コルク

トッパーコルク　ＨＫ－２５ Ｔ５ｍｍ強化ウレタンナチュラル ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

コルクタイル―ブランド品― 3301041226
コルクタイル トッパーコルク ＣＢ－５ 厚５．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍｍ 強化ウレタン仕上げ（カラー）
東亜コルク

トッパーコルク　ＣＢ－５ Ｔ５ｍｍ　強化ウレタン　カラー ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

コルクタイル―ブランド品― 3301041258
コルクタイル トッパーコルク ＣＷ－５ 厚５．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍｍ 強化ウレタン仕上げ（カラー）
東亜コルク

トッパーコルク　ＣＷ－５ Ｔ５ｍｍ　強化ウレタン　カラー ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

コルクタイル―ブランド品― 3301041250
コルクタイル トッパーコルク ＣＳＦ－５５ 厚１０．５ｍｍ×幅３００ｍｍ×長９１０ｍｍ ウレタン仕上げ（スピー
ド施工） 東亜コルク

トッパーコルク　ＣＳＦ－５５ Ｔ１０．５ｍｍウレタンスピード ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

コルクタイル―ブランド品― 3301041254
コルクタイル トッパーコルク ＣＳＦ－５７ 厚１０．５ｍｍ×幅３００ｍｍ×長９１０ｍｍ ウレタン仕上げ（スピー
ド施工） 東亜コルク

トッパーコルク　ＣＳＦ－５７ Ｔ１０．５ｍｍウレタンスピード ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

ゴムタイル―ブランド品― 3301130300 ゴムタイル ライル ３００角１０ 厚１０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍｍ カラー単層 コマテック ゴムタイル　ライル １０×３００×３００ｍｍカラー ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

ゴムタイル―ブランド品― 3301130310 ゴムタイル ライル ３００角１５ 厚１５ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍｍ カラー二層 コマテック ゴムタイル　ライル １５×３００×３００ｍｍカラー ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

ゴムタイル―ブランド品― 3301130320 ゴムタイル ライル ６００角１７ 厚１７ｍｍ×幅６００ｍｍ×長６００ｍｍ カラー二層 コマテック ゴムタイル　ライル １７×６００×６００ｍｍカラー ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

ゴムタイル―ブランド品― 3301130170 ゴムタイル ライル １７Ｍ／Ｙ 厚１７ｍｍ×幅２００ｍｍ×長２５０ｍｍ 着色単層 コマテック ゴムタイル　ライル １７×２００×２５０ｍｍ　着色 ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

ゴムタイル―ブランド品― 3301130160 ゴムタイル ライル ２５Ｍ／Ｙ 厚２５ｍｍ×幅２００ｍｍ×長２５０ｍｍ 着色単層 コマテック ゴムタイル　ライル ２５×２００×２５０ｍｍ　着色 ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材
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ゴムタイル―ブランド品― 3301130190 ゴムタイル プラート 厚４ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ 東リ ゴムタイル　プラート ４×５００×５００ｍｍ ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

ゴムタイル―ブランド品― 3301130200 ゴムタイル プラートＦ 厚４ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ スクエア柄 東リ ゴムタイル　プラートＦ ４×５００×５００ｍｍスクエア ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

ゴムタイル―ブランド品― 3301130210 ゴムタイル プラートＦ 厚３ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ 岩盤柄 東リ ゴムタイル　プラートＦ ３×５００×５００ｍｍ　岩盤柄 ｍ２ 505 ○ ○ 3301 床材

プールサイド用床材【公表価格】 3301161505 プールサイド用床材 ソフトチェッカー 特殊塩化ビニル 厚１５ｍｍ×幅２５０ｍｍ×長２５０ｍｍ みずわ工業 ソフトチェッカー　特殊塩ビ Ｔ１５×Ｗ２５０×Ｌ２５０ｍｍ 枚 505 ○ ○ 3301 床材

プールサイド用床材【公表価格】 3301161510 プールサイド用床材 フィットチェッカー 特殊塩化ビニル 厚１３ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍｍ みずわ工業 フィットチェッカー　特殊塩ビ Ｔ１３×Ｗ３００×Ｌ３００ｍｍ 枚 505 ○ ○ 3301 床材

プールサイド用床材【公表価格】 3301161515 プールサイド用床材 タフチェッカー 特殊塩化ビニル 厚１５ｍｍ×幅２５０ｍｍ×長２５０ｍｍ みずわ工業 タフチェッカー　特殊塩ビ Ｔ１５×Ｗ２５０×Ｌ２５０ｍｍ 枚 505 ○ ○ 3301 床材

普通合板―ＪＡＳ品― 2417013050 ラワン合板 厚２．３ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ ２．３×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417013005 ラワン合板 厚２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ ２．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417013010 ラワン合板 厚４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ ４×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417013015 ラワン合板 厚５．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ ５．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417013020 ラワン合板 厚９．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ ９×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417013025 ラワン合板 厚１２．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ １２×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417013030 ラワン合板 厚１５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ １５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417013035 ラワン合板 厚１８．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ １８×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417013040 ラワン合板 厚２１．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ ２１×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417013045 ラワン合板 厚２４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ ２４×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417015005 ラワン合板 厚３．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆ ３×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417015010 ラワン合板 厚４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆ ４×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板
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普通合板―ＪＡＳ品― 2417015015 ラワン合板 厚５．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆ ５．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417015020 ラワン合板 厚９．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆ ９×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417015025 ラワン合板 厚１２．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆ １２×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417015030 ラワン合板 厚１５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆ １５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417015035 ラワン合板 厚１８．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆ １８×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417015040 ラワン合板 厚２１．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆ ２１×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

普通合板―ＪＡＳ品― 2417015045 ラワン合板 厚２４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　１類　Ｆ☆☆☆☆ ２４×９１０×１８２０ｍｍ 枚 506 ○ ○ 2417 合板

構造用合板―ＪＡＳ品― 2417026100 構造用合板 針葉樹 厚９．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｃ－Ｄ 針葉樹　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級 ９×９１０×１８２０ｍｍ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

構造用合板―ＪＡＳ品― 2417026105 構造用合板 針葉樹 厚１２．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｃ－Ｄ 針葉樹　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級 １２×９１０×１８２０ｍｍ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

構造用合板―ＪＡＳ品― 2417026110 構造用合板 針葉樹 厚１５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｃ－Ｄ 針葉樹　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級 １５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

構造用合板―ＪＡＳ品― 2417026115 構造用合板 針葉樹 厚２４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｃ－Ｄ　本実 針葉樹　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級 ２４×９１０×１８２０ｍｍ本実 枚 508 ○ ○ 2417 合板

構造用合板―ＪＡＳ品― 2417026120 構造用合板 針葉樹 厚２８．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｃ－Ｄ　本実 針葉樹　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級 ２８×９１０×１８２０ｍｍ本実 枚 508 ○ ○ 2417 合板

構造用合板―ＪＡＳ品― 2417026085 構造用合板 針葉樹 厚９．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４３０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｃ－Ｄ 針葉樹　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級 ９×９１０×２４３０ｍｍ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

構造用合板―ＪＡＳ品― 2417026090 構造用合板 針葉樹 厚９．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，７３０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｃ－Ｄ 針葉樹　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級 ９×９１０×２７３０ｍｍ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

構造用合板―ＪＡＳ品― 2417026095 構造用合板 針葉樹 厚９．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長３，０３０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｃ－Ｄ 針葉樹　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級 ９×９１０×３０３０ｍｍ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

構造用合板―ＪＡＳ品― 2417021095 構造用合板 ラワン 厚９．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｂ－Ｃ ラワン　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級 ９×９１０×１８２０ｍｍ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

構造用合板―ＪＡＳ品― 2417021100 構造用合板 ラワン 厚１２．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｂ－Ｃ ラワン　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級 １２×９１０×１８２０ｍｍ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

構造用合板―ＪＡＳ品― 2417021105 構造用合板 ラワン 厚１５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 特類Ｆ☆☆☆☆ ２級Ｂ－Ｃ ラワン　特類　Ｆ☆☆☆☆　２級 １５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 508 ○ ○ 2417 合板
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しな合板―ＪＡＳ品― 2417032060 しな合板 厚４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ ４×９１０×１８２０ｍｍ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

しな合板―ＪＡＳ品― 2417032070 しな合板 厚５．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ ５．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

しな合板―ＪＡＳ品― 2417034060 しな合板 厚４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆ しな合板　１類　Ｆ☆☆☆☆ ４×９１０×１８２０ｍｍ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

しな合板―ＪＡＳ品― 2417034070 しな合板 厚５．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類Ｆ☆☆☆☆ しな合板　１類　Ｆ☆☆☆☆ ５．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

しな合板―ＪＡＳ品― 2417036010 しなランバーコア合板 厚１５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ １５．０×９１０×１８２０ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

しな合板―ＪＡＳ品― 2417036020 しなランバーコア合板 厚１８．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ １８．０×９１０×１８２０ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

しな合板―ＪＡＳ品― 2417036030 しなランバーコア合板 厚２１．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ ２１．０×９１０×１８２０ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

しな合板―ＪＡＳ品― 2417036040 しなランバーコア合板 厚２４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ ２４．０×９１０×１８２０ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

しな合板―ＪＡＳ品― 2417036050 しなランバーコア合板 厚１５．０ｍｍ×幅１，２２０ｍｍ×長２，４３０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ １５．０×１２２０×２４３０ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

しな合板―ＪＡＳ品― 2417036060 しなランバーコア合板 厚１８．０ｍｍ×幅１，２２０ｍｍ×長２，４３０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ １８．０×１２２０×２４３０ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

しな合板―ＪＡＳ品― 2417036070 しなランバーコア合板 厚２１．０ｍｍ×幅１，２２０ｍｍ×長２，４３０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ ２１．０×１２２０×２４３０ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

しな合板―ＪＡＳ品― 2417036080 しなランバーコア合板 厚２４．０ｍｍ×幅１，２２０ｍｍ×長２，４３０ｍｍ ２類Ｆ☆☆☆☆ しな合板　２類　Ｆ☆☆☆☆ ２４．０×１２２０×２４３０ 枚 508 ○ ○ 2417 合板

特殊合板【公表価格】 3303038105
天然木化粧合板（Ｆ☆☆☆☆） ファンシー札鶴Ｍ１００ 厚４ｍｍ×幅６１０ｍｍ×長２，４３０ｍｍ センミスマッチ
札鶴ベニヤ

化粧合板　ファンシー札鶴 ４×６１０×２４３０　セン 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303038115
天然木化粧合板（Ｆ☆☆☆☆） ファンシー札鶴ＮＰ１００ 厚４ｍｍ×幅６１０ｍｍ×長２，４３０ｍｍ セン柾目調
札鶴ベニヤ

化粧合板　ファンシー札鶴 ４×６１０×２４３０セン柾目調 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303045165
プリント合板（Ｆ☆☆☆☆） 押入パネル・シナ 厚５．４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ラミネート 南海プ
ライウッド

押入パネル・シナ　ラミネート ５．４×９１０×１８２０ｍｍ 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303045170
プリント合板（Ｆ☆☆☆☆） 押入パネル・シナ 厚３．３ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４３０ｍｍ ラミネート 南海プ
ライウッド

押入パネル・シナ　ラミネート ３．３×９１０×２４３０ｍｍ 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303410010 曲面合板（円形型枠）（Ｆ☆☆☆） ウェーブ 厚１２ｍｍ×幅３９２ｍｍ×長１，８００ｍｍ ホクヨープライウッド 曲面合板　ウェーブ １２×３９２×１８００ｍｍ 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303410020 曲面合板（円形型枠）（Ｆ☆☆☆） ウェーブ 厚１２ｍｍ×幅５５０ｍｍ×長１，８００ｍｍ ホクヨープライウッド 曲面合板　ウェーブ １２×５５０×１８００ｍｍ 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材
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特殊合板【公表価格】 3303410030 曲面合板（円形型枠）（Ｆ☆☆☆） ウェーブ 厚１２ｍｍ×幅９００ｍｍ×長１，８００ｍｍ ホクヨープライウッド 曲面合板　ウェーブ １２×９００×１８００ｍｍ 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303065430 モルタル下地材（Ｆ☆☆☆☆） ノダラスカット 厚７．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 関東間 ノダ ノダラスカット　関東間 ７．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303065435 モルタル下地材（Ｆ☆☆☆☆） ノダラスカット 厚７．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，９７０ｍｍ 関西間 ノダ ノダラスカット　関西間 ７．５×９１０×１９７０ｍｍ 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303070915
難燃合板（Ｆ☆☆☆☆） アイギスナンネン 厚９ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 法定難燃（ラワン） アダチ
技研

難燃合板　アイギスナンネン ９×９１０×１８２０　法定 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303070920
難燃合板（Ｆ☆☆☆☆） アイギスナンネン 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 法定難燃（ラワン） アダ
チ技研

難燃合板　アイギスナンネン １２×９１０×１８２０　法定 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303078005
難燃合板（Ｆ☆☆☆☆） ホクヨーナンネン 厚５．５ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１，８３０ｍｍ 国土交通省認定 ホク
ヨープライウッド

難燃合板　ホクヨーナンネン ５．５×９２０×１８３０国交省 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303078010
難燃合板（Ｆ☆☆☆☆） ホクヨーナンネン 厚９．０ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１，８３０ｍｍ 国土交通省認定 ホク
ヨープライウッド

難燃合板　ホクヨーナンネン ９×９２０×１８３０　国交省 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303080336 防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚４ｍｍ×幅９１５ｍｍ×長１，８２５ｍｍ 消防庁登録（しな） アサヒ建材 防炎合板　アサヒフネン ４×９１５×１８２５　消防庁 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303080341
防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚５．５ｍｍ×幅９１５ｍｍ×長１，８２５ｍｍ 消防庁登録（しな） アサヒ
建材

防炎合板　アサヒフネン ５．５×９１５×１８２５消防庁 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303080306
防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚２．５ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１，８３０ｍｍ 消防庁登録（ラワン） アサ
ヒ建材

防炎合板　アサヒフネン ２．５×９２０×１８３０消防庁 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303080311
防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚３ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１，８３０ｍｍ 消防庁登録（ラワン） アサヒ建
材

防炎合板　アサヒフネン ３×９２０×１８３０　消防庁 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303080316
防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 消防庁登録（ラワン） アサヒ建
材

防炎合板　アサヒフネン ４×９１０×１８２０　消防庁 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303080321
防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚４ｍｍ×幅１，２３０ｍｍ×長２，４４０ｍｍ 消防庁登録（ラワン） アサ
ヒ建材

防炎合板　アサヒフネン ４×１２３０×２４４０　消防庁 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303080326
防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚５．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 消防庁登録（ラワン） アサ
ヒ建材

防炎合板　アサヒフネン ５．５×９１０×１８２０消防庁 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303080331
防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚５．５ｍｍ×幅１，２３０ｍｍ×長２，４４０ｍｍ 消防庁登録（ラワン）
アサヒ建材

防炎合板　アサヒフネン ５．５×１２３０×２４４０消防 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303080915
防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アダチのボーエン 厚２．５ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１，８３０ｍｍ 消防庁登録（ラワン）
アダチ技研

防炎合板　アダチのボーエン ２．５×９２０×１８３０消防庁 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303080920
防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アダチのボーエン 厚４ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１，８３０ｍｍ 消防庁登録（ラワン） アダ
チ技研

防炎合板　アダチのボーエン ４×９２０×１８３０　消防庁 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303088005
防炎合板（Ｆ☆☆☆） ホクヨーボーエン 厚２．５ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１，８３０ｍｍ 消防庁登録 ホクヨープラ
イウッド

防炎合板　ホクヨーボーエン ２．５×９２０×１８３０消防庁 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材
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特殊合板【公表価格】 3303088010
防炎合板（Ｆ☆☆☆） ホクヨーボーエン 厚４ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１，８３０ｍｍ 消防庁登録 ホクヨープライ
ウッド

防炎合板　ホクヨーボーエン ４×９２０×１８３０　消防庁 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303630028
防虫処理合板（Ｆ☆☆☆☆） 防虫合板　普通合板 厚２．５ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１，８３０ｍｍ １類１等 キー
テック

防虫合板　普通合板 ２．５×９２０ｍｍ　１類１等 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303630004 防虫処理合板（Ｆ☆☆☆☆） 防虫合板　普通合板 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類１等 キーテック 防虫合板　普通合板 ４×９１０ｍｍ　１類１等 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303630006
防虫処理合板（Ｆ☆☆☆☆） 防虫合板　普通合板 厚５．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類１等 キー
テック

防虫合板　普通合板 ５．５×９１０ｍｍ　１類１等 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303630008 防虫処理合板（Ｆ☆☆☆☆） 防虫合板　普通合板 厚９ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類１等 キーテック 防虫合板　普通合板 ９×９１０ｍｍ　１類１等 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303630010
防虫処理合板（Ｆ☆☆☆☆） 防虫合板　普通合板 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類１等 キーテッ
ク

防虫合板　普通合板 １２×９１０ｍｍ　１類１等 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303630012
防虫処理合板（Ｆ☆☆☆☆） 防虫合板　普通合板 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類１等 キー
テック

防虫合板　普通合板 １２．５×９１０ｍｍ　１類１等 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303630014
防虫処理合板（Ｆ☆☆☆☆） 防虫合板　普通合板 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類１等 キーテッ
ク

防虫合板　普通合板 １５×９１０ｍｍ　１類１等 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊合板【公表価格】 3303630024
防虫処理合板（Ｆ☆☆☆☆） 防虫合板　構造用合板 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ １類１級 キー
テック

防虫合板　構造用合板 １２×９１０ｍｍ　１類１級 枚 509 ○ ○ 3303 壁・天井材

せっこうボード（下地材） 3303090202 せっこうボード 準不燃 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｒ ＪＩＳ　Ａ　６９０１ せっこうボード　準不燃 ９．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

せっこうボード（下地材） 3303090204 せっこうボード 準不燃 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ　ＧＢ－Ｒ ＪＩＳ　Ａ　６９０１ せっこうボード　準不燃 ９．５×９１０×２４２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

せっこうボード（下地材） 3303090210 せっこうボード 不燃 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｒ ＪＩＳ　Ａ　６９０１ せっこうボード　不燃 １２．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

せっこうボード（下地材） 3303090214 せっこうボード 不燃 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ　ＧＢ－Ｒ ＪＩＳ　Ａ　６９０１ せっこうボード　不燃 １２．５×９１０×２４２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

せっこうボード（下地材） 3303090220 せっこうボード 不燃 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｒ ＪＩＳ　Ａ　６９０１ せっこうボード　不燃 １５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

せっこうボード（下地材） 3303090222 せっこうボード 不燃 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ　ＧＢ－Ｒ ＪＩＳ　Ａ　６９０１ せっこうボード　不燃 １５×９１０×２４２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

せっこうボード（下地材） 3303090402 シージングせっこうボード 準不燃 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｓ ＪＩＳ　Ａ　６９０１ シージングせっこうボード準不燃 ９．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

せっこうボード（下地材） 3303090404
シージングせっこうボード 準不燃 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｓ ＪＩＳ　Ａ　６９０
１

シージングせっこうボード準不燃 １２．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

せっこうボード（下地材） 3303090602 強化せっこうボード 不燃 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｆ ＪＩＳ　Ａ　６９０１ 強化せっこうボード　不燃 １２．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材
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せっこうボード（下地材） 3303090604 強化せっこうボード 不燃 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｆ ＪＩＳ　Ａ　６９０１ 強化せっこうボード　不燃 １５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

せっこうボード（下地材） 3303090606 強化せっこうボード 不燃 厚２１ｍｍ×幅６０６ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｆ ＪＩＳ　Ａ　６９０１ 強化せっこうボード　不燃 ２１×６０６×１８２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

せっこうボード（下地材） 3303090802 せっこうラスボード 厚７ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ せっこうラスボード ７×９１０×１８２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

せっこうボード（下地材） 3303090804 せっこうラスボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－Ｌ ＪＩＳ　Ａ　６９０１ せっこうラスボード ９．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303091002 壁用ボード チヨダプリントボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 準不燃 チヨダウーテ チヨダプリントボード　壁用 ９．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303091004 壁用ボード チヨダプリントボード 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 不燃 チヨダウーテ チヨダプリントボード　壁用 １２．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303094008 壁用ボード チヨダパール（Ｇ） 厚９．５ｍｍ×幅６０６ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 準不燃 チヨダウーテ チヨダパール（Ｇ）　壁用 ９．５×６０６×２４２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303094004 壁用ボード チヨダ押入ボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 準不燃 チヨダウーテ チヨダ押入ボード　壁用 ９．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303094036 壁用ボード チヨダ押入ボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 準不燃 チヨダウーテ チヨダ押入ボード　壁用 ９．５×９１０×２４２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303094066 壁用ボード チヨダ押入ボード 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 不燃 チヨダウーテ チヨダ押入ボード　壁用 １２．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303094042 壁用ボード チヨダ押入ボード 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 不燃 チヨダウーテ チヨダ押入ボード　壁用 １２．５×９１０×２４２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303096007 壁用ボード クロスタイガーボード 厚９．５ｍｍ×幅６０６ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 準不燃 吉野石膏 クロスタイガーボード　壁用 ９．５×６０６×２４２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303096074
壁用ボード タイガーハイクリンスカット押入ボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 吸放湿ボード
吉野石膏

タイガーハイクリンスカット壁用 ９．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303096076
壁用ボード タイガーハイクリンスカット押入ボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 吸放湿ボード
吉野石膏

タイガーハイクリンスカット壁用 ９．５×９１０×２４２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303096078
壁用ボード タイガーハイクリンスカット押入ボード 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 吸放湿ボード
吉野石膏

タイガーハイクリンスカット壁用 １２．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303096080
壁用ボード タイガーハイクリンスカット押入ボード 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 吸放湿ボード
吉野石膏

タイガーハイクリンスカット壁用 １２．５×９１０×２４２０ｍｍ 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303096100
壁用ボード タイガーハイクリンボード・アートタイプ 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ホルムアルデ
ヒド吸収分解ボード 吉野石膏

タイガーハイクリンボードアート ９．５×９１０×１８２０　壁用 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303096102
壁用ボード タイガーハイクリンボード・アートタイプ 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ ホルムアルデ
ヒド吸収分解ボード 吉野石膏

タイガーハイクリンボードアート ９．５×９１０×２４２０　壁用 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材
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化粧せっこうボード―ブランド品― 3303096104
壁用ボード タイガーハイクリンボード・アートタイプ 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ホルムアル
デヒド吸収分解ボード 吉野石膏

タイガーハイクリンボードアート １２．５×９１０×１８２０壁用 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303096106
壁用ボード タイガーハイクリンボード・アートタイプ 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ ホルムアル
デヒド吸収分解ボード 吉野石膏

タイガーハイクリンボードアート １２．５×９１０×２４２０壁用 枚 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303094012 天井用ボード チヨダ　フネンジプスター 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃 チヨダウーテ チヨダフネンジプスター　天井用 ９．５×４５５×９１０ｍｍ ｍ２ 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303094048 天井用ボード チヨダ　ジプスター 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 準不燃 チヨダウーテ チヨダジプスター　天井用 ９．５×４５５×９１０ｍｍ ｍ２ 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303094050 天井用ボード チヨダ　フネンコスモトーン 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃 チヨダウーテ チヨダフネンコスモトーン天井用 ９．５×４５５×９１０ｍｍ ｍ２ 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303094052 天井用ボード チヨダ　コスモトーン 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 準不燃 チヨダウーテ チヨダコスモトーン　天井用 ９．５×４５５×９１０ｍｍ ｍ２ 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303096012 天井用ボード マーブルトーン・ライト 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 準不燃 吉野石膏 マーブルトーン・ライト　天井用 ９．５×４５５×９１０ｍｍ ｍ２ 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303096058 天井用ボード ジプトーン・ライト 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 準不燃 吉野石膏 ジプトーン・ライト　天井用 ９．５×４５５×９１０ｍｍ ｍ２ 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303096094 天井用ボード 不燃ジプトーン・ライト 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃 吉野石膏 不燃ジプトーン・ライト　天井用 ９．５×４５５×９１０ｍｍ ｍ２ 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303096090 天井用ボード タイガースクエアート 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃 吉野石膏 タイガースクエアート　天井用 ９．５×４５５×９１０ｍｍ ｍ２ 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303096092 天井用ボード タイガースクエアトーン・Ｄ 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃 吉野石膏 タイガースクエアトーン・Ｄ天井 ９．５×４５５×９１０ｍｍ ｍ２ 510 ○ ○ 3303 壁・天井材

スレートボード 3303100222 スレートボード フレキシブル板 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０ スレートボード　フレキシブル板 ４×９１０×１８２０ 枚 511 ○ ○ 3303 壁・天井材

スレートボード 3303100224 スレートボード フレキシブル板 厚５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０ スレートボード　フレキシブル板 ５×９１０×１８２０ 枚 511 ○ ○ 3303 壁・天井材

スレートボード 3303100226 スレートボード フレキシブル板 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０ スレートボード　フレキシブル板 ６×９１０×１８２０ 枚 511 ○ ○ 3303 壁・天井材

スレートボード 3303100228 スレートボード フレキシブル板 厚８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０ スレートボード　フレキシブル板 ８×９１０×１８２０ 枚 511 ○ ○ 3303 壁・天井材

スレートボード（特殊品）―ブランド品― 3303101089
スレートボード（特殊品）　素板 ガードパネルＮ 厚１６．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ エーアンドエー
マテリアル

ガードパネルＮ １６．５×９１０×２４２０ｍｍ 枚 511 ○ ○ 3303 壁・天井材

スレートボード（特殊品）―ブランド品― 3303101090
スレートボード（特殊品）　素板 ガードパネルＮ 厚１６．５ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ エーアンド
エーマテリアル

ガードパネルＮ １６．５×１０００×２０００ 枚 511 ○ ○ 3303 壁・天井材

スレートボード（特殊品）―ブランド品― 3303101093
スレートボード（特殊品）　素板 セルフレックス 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ エーアンドエーマテ
リアル

セルフレックス ２０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 511 ○ ○ 3303 壁・天井材
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スレートボード（特殊品）―ブランド品― 3303101070
スレートボード（特殊品）　化粧板 ステンド＃３００ 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ エーアンドエーマ
テリアル

ステンド＃３００ ４×９１０×１８２０ｍｍ 枚 511 ○ ○ 3303 壁・天井材

スレートボード（特殊品）―ブランド品― 3303101072
スレートボード（特殊品）　化粧板 ステンド＃３００ 厚５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ エーアンドエーマ
テリアル

ステンド＃３００ ５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 511 ○ ○ 3303 壁・天井材

スレートボード（特殊品）―ブランド品― 3303104002
スレートボード（特殊品）　化粧板 チヨダカラーフレキ 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内外装５色 チ
ヨダセラ

チヨダカラーフレキ ４×９１０×１８２０ｍｍ 枚 511 ○ ○ 3303 壁・天井材

スレートボード（特殊品）―ブランド品― 3303104004
スレートボード（特殊品）　化粧板 チヨダカラーフレキ 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 内外装５色 チ
ヨダセラ

チヨダカラーフレキ ４×９１０×２４２０ｍｍ 枚 511 ○ ○ 3303 壁・天井材

スレートボード（特殊品）―ブランド品― 3303109002
スレートボード（特殊品）　化粧板 不燃カラーＮＡ 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ウレタン塗装 壽工
業

不燃カラーＮＡ ４×９１０×１８２０ｍｍ 枚 511 ○ ○ 3303 壁・天井材

スレートボード（特殊品）―ブランド品― 3303109006
スレートボード（特殊品）　化粧板 不燃カラーＮＡ 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ ウレタン塗装 壽工
業

不燃カラーＮＡ ４×９１０×２４２０ｍｍ 枚 511 ○ ○ 3303 壁・天井材

繊維強化せっこう板―ブランド品― 3303421012 繊維強化せっこう板 エフジーボード 厚５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ エーアンドエーマテリアル エフジーボード ５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 511 ○ ○ 3303 壁・天井材

繊維強化せっこう板―ブランド品― 3303421016 繊維強化せっこう板 エフジーボード 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ エーアンドエーマテリアル エフジーボード ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 511 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板 3303130010 けい酸カルシウム板（タイプ２，０．８ＦＫ） 厚５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０ けい酸カルシウム板 ５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板 3303130002 けい酸カルシウム板（タイプ２，０．８ＦＫ） 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０ けい酸カルシウム板 ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板 3303130004 けい酸カルシウム板（タイプ２，０．８ＦＫ） 厚８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０ けい酸カルシウム板 ８×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板 3303130006 けい酸カルシウム板（タイプ２，０．８ＦＫ） 厚１０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０ けい酸カルシウム板 １０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板 3303130008 けい酸カルシウム板（タイプ２，０．８ＦＫ） 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４３０ けい酸カルシウム板 １２×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303540002
けい酸カルシウム板（特殊品）　素板 チヨダセラボード 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 軒天用 チヨダ
セラ

チヨダセラボード ４×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303540004
けい酸カルシウム板（特殊品）　素板 チヨダセラボード 厚５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 軒天用 チヨダ
セラ

チヨダセラボード ５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303540102
けい酸カルシウム板（特殊品）　素板 ＮＰラックス 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内外装用硬質 ニチ
アス

ＮＰラックス ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303540104
けい酸カルシウム板（特殊品）　素板 ＮＰラックス 厚８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内外装用硬質 ニチ
アス

ＮＰラックス ８×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303540306
けい酸カルシウム板（特殊品）　素板 ハイラックＭ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質 エーアンド
エーマテリアル

ハイラックＭ ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

1461 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303540310
けい酸カルシウム板（特殊品）　素板 ハイラックＭ 厚８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質 エーアンド
エーマテリアル

ハイラックＭ ８×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560102
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 ステンド＃４００ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ エーアンド
エーマテリアル

ステンド＃４００ ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560104
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 ステンド＃４００ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４５０ｍｍ エーアンド
エーマテリアル

ステンド＃４００ ６×９１０×２４５０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560106
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 ステンド＃５００ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ エーアンド
エーマテリアル

ステンド＃５００ ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560108
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 ステンド＃５００ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ エーアンド
エーマテリアル

ステンド＃５００ ６×９１０×２４２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560110
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 アデック　ブライト 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ エーアンド
エーマテリアル

アデック　ブライト ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560112
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 アデック　ラインブライト 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ライ
ン基材 エーアンドエーマテリアル

アデック　ラインブライト ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560202
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 アスラックス＃２００ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ アクリル
ウレタン塗装 ニチアス

アスラックス＃２００ ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560204
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 アスラックス＃２００ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ アクリル
ウレタン塗装 ニチアス

アスラックス＃２００ ６×９１０×２４２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560206
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 アスラックス＃６００ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ アクリル
ウレタン塗装 ニチアス

アスラックス＃６００ ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560302
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 クリーンパネルＮＡ・ＭⅡ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＵＶ
コート＋ウレタン塗装 壽工業

クリーンパネルＮＡ・Ｍ２ ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560304
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 クリーンパネルＮＡ・ＭⅡ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ ＵＶ
コート＋ウレタン塗装 壽工業

クリーンパネルＮＡ・Ｍ２ ６×９１０×２４２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560306
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 クリーンパネルＮＡ・ＭⅠ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 帯電
防止タイプ 壽工業

クリーンパネルＮＡ・Ｍ１ ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560308
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 クリーンパネルＮＡ・ＮＦ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ フッ
素樹脂塗装 壽工業

クリーンパネルＮＡ・ＮＦ ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560403 けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 ルナライト 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内装用 アイカ工業 ルナライト ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560902
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 フネンソリッドカラー　ＳＮＡ　標準色 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８
２０ｍｍ ＤＩＣデコール

フネンソリッドカラー　ＳＮＡ 標準色６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560904
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 フネンソリッドカラー　Ｓ－８０　標準色 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，
８２０ｍｍ ＤＩＣデコール

フネンソリッドカラー　Ｓ－８０ 標準色６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303560906
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 フネンＷＯ　標準 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＤＩＣデコー
ル

フネンＷＯ 標準　６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材
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けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303561002
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 チヨダカラーケイカル 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内外装５
色 チヨダセラ

チヨダカラーケイカル ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品― 3303561004
けい酸カルシウム板（特殊品）　化粧板 チヨダカラーケイカル 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 内外装５
色 チヨダセラ

チヨダカラーケイカル ６×９１０×２４２０ｍｍ 枚 512 ○ ○ 3303 壁・天井材

パーティクルボード 3303020650
パーティクルボード Ｍ－１８タイプ 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 建築下地用・構造用　Ｆ☆☆☆☆
ＪＩＳ　Ａ　５９０８

パーティクルボードＭ－１８構造 １２×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

パーティクルボード 3303020655
パーティクルボード Ｍ－１８タイプ 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 建築下地用・構造用　Ｆ☆☆☆☆
ＪＩＳ　Ａ　５９０８

パーティクルボードＭ－１８構造 １５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

パーティクルボード 3303020660
パーティクルボード Ｍ－１８タイプ 厚２０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 建築下地用・構造用　Ｆ☆☆☆☆
（二重床用） ＪＩＳ　Ａ　５９０８

パーティクルボードＭ－１８構造 ２０×６００×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

パーティクルボード 3303020665
パーティクルボード Ｍ－１８タイプ 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 建築下地用・構造用　Ｆ☆☆☆☆
ＪＩＳ　Ａ　５９０８

パーティクルボードＭ－１８構造 ２０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

パーティクルボード 3303020670
パーティクルボード Ｐ－１８タイプ 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 建築下地用・構造用　Ｆ☆☆☆☆
ＪＩＳ　Ａ　５９０８

パーティクルボードＰ－１８構造 １２×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

パーティクルボード 3303020675
パーティクルボード Ｐ－１８タイプ 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 建築下地用・構造用　Ｆ☆☆☆☆
ＪＩＳ　Ａ　５９０８

パーティクルボードＰ－１８構造 １５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

パーティクルボード 3303020680
パーティクルボード Ｐ－１８タイプ 厚２０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 建築下地用・構造用　Ｆ☆☆☆☆
（二重床用） ＪＩＳ　Ａ　５９０８

パーティクルボードＰ－１８構造 ２０×６００×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

パーティクルボード 3303020685
パーティクルボード Ｐ－１８タイプ 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 建築下地用・構造用　Ｆ☆☆☆☆
ＪＩＳ　Ａ　５９０８

パーティクルボードＰ－１８構造 ２０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

木毛セメント板 3303110202 木毛セメント板 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４０４ 木毛セメント板 １５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

木毛セメント板 3303110204 木毛セメント板 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４０４ 木毛セメント板 ２０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

木毛セメント板 3303110206 木毛セメント板 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４０４ 木毛セメント板 ２５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

木毛セメント板 3303110208 木毛セメント板 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４０４ 木毛セメント板 ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

木毛セメント板 3303110210 木毛セメント板 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４０４ 木毛セメント板 ４０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

木毛セメント板 3303110212 木毛セメント板 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５４０４ 木毛セメント板 ５０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

繊維板―ブランド品― 3303215002
インシュレーションボード（軟質繊維板） Ａ級インシュレーションボード 厚９ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍ
ｍ 断熱用屋根下地材 ＪＩＳ　Ａ　５９０５ 大建工業

Ａ級インシュレーションボード ９×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

繊維板―ブランド品― 3303215004
インシュレーションボード（軟質繊維板） Ａ級インシュレーションボード 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０
ｍｍ 断熱用屋根下地材 ＪＩＳ　Ａ　５９０５ 大建工業

Ａ級インシュレーションボード １２×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材
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繊維板―ブランド品― 3303215008
インシュレーションボード（軟質繊維板） シージングボード 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 外壁下地
材（断熱用・通気工法用） ＪＩＳ　Ａ　５９０５ 大建工業

シージングボード １２×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

繊維板―ブランド品― 3303215016
インシュレーションボード（軟質繊維板） シージングボード 厚１２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，９５０ｍｍ 外壁下地
材（断熱用・通気工法用） ＪＩＳ　Ａ　５９０５ 大建工業

シージングボード １２×９１０×２９５０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

繊維板―ブランド品― 3303215014
インシュレーションボード（軟質繊維板） 吸ホル養生ボード 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ
５９０５ 大建工業

吸ホル養生ボード ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

繊維板―ブランド品― 3303480010
ＭＤＦ（中質繊維板） Ｍ－３０タイプ 厚９ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，７３０ｍｍ 建築下地用・構造用　Ｆ☆☆☆☆
ＪＩＳ　Ａ　５９０５ ノダ

ＭＤＦ（中質繊維板）　Ｍ－３０ ９×９１０×２７３０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

繊維板―ブランド品― 3303220201
ハードボード（硬質繊維板） 標準板（Ｓ） 厚２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 建築養生板 ＪＩＳ　Ａ
５９０５ 新秋木工業，ニチハ

標準（Ｓ）　建築養生板 ２．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

繊維板―ブランド品― 3303220202
ハードボード（硬質繊維板） 標準板（Ｓ） 厚３．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 建築養生板 ＪＩＳ　Ａ
５９０５ 新秋木工業，ニチハ

標準（Ｓ）　建築養生板 ３．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

繊維板―ブランド品― 3303220206
ハードボード（硬質繊維板） 標準板（Ｓ） 厚５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　５９０５
新秋木工業，ニチハ

標準（Ｓ） ５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

繊維板―ブランド品― 3303224016
ハードボード（硬質繊維板） フロアー養生板 厚２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 養生専用板 ＪＩＳ
Ａ　５９０５ ニチハ

フロアー養生板　養生専用板 ２．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

繊維板―ブランド品― 3303224018
ハードボード（硬質繊維板） 脱ホル養生板 厚３．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 養生専用板 ＪＩＳ　Ａ
５９０５ ニチハ

脱ホル養生板　養生専用板 ３．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303570002
特殊木毛板　木毛セメント板 コーライトボードＢ 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 二層細木毛 興亜不
燃板工業

コーライトボードＢ ２５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303570004
特殊木毛板　木毛セメント板 コーライトボードＢ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 二層細木毛 興亜不
燃板工業

コーライトボードＢ ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303570006
特殊木毛板　木毛セメント板 コーライトボードＢ 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 二層細木毛 興亜不
燃板工業

コーライトボードＢ ５０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303570008
特殊木毛板　木毛セメント板 スーパーコーライトＰＰＷ 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 型枠兼用木毛
板 興亜不燃板工業

スーパーコーライトＰＰＷ ２５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303570010
特殊木毛板　木毛セメント板 スーパーコーライトＰＰＷ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 型枠兼用木毛
板 興亜不燃板工業

スーパーコーライトＰＰＷ ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303570012
特殊木毛板　木毛セメント板 スーパーコーライトＰＰＷ 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 型枠兼用木毛
板 興亜不燃板工業

スーパーコーライトＰＰＷ ４０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303570014
特殊木毛板　木毛セメント板 スーパーコーライトＰＰＳ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 屋根下地 興
亜不燃板工業

スーパーコーライトＰＰＳ ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303570016
特殊木毛板　木毛セメント板 スーパーコーライトＰＰＳ 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 屋根下地 興
亜不燃板工業

スーパーコーライトＰＰＳ ４０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303570018
特殊木毛板　木毛セメント板 スーパーコーライトＰＰＳ 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 屋根下地 興
亜不燃板工業

スーパーコーライトＰＰＳ ５０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

1464 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

特殊木毛板【公表価格】 3303570020
特殊木毛板　木毛セメント板 スーパーコーライトＰＭＷ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ パーライトモ
ルタル塗 興亜不燃板工業

スーパーコーライトＰＭＷ ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303570022
特殊木毛板　木毛セメント板 スーパーコーライトＰＭＷ 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ パーライトモ
ルタル塗 興亜不燃板工業

スーパーコーライトＰＭＷ ４０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303570024
特殊木毛板　木毛セメント板 スーパーコーライトＰＭＷ 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ パーライトモ
ルタル塗 興亜不燃板工業

スーパーコーライトＰＭＷ ５０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303580002
特殊木毛板　耐火木毛セメント板 高圧コーライトボード 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 耐火野地板
興亜不燃板工業

高圧コーライトボード ２０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303580004
特殊木毛板　耐火木毛セメント板 高圧コーライトボード 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 耐火野地板
興亜不燃板工業

高圧コーライトボード ２５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303580102
特殊木毛板　耐火木毛セメント板 ダイワライト 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 化粧野地板 大和建材
工業

ダイワライト ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303165032 硬質木片セメント板 センチュリー耐火野地板 厚１８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ニチハ センチュリー耐火野地板 １８×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303440202 木繊セメント板 ストロングボード 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 準不燃 神戸不燃板工業 ストロングボード ２５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303440204 木繊セメント板 ストロングボード 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 準不燃 神戸不燃板工業 ストロングボード ５０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303440206 木繊セメント板 ストロングボードＫ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 型枠兼用木繊板 神戸不燃板工業 ストロングボードＫ ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303440208
木繊セメント板 ストロングボード耐火３０ 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 屋根３０分耐火 神戸不燃
板工業

ストロングボード耐火３０ ２５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303440210 木繊セメント板 ＳＴスーパー 厚３５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 屋根３０分耐火 神戸不燃板工業 ＳＴスーパー ３５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303440212
木繊セメント板 ストロングボード耐火３０分片平板 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 屋根３０分耐火
神戸不燃板工業

ストロングボード耐火３０片平板 ２５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303440214
木繊セメント板 ストロングボード耐火３０分片平板 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 屋根３０分耐火
神戸不燃板工業

ストロングボード耐火３０片平板 ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303440216 木繊セメント板 モクセンＺ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ゼオライト混入 神戸不燃板工業 モクセンＺ ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303440218 木繊セメント板 モクセンＺ片平板 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 型枠兼用 神戸不燃板工業 モクセンＺ片平板 ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303440220 木繊セメント板 モクセンＮ 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 不燃 神戸不燃板工業 モクセンＮ ２５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303440224 木繊セメント板 モクセンＮ片平板 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 不燃 神戸不燃板工業 モクセンＮ片平板 ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

1465 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

特殊木毛板【公表価格】 3303590002
化粧パーティクルボード セラクイック 厚９ｍｍ×幅１，２２０ｍｍ×長１，８６０ｍｍ ＦＦシート貼り化粧板（両面
仕様） 永大産業

セラクイック ９×１２２０×１８６０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303590004
化粧パーティクルボード セラクイック 厚１５ｍｍ×幅９１５ｍｍ×長１，８６０ｍｍ ＦＦシート貼り化粧板（両面仕
様） 永大産業

セラクイック １５×９１５×１８６０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

特殊木毛板【公表価格】 3303590006
化粧パーティクルボード セラクイック 厚１５ｍｍ×幅１，２２０ｍｍ×長１，８６０ｍｍ ＦＦシート貼り化粧板（両
面仕様） 永大産業

セラクイック １５×１２２０×１８６０ｍｍ 枚 513 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303350102 遮音シート アコスティックシートＡ 厚３ｍｍ×幅５００ｍｍ×長１ｍ ３．８ｋｇ／ｍ２ アコス工業 遮音アコスティックシートＡ ３×５００ｍｍ×１ｍ 枚 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303350103 遮音シート アコスティックシートＡ 厚２ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長５ｍ ５．７ｋｇ／ｍ２ アコス工業 遮音アコスティックシートＡ ２×１０００ｍｍ×５ｍ ｍ 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303350618
遮音シート サウンドシャッターＫＮ８００ 厚０．７ｍｍ×幅１，９００ｍｍ×長１０．５ｍ ０．８２ｋｇ／ｍ２ 平
岡織染

サウンドシャッターＫＮ８００ ０．７×１９００ｍｍ×１０．５ ｍ 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303350620
遮音シート サウンドシャッターＫＮ８００採光 厚０．８ｍｍ×幅１，９００ｍｍ×長１０．５ｍ ０．８３ｋｇ／ｍ２
平岡織染

サウンドシャッタＫＮ８００採光 ０．８×１９００ｍｍ×１０．５ ｍ 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303350608
遮音シート サウンドシャッターＫＮ１１００採光 厚１．２ｍｍ×幅１，９００ｍｍ×長１０．５ｍ １．３ｋｇ／ｍ２
平岡織染

サウンドシャッターＫＮ１１００ １．２×１９００ｍｍ×１０．５ ｍ 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303350610
遮音シート サウンドシャッターＫＮ１０００ 厚１．０ｍｍ×幅１，９００ｍｍ×長１０．５ｍ １．２ｋｇ／ｍ２ 平
岡織染

サウンドシャッターＫＮ１０００ １×１９００ｍｍ×１０．５ｍ ｍ 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303350602
遮音シート サウンドシャッターＫＮ２０００ 厚１．４ｍｍ×幅１，９４０ｍｍ×長１０．５ｍ ２．２ｋｇ／ｍ２ 平
岡織染

サウンドシャッターＫＮ２０００ １．４×１９４０ｍｍ×１０．５ ｍ 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303350604
遮音シート サウンドシャッターＫＮ３０００ 厚２．０ｍｍ×幅１，９４０ｍｍ×長７．０ｍ ３．２ｋｇ／ｍ２ 平岡
織染

サウンドシャッターＫＮ３０００ ２×１９４０ｍｍ×７ｍ ｍ 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303350707 遮音シート ホーンシートＮＳ－５Ｎ 厚０．５ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長５ｍ 鉛シート オーケーレックス 遮音シートホーンシートＮＳ５Ｎ ０．５×９２０ｍｍ×５ｍ 本 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303350702 遮音シート オンシャットＳ３ 厚０．３ｍｍ×幅９３０ｍｍ×長１０ｍ ３．４ｋｇ／ｍ２ 三井金属エンジニアリング 遮音シート　オンシャット　Ｓ３ ０．３×９３０ｍｍ×１０ｍ 本 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303351001 遮音シート サンダムＫＲ 厚０．７ｍｍ×幅９４０ｍｍ×長１０ｍ ２．１ｋｇ／ｍ２ ゼオン化成 遮音シート　サンダムＫＲ ０．７×９４０ｍｍ×１０ｍ ｍ 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303351003 遮音シート サンダムＫ－ＰＲＯ 厚１．２ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１０ｍ ３．８ｋｇ／ｍ２ ゼオン化成 遮音シート　サンダムＫ－ＰＲＯ １．２×９２０ｍｍ×１０ｍ ｍ 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303351102 遮音シート ダイケン遮音シート９４０Ｂ 厚１．２ｍｍ×幅９４０ｍｍ×長１０ｍ ２．１ｋｇ／ｍ２ 大建工業 ダイケン遮音シート９４０Ｂ １．２×９４０ｍｍ×１０ｍ 本 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303351701
遮音シート サウンドシールドＤＬ 厚４．０ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長０．９１ｍ １０．０ｋｇ／ｍ２ コスモエネル
ギーソリューションズ

遮音シートサウンドシールドＤＬ ４×４５５ｍｍ×０．９１ｍ 枚 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303351704
遮音シート サウンドシールドＤＬ 厚６．０ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長０．９１ｍ １５．０ｋｇ／ｍ２ コスモエネル
ギーソリューションズ

遮音シートサウンドシールドＤＬ ６×４５５ｍｍ×０．９１ｍ 枚 514 ○ ○ 3303 壁・天井材
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遮音材【公表価格】 3303351702
遮音シート サウンドシールドＤＬ 厚８．０ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長０．９１ｍ ２０．０ｋｇ／ｍ２ コスモエネル
ギーソリューションズ

遮音シートサウンドシールドＤＬ ８×４５５ｍｍ×０．９１ｍ 枚 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303351706
遮音シート サウンドシールドＤＬＡ 厚６．０ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長０．９１ｍ １８．０ｋｇ／ｍ２ コスモエネル
ギーソリューションズ

遮音　サウンドシールドＤＬＡ ６×４５５ｍｍ×０．９１ｍ 枚 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303351708
遮音シート サウンドシールドＤＬＡ 厚８．０ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長０．９１ｍ ２４．０ｋｇ／ｍ２ コスモエネル
ギーソリューションズ

遮音　サウンドシールドＤＬＡ ８×４５５ｍｍ×０．９１ｍ 枚 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303351710
遮音シート サウンドシールドＡＳ 厚２．４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２．４ｍ ７．８ｋｇ／ｍ２ コスモエネルギーソ
リューションズ

遮音シートサウンドシールドＡＳ ２．４×９１０ｍｍ×２．４ｍ 本 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303351501 遮音シート 防湿遮音シートＶ 厚１ｍｍ×幅９４０ｍｍ×長１０ｍ ２．１ｋｇ／ｍ２ パナソニック 防湿遮音シートＶ １×９４０ｍｍ×１０ｍ 本 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303351802 遮音シート ＤＭ鉛板 厚０．３ｍｍ×幅９３０ｍｍ×長１０ｍ ヨシザワＬＤ 遮音シート　ＤＭ鉛板 ０．３×９３０ｍｍ×１０ｍ ｍ２ 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303360103 遮音ボード ホーンシートＶ２ 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ベニヤ＋鉛シート オーケーレックス 遮音ボード　ホーンシートＶ２ ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303360104
遮音ボード ホーンシートＰ０Ａ 厚９．８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 石こうボード＋鉛シート オーケー
レックス

遮音ボード　ホーンシートＰ０Ａ ９．８×９１０×１８２０ｍｍ 枚 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303360401 遮音ボード 遮音下地パネル 厚５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 天井用 パナソニック 遮音下地パネル ５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303360506
遮音ボード ＴＹ鉛合板 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＤＭ厚０．５ｍｍ，ラワン合板厚５．５ｍｍ ヨ
シザワＬＤ

遮音ボード　ＴＹ鉛合板 ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

遮音材【公表価格】 3303360306
遮音ボード 遮音パネル１２．５ 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 石こうボード＋制振マット（２枚
／梱） 大建工業

遮音パネル１２．５ １２．５×９１０×１８２０ｍｍ 梱 514 ○ ○ 3303 壁・天井材

放射線防護材【公表価格】 3903010830 放射線防護材 ＧＫ鉛合板 （０．５） 厚１３ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　鉛当量０．５ｍｍ 技研興業 ＧＫ鉛合板（０．５） １３×９１０×１８２０ｍｍ 枚 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903010845 放射線防護材 ＧＫ鉛合板 （１．５） 厚１４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　鉛当量１．５ｍｍ 技研興業 ＧＫ鉛合板（１．５） １４×９１０×１８２０ｍｍ 枚 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903010840
放射線防護材 ＧＫ鉛合板 （２．０） 厚１４．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　鉛当量２．０ｍｍ 技研興
業

ＧＫ鉛合板（２．０） １４．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903010405 放射線防護材 キョウワグラス ＸＡ　Ｈ－１２ 厚１２ｍｍ　含鉛アクリル　鉛当量０．５ｍｍ クラレ キョウワグラスＸＡＨ－１２ Ｔ１２ｍｍ　鉛当量０．５ｍｍ ｍ２ 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903010410 放射線防護材 キョウワグラス ＸＡ　Ｈ－１８ 厚１８ｍｍ　含鉛アクリル　鉛当量０．８ｍｍ クラレ キョウワグラスＸＡＨ－１８ Ｔ１８ｍｍ　鉛当量０．８ｍｍ ｍ２ 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903010415 放射線防護材 キョウワグラス ＸＡ　Ｈ－３５ 厚３５ｍｍ　含鉛アクリル　鉛当量１．５ｍｍ クラレ キョウワグラスＸＡＨ－３５ Ｔ３５ｍｍ　鉛当量１．５ｍｍ ｍ２ 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903010420 放射線防護材 キョウワグラス ＸＡ　Ｈ－４６ 厚４６ｍｍ　含鉛アクリル　鉛当量２．０ｍｍ クラレ キョウワグラスＸＡＨ－４６ Ｔ４６ｍｍ　鉛当量２ｍｍ ｍ２ 514 ○ ○ 3903 放射線防護材
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放射線防護材【公表価格】 3903012205
放射線防護材 レイ－プロット 鉛ボード 厚１４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ｐｂ１．５ｍ／ｍ 螢光
産業

レイ－プロット鉛ボード ｐｂ１．５　１４×９１０ｍｍ 枚 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903012210
放射線防護材 レイ－プロット 片サンド鉛合板 厚７．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ｐｂ１．５ｍ／ｍ
螢光産業

レイ－プロット片サンド鉛合板 ｐｂ１．５　７×９１０ｍｍ 枚 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903012215 放射線防護材 ケイコー・ＡＳ６ 幅１，１８０ｍｍ×長５８０ｍｍ（ガラス別途）ｐｂ２．０ 螢光産業 ケイコー・ＡＳ６ ｐｂ２　１１８０×５８０ｍｍ 個 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903011635 放射線防護材 レイ－プロットドア ｐｂ１．５ 幅１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ　親子 螢光産業 レイ－プロットドア ｐｂ１．５　１２００×２０００ セット 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903011640 放射線防護材 レイ－プロットドア ｐｂ１．５ 幅８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ　片開 螢光産業 レイ－プロットドア ｐｂ１．５　８００×２０００ セット 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903010640
放射線防護材 鉛ガラスＬＸ プレミアム 厚１２ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ（ｐｂ１．５） 日本電気
硝子

鉛ガラスＬＸプレミアム １２ｍｍ×１×１ｍ　ｐｂ１．５ 枚 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903010645
放射線防護材 鉛ガラスＬＸ プレミアム 厚１４ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ（ｐｂ２．０） 日本電気
硝子

鉛ガラスＬＸプレミアム １４ｍｍ×１×１ｍ　ｐｂ２ 枚 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903010655
放射線防護材 鉛ガラスＬＸ プレミアム 厚１９ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ（ｐｂ３．０） 日本電気
硝子

鉛ガラスＬＸプレミアム １９ｍｍ×１×１ｍ　ｐｂ３ 枚 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903010625 放射線防護材 ＬＸ防護衝立 Ｌ－Ａタイプ 幅１，００５ｍｍ×長１，９３０ｍｍ　ｐｂ１．０ 日本電気硝子 ＬＸ防護衝立Ｌ－Ａタイプ １００５×１９３０ｍｍ　ｐｂ１ 台 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903010630 放射線防護材 ＬＸ防護衝立 Ｌ－Ｂタイプ 幅１，００５ｍｍ×長１，９３０ｍｍ　ｐｂ１．０ 日本電気硝子 ＬＸ防護衝立Ｌ－Ｂタイプ １００５×１９３０ｍｍ　ｐｂ１ 台 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903010635 放射線防護材 ＬＸ防護衝立 Ｌ－Ｃタイプ 幅１，００５ｍｍ×長１，９３０ｍｍ　ｐｂ１．０ 日本電気硝子 ＬＸ防護衝立Ｌ－Ｃタイプ １００５×１９３０ｍｍ　ｐｂ１ 台 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903011805
放射線防護材 オンシャット （合板張）Ｃ－７ 厚６．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ｐｂ１．０ 三井金
属エンジニア

オンシャットＣ－７ ｐｂ１　合板張 枚 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903011810
放射線防護材 オンシャット （合板張）Ｃ－１０ 厚７．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ｐｂ２．０ 三井
金属エンジニア

オンシャットＣ－１０ ｐｂ２　合板張 枚 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903011822
放射線防護材 オンシャット （鉛テープ）ＰＢＴ－７５ 厚１．５ｍｍ×幅４０ｍｍ×長５，０００ｍｍ　ｐｂ１．５
三井金属エンジニア

オンシャットＰＢＴ－７５ ｐｂ１．５　鉛テープ 巻 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903012005 放射線防護材 ＴＹ合板 厚６．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ｐｂ１．０ ヨシザワＬＤ ＴＹ合板 ｐｂ１　Ｔ６．５ｍｍ 枚 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903012010 放射線防護材 ＴＹ合板 厚７．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ｐｂ１．５ ヨシザワＬＤ ＴＹ合板 ｐｂ１．５　Ｔ７ｍｍ 枚 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903012015 放射線防護材 鉛ブロック 厚５０ｍｍ×幅１００ｍｍ×長２００ｍｍ ヨシザワＬＤ 鉛ブロック ５０×１００×２００ｍｍ 個 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

放射線防護材【公表価格】 3903012020 放射線防護材 ＴＹドア ｐｂ１．５ 幅１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ　親子 ヨシザワＬＤ ＴＹドア　親子 ｐｂ１．５　１２００×２０００ 組 514 ○ ○ 3903 放射線防護材
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放射線防護材【公表価格】 3903012025 放射線防護材 ＴＹドア ｐｂ１．５ 幅８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ　片開 ヨシザワＬＤ ＴＹドア　片開 ｐｂ１．５　８００×２０００ 組 514 ○ ○ 3903 放射線防護材

吸音板―ブランド品― 3303230005
吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 フラットタイプ 厚９ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，捨張
工法用，内部向け 大建工業，吉野石膏

ＲＷ化粧吸音板　フラット ９×３００×６００ｍｍ　内部 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303230010
吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 フラットタイプ 厚１２ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，捨
張工法用，内部向け 大建工業，吉野石膏

ＲＷ化粧吸音板　フラット １２×３００×６００ｍｍ　内部 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303230020
吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 凹凸タイプ 厚１２ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，捨張工
法用，内部向け 吉野石膏

ＲＷ化粧吸音板　凹凸 １２×３００×６００ｍｍ　内部 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303230015
吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 凹凸タイプ 厚１５ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，捨張工
法用，内部向け 大建工業，吉野石膏

ＲＷ化粧吸音板　凹凸 １５×３００×６００ｍｍ　内部 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303230025
吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 凹凸タイプ 厚１９ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，捨張工
法用，内部向け 大建工業

ＲＷ化粧吸音板　凹凸 １９×３００×６００ｍｍ　内部 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303230030
吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 フラットタイプ 厚９ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃，直張
工法用，内部向け 大建工業，吉野石膏

ＲＷ化粧吸音板　フラット ９×４５５×９１０ｍｍ　内部 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303230035
吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 フラットタイプ 厚１２ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃，直
張工法用，内部向け 大建工業，吉野石膏

ＲＷ化粧吸音板　フラット １２×４５５×９１０ｍｍ　内部 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303230040
吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 フラットタイプ 厚９ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，外部
向け 大建工業，吉野石膏

ＲＷ化粧吸音板　フラット ９×３００×６００ｍｍ　外部 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303230045
吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 フラットタイプ 厚１２ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，外
部向け 大建工業，吉野石膏

ＲＷ化粧吸音板　フラット １２×３００×６００ｍｍ　外部 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303230053
吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 凹凸タイプ 厚１２ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，外部向
け 吉野石膏

ＲＷ化粧吸音板　凹凸 １２×３００×６００ｍｍ　外部 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303230055
吸音板 ロックウール系 ロックウール化粧吸音板 凹凸タイプ 厚１５ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，外部向
け 大建工業，吉野石膏

ＲＷ化粧吸音板　凹凸 １５×３００×６００ｍｍ　外部 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303232080
吸音板 ロックウール系 クリアトーン９ 厚９ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長６０６ｍｍ 準不燃，捨張・直張，住宅用 大建工
業

クリアトーン９ ９×３０３×６０６ｍｍ ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303232095
吸音板 ロックウール系 マリーナ１２ 厚１２ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長６０６ｍｍ 準不燃，捨張・直張，住宅用 大建工
業

マリーナ１２ １２×３０３×６０６ｍｍ ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303232110
吸音板 ロックウール系 抗菌天井ダイロートン メディカルトーン 厚９ｍｍ×幅３００ｍｍ×長６００ｍｍ 不燃，捨張
工法用，医療機関向け 大建工業

抗菌天井ダイロートンメディカル ９×３００×６００ｍｍ ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303242120
吸音板 グラスウール系 アクリアサウンドボード ・ＡＳＢＤＸ 厚２５ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２，５００ｍｍ 会議
室・多目的ホール等の吸音・断熱内装材 旭ファイバーグラス

アクリアサウンドボード ＡＳＢＤＸ　２５×９００ｍｍ ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303242125
吸音板 グラスウール系 アクリアサウンドボード ・ＡＳＢＥＸ 厚２５ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２，５００ｍｍ 会議
室・多目的ホール等の吸音・断熱内装材 旭ファイバーグラス

アクリアサウンドボード ＡＳＢＥＸ　２５×９００ｍｍ ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303242110
吸音板 グラスウール系 ガラスクロス額縁貼り ・ＧＣ３２　薄手 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ 機械室等
の簡易内装吸音材 旭ファイバーグラス

ガラスクロス額縁貼り・ＧＣ３２ ５０×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材
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吸音板―ブランド品― 3303490005 吸音板 軽量コンクリート系 シズカライトボード 厚５０ｍｍ 屋内用 クリオン シズカライトボード Ｔ５０ｍｍ　屋内用 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303490010 吸音板 軽量コンクリート系 シズカライトボード 厚５０ｍｍ 屋外用 クリオン シズカライトボード Ｔ５０ｍｍ　屋外用 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303400224 吸音板 金属系 カルム Ａ２００２Ｃ 厚２ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，２００ｍｍ 片面標準塗装 エヌデーシー販売 カルム　Ａ２００２Ｃ ２×６００×１２００ｍｍ 枚 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303400226 吸音板 金属系 カルム Ａ２０Ｄ２Ｃ 厚２ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，２００ｍｍ 片面標準塗装 エヌデーシー販売 カルム　Ａ２０Ｄ２Ｃ ２×６００×１２００ｍｍ 枚 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303400220 吸音板 金属系 カルム Ａ３００２Ｃ 厚３ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，２００ｍｍ 片面標準塗装 エヌデーシー販売 カルム　Ａ３００２Ｃ ３×６００×１２００ｍｍ 枚 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303400222 吸音板 金属系 カルム Ａ３０Ｄ２Ｃ 厚３ｍｍ×幅６００ｍｍ×長１，２００ｍｍ 片面標準塗装 エヌデーシー販売 カルム　Ａ３０Ｄ２Ｃ ３×６００×１２００ｍｍ 枚 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303290016
吸音板 スレートボード系 フレキ吸音板 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 全貫通 エーアンドエーマテリア
ル

フレキ吸音板　全貫通 ４×９１０×１８２０ｍｍ 枚 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303290026
吸音板 スレートボード系 フレキ吸音板 厚５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 全貫通 エーアンドエーマテリア
ル

フレキ吸音板　全貫通 ５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303290035
吸音板 スレートボード系 フレキ吸音板 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 全貫通 エーアンドエーマテリア
ル

フレキ吸音板　全貫通 ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303300010
吸音板 けい酸カルシウム板系 けいカル吸音板 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 全貫通 エーアンドエーマ
テリアル，ニチアス

けいカル吸音板　全貫通 ６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303300015
吸音板 けい酸カルシウム板系 けいカル吸音板 厚８ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 全貫通 エーアンドエーマ
テリアル，ニチアス

けいカル吸音板　全貫通 ８×９１０×１８２０ｍｍ 枚 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303280010
吸音板 せっこうボード系 あなあきせっこうボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長９１０ｍｍ クラフト紙裏打 チヨ
ダウーテ

あなあきせっこうボード ９．５×９１０×９１０クラフト ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303280015
吸音板 せっこうボード系 あなあきせっこうボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ クラフト紙裏打
チヨダウーテ

あなあきせっこうボード ９．５×９１０×１８２０ ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303280025
吸音板 せっこうボード系 あなあきせっこうボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃紙裏打 チヨダ
ウーテ，吉野石膏

あなあきせっこうボード ９．５×９１０×９１０　不燃 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303280030
吸音板 せっこうボード系 あなあきせっこうボード 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 不燃紙裏打 チヨ
ダウーテ，吉野石膏

あなあきせっこうボード ９．５×９１０×１８２０　不燃 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303280040
吸音板 せっこうボード系 化粧あなあきせっこうボード 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ クラフト紙裏打
チヨダウーテ

化粧あなあきせっこうボード ９．５×４５５×９１０クラフト ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303280050
吸音板 せっこうボード系 化粧あなあきせっこうボード 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃紙裏打 チヨ
ダウーテ，吉野石膏

化粧あなあきせっこうボード ９．５×４５５×９１０　不燃 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

吸音板―ブランド品― 3303286050 吸音板 せっこうボード系 スクエアトーン ・Ｄプラス 厚９．５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長９１０ｍｍ 不燃 吉野石膏 スクエアトーン・Ｄプラス ９．５×４５５×９１０　不燃 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材
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吸音板―ブランド品― 3303286055 吸音板 せっこうボード系 スクエアトーン ・６ 厚９．５ｍｍ×幅９００ｍｍ×長１，８００ｍｍ 不燃 吉野石膏 スクエアトーン・６ ９．５×９００×１８００　不燃 ｍ２ 515 ○ ○ 3303 壁・天井材

建築用断熱材 3305052001 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　１種ｂＣ 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材１種ｂＣ ２０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052002 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　１種ｂＣ 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材１種ｂＣ ２５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052003 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　１種ｂＣ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材１種ｂＣ ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052004 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　１種ｂＣ 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材１種ｂＣ ４０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052005 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　１種ｂＣ 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材１種ｂＣ ５０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052006 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　１種ｂＣ 厚７５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材１種ｂＣ ７５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052007
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　１種ｂＣ 厚１００ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍ
ｍ

押出ポリスチレン断熱材１種ｂＣ １００×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052008 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　２種ｂＡ 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ ２０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052009 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　２種ｂＡ 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ ２５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052010 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　２種ｂＡ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052011 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　２種ｂＡ 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ ４０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052012 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　２種ｂＡ 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ ５０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052013 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　２種ｂＡ 厚７５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ ７５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052014
押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　２種ｂＡ 厚１００ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍ
ｍ

押出ポリスチレン断熱材２種ｂＡ １００×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052015 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　３種ｂＡ 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ ２０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052016 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　３種ｂＡ 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ ２５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052017 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　３種ｂＡ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材
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建築用断熱材 3305052018 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　３種ｂＡ 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ ４０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052019 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　３種ｂＡ 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ ５０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052020
押出法ポリスチレンフォーム断熱材　成形スキン付き ＪＩＳ　Ａ　９５２１　３種ｂＡ 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×
長９１０ｍｍ

押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ ２５×９１０×９１０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052021
押出法ポリスチレンフォーム断熱材　成形スキン付き ＪＩＳ　Ａ　９５２１　３種ｂＡ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×
長９１０ｍｍ

押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ ３０×９１０×９１０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052022
押出法ポリスチレンフォーム断熱材　成形スキン付き ＪＩＳ　Ａ　９５２１　３種ｂＡ 厚３５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×
長９１０ｍｍ

押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ ３５×９１０×９１０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052023
押出法ポリスチレンフォーム断熱材　成形スキン付き ＪＩＳ　Ａ　９５２１　３種ｂＡ 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×
長９１０ｍｍ

押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ ４０×９１０×９１０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305052024
押出法ポリスチレンフォーム断熱材　成形スキン付き ＪＩＳ　Ａ　９５２１　３種ｂＡ 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×
長９１０ｍｍ

押出ポリスチレン断熱材３種ｂＡ ５０×９１０×９１０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305051001
硬質ウレタンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　２種２号Ａ 両面ポリエチレンコート紙 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍ
ｍ×長１，８２０ｍｍ

硬質ウレタンフォーム断熱材 両面ＰＥコート紙　１５×９１０ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305051002
硬質ウレタンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　２種２号Ａ 両面ポリエチレンコート紙 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍ
ｍ×長１，８２０ｍｍ

硬質ウレタンフォーム断熱材 両面ＰＥコート紙　２０×９１０ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305051003
硬質ウレタンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　２種２号Ａ 両面ポリエチレンコート紙 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍ
ｍ×長１，８２０ｍｍ

硬質ウレタンフォーム断熱材 両面ＰＥコート紙　２５×９１０ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305051004
硬質ウレタンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　２種２号Ａ 両面ポリエチレンコート紙 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍ
ｍ×長１，８２０ｍｍ

硬質ウレタンフォーム断熱材 両面ＰＥコート紙　３０×９１０ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305051005
硬質ウレタンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　２種２号Ａ 両面ポリエチレンコート紙 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍ
ｍ×長１，８２０ｍｍ

硬質ウレタンフォーム断熱材 両面ＰＥコート紙　５０×９１０ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305051006
硬質ウレタンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　２種２号Ａ 両面特殊防湿紙 厚１５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，
８２０ｍｍ

硬質ウレタンフォーム断熱材 両面特殊防湿紙　１５×９１０ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305051007
硬質ウレタンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　２種２号Ａ 両面特殊防湿紙 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，
８２０ｍｍ

硬質ウレタンフォーム断熱材 両面特殊防湿紙　２０×９１０ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305051008
硬質ウレタンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　２種２号Ａ 両面特殊防湿紙 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，
８２０ｍｍ

硬質ウレタンフォーム断熱材 両面特殊防湿紙　２５×９１０ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305051009
硬質ウレタンフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　２種２号Ａ 両面特殊防湿紙 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，
８２０ｍｍ

硬質ウレタンフォーム断熱材 両面特殊防湿紙　３０×９１０ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305050501 フェノールフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　１種２号ＣⅡ 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ フェノールフォーム断熱材 ２０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305050502 フェノールフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　１種２号ＣⅡ 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ フェノールフォーム断熱材 ２５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材
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建築用断熱材 3305050503 フェノールフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　１種２号ＣⅡ 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ フェノールフォーム断熱材 ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305050504 フェノールフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　１種２号ＣⅡ 厚３５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ フェノールフォーム断熱材 ３５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305050505 フェノールフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　１種２号ＣⅡ 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ フェノールフォーム断熱材 ４０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

建築用断熱材 3305050506 フェノールフォーム断熱材 ＪＩＳ　Ａ　９５２１　１種２号ＣⅡ 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ フェノールフォーム断熱材 ５０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 516 ○ ○ 3305 断熱材

住宅用断熱材 3305010008 住宅用断熱材 ロックウール系 厚５５ｍｍ×幅４２５ｍｍ 壁・天井用 （ＪＩＳ　Ａ　９５２１） ロックウール断熱材　住宅用 ５５×４２５ｍｍ　壁・天井用 ３．３ｍ２ 517 ○ ○ 3305 断熱材

住宅用断熱材 3305010006 住宅用断熱材 ロックウール系 厚１００ｍｍ×幅４２５ｍｍ 壁・天井用 （ＪＩＳ　Ａ　９５２１） ロックウール断熱材　住宅用 １００×４２５ｍｍ　壁・天井用 ３．３ｍ２ 517 ○ ○ 3305 断熱材

住宅用断熱材 3305020004
住宅用断熱材 グラスウール系 表面加工品（密度１０ｋｇ／ｍ３） 厚１００ｍｍ×幅４３０・４３５ｍｍ 壁・天井用
（ＪＩＳ　Ａ　９５２１）

グラスウール断熱材　住宅用 １００×４３０・４３５ｍｍ ３．３ｍ２ 517 ○ ○ 3305 断熱材

住宅用断熱材 3305020010 住宅用断熱材 表面無加工品 （密度２４ｋｇ／ｍ３） 厚１００ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１１，０００ｍｍ グラスウール断熱材　住宅用 Ｔ１００表面無加工品　密度２４ ｍ２ 517 ○ ○ 3305 断熱材

住宅用断熱材―ブランド品― 3305022050
住宅用断熱材 マットエース ＨＧ１６ 厚１００ｍｍ×幅４３０ｍｍ×長２，７４０ｍｍ 密度１６ｋｇ／ｍ３ 旭ファイ
バーグラス

マットエースＨＧ１６　住宅用 １００×４３０×２７４０ｍｍ ３．３ｍ２ 517 ○ ○ 3305 断熱材

住宅用断熱材―ブランド品― 3305022060
住宅用断熱材 グラスロンウール ・ロール 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１６，０００ｍｍ 密度２４ｋｇ／ｍ３ 旭
ファイバーグラス

グラスロンウール・ロール住宅用 ５０×９１０×１６０００ｍｍ ｍ２ 517 ○ ○ 3305 断熱材

住宅用断熱材―ブランド品― 3305022065
住宅用断熱材 グラスロンウール ・ボード 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 密度３２ｋｇ／ｍ３ 旭ファ
イバーグラス

グラスロンウール・ボード住宅用 ５０×９１０×１８２０ｍｍ ｍ２ 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305050001 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 ＪＩＳ　Ａ　９５１１　特号 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ビーズ法ポリスチレン保温材特号 ２０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305050002 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 ＪＩＳ　Ａ　９５１１　特号 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ビーズ法ポリスチレン保温材特号 ２５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305050003 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 ＪＩＳ　Ａ　９５１１　特号 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ビーズ法ポリスチレン保温材特号 ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305050004 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 ＪＩＳ　Ａ　９５１１　特号 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ビーズ法ポリスチレン保温材特号 ４０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305050005 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 ＪＩＳ　Ａ　９５１１　特号 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ビーズ法ポリスチレン保温材特号 ５０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305050006 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 ＪＩＳ　Ａ　９５１１　特号 厚７５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ビーズ法ポリスチレン保温材特号 ７５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305050007 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 ＪＩＳ　Ａ　９５１１　特号 厚１００ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ビーズ法ポリスチレン保温材特号 １００×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材
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発泡プラスチック保温材 3305050008 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 ＪＩＳ　Ａ　９５１１　３号 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ビーズ法ポリスチレン保温材３号 ２０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305050009 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 ＪＩＳ　Ａ　９５１１　３号 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ビーズ法ポリスチレン保温材３号 ２５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305050010 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 ＪＩＳ　Ａ　９５１１　３号 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ビーズ法ポリスチレン保温材３号 ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305050011 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 ＪＩＳ　Ａ　９５１１　３号 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ビーズ法ポリスチレン保温材３号 ４０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305050012 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 ＪＩＳ　Ａ　９５１１　３号 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ビーズ法ポリスチレン保温材３号 ５０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305050013 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 ＪＩＳ　Ａ　９５１１　３号 厚７５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ビーズ法ポリスチレン保温材３号 ７５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305050014 ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 ＪＩＳ　Ａ　９５１１　３号 厚１００ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ビーズ法ポリスチレン保温材３号 １００×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305051501 無機質系高発泡体 無機質系高発泡体 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 無機質系高発泡体 ２０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305051502 無機質系高発泡体 無機質系高発泡体 厚２５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 無機質系高発泡体 ２５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305051503 無機質系高発泡体 無機質系高発泡体 厚３０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 無機質系高発泡体 ３０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305051504 無機質系高発泡体 無機質系高発泡体 厚４０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 無機質系高発泡体 ４０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

発泡プラスチック保温材 3305051505 無機質系高発泡体 無機質系高発泡体 厚５０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 無機質系高発泡体 ５０×９１０×１８２０ｍｍ 枚 517 ○ ○ 3305 断熱材

壁装材―ブランド品― 3303312196 壁装材 リリカラ壁紙 ＬＹ－１４４８７ 珪藻土・吹き付け加工 リリカラ 壁装材　リリカラ壁紙 ＬＹ－１４４８７珪藻土吹き付け ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303312204 壁装材 リリカラ壁紙 ＬＭＴ－１５００１ 無地織物 リリカラ 壁装材　リリカラ壁紙 ＬＭＴ－１５００１　無地織物 ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303312206 壁装材 リリカラ壁紙 ＬＷ－２３９７ 汚れ防止・ＰＰフィルム リリカラ 壁装材　リリカラ壁紙 ＬＷ－２３９７　汚れ防止・ＰＰ ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303312208 壁装材 リリカラ壁紙 ＬＷ－２００１ ハイブリッド光消臭 リリカラ 壁装材　リリカラ壁紙 ＬＷ－２００１　ハイブリッド ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303312202 壁装材 リリカラ壁紙 ＬＶ－５７４５ 調湿 リリカラ 壁装材　リリカラ壁紙 ＬＶ－５７４５　調湿 ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303314600 壁装材 ＫＯＺＯ ＴＫ－３６５６ 紙系壁紙 トミタ 壁装材　ＫＯＺＯ ＴＫ－３６５６　紙系壁紙 ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材
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壁装材―ブランド品― 3303314599 壁装材 ＫＯＺＯ ＴＫ－３６６２ 紙系壁紙 トミタ 壁装材　ＫＯＺＯ ＴＫ－３６６２　紙系壁紙 ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303316542 壁装材 シンコールクロス ＳＬプラス，ＳＬＰ－６２４ 量産タイプ準不燃 シンコールインテリア 壁装材　シンコールクロス ＳＬプラス　ＳＬＰ－６２４ ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303316548 壁装材 シンコールクロス ＳＷ４１４３ コットンソフィーナ　通気　はっ水 シンコールインテリア 壁装材　シンコールクロス ＳＷ４１４３コットンソフィーナ ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303316550 壁装材 シンコールクロス ＳＷ４４５９ オレフィン シンコールインテリア 壁装材　シンコールクロス ＳＷ４４５９　オレフィン ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303316552 壁装材 シンコールクロス ＳＷ４１１９ 和紙　吸放湿　透湿　はっ水　防かび シンコールインテリア 壁装材　シンコールクロス ＳＷ４１１９和紙　吸放湿　透湿 ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303313748 壁装材 ルノンクロス ＲＭ－５０１～５７０ 量産タイプ準不燃・難燃 ルノン 壁装材　ルノンクロス ＲＭ－５０１～５７０量産タイプ ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303313750 壁装材 ルノンクロス ＲＦ－６６１７ 空気を洗う壁紙　準不燃　織物調 ルノン 壁装材　ルノンクロス ＲＦ－６６１７　空気を洗う壁紙 ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303313754 壁装材 ルノンクロス ＲＦ－６７０６ ファンクレアフィルム　抗菌・汚れ防止 ルノン 壁装材　ルノンクロス ＲＦ－６７０６　ファンクレア ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303313756 壁装材 ルノンクロス ＲＦ－６７４７ 吸放湿 ルノン 壁装材　ルノンクロス ＲＦ－６７４７　吸放湿 ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303313758 壁装材 ルノンクロス ＲＨ－６５５４ ラグジュアリー＆モダン ルノン 壁装材　ルノンクロス ＲＨ－６５５４　ラグジュアリー ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303313760 壁装材 ルノンクロス ＲＦ－６５７６ ラグジュアリー＆モダン ルノン 壁装材　ルノンクロス ＲＦ－６５７６　ラグジュアリー ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303313764 壁装材 ルノンクロス ＲＦ－６５３０ リーフ＆フラワー ルノン 壁装材　ルノンクロス ＲＦ－６５３０　リーフ ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303313766 壁装材 ルノンクロス ＲＦ－６４８４ 和調 ルノン 壁装材　ルノンクロス ＲＦ－６４８４　和調 ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303313770 壁装材 ルノンクロス ＲＦ－６６０１ 天井 ルノン 壁装材　ルノンクロス ＲＦ－６６０１　天井 ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303313772 壁装材 ルノンクロス ＲＦ－６０５０ 空気を洗う壁紙　不燃 ルノン 壁装材　ルノンクロス ＲＦ－６０５０　空気を洗う壁紙 ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303313774 壁装材 ルノンクロス ＲＦ－６３３８ 不燃　スーパーハード　抗菌・汚れ防止 ルノン 壁装材　ルノンクロス ＲＦ－６３３８　不燃 ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303313776 壁装材 ルノンクロス ＲＦ－６４０５ 不燃　抗菌・汚れ防止 ルノン 壁装材　ルノンクロス ＲＦ－６４０５　不燃　抗菌 ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303314290 壁装材 サンゲツクロス ＳＰ－２８０１ 量産タイプ準不燃・難燃 サンゲツ 壁装材　サンゲツクロス ＳＰ－２８０１　量産タイプ ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材
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壁装材―ブランド品― 3303314308 壁装材 サンゲツクロス ＦＥ７４７６２ 吸放湿性クロス サンゲツ 壁装材　サンゲツクロス ＦＥ７４７６２　吸放湿性クロス ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303314318 壁装材 サンゲツクロス Ｋ－５０２－１ 掲示板用クロス サンゲツ 壁装材　サンゲツクロス Ｋ－５０２－１　掲示板用クロス ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303314300 壁装材 サンゲツクロス ＲＥ－５１９３７ 汚れ防止・抗菌 サンゲツ 壁装材　サンゲツクロス ＲＥ－５１９３７汚れ防止・抗菌 ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303314312 壁装材 サンゲツクロス ＳＧＢ－２１５９ 織物クロス サンゲツ 壁装材　サンゲツクロス ＳＧＢ－２１５９　織物クロス ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303314314 壁装材 サンゲツクロス ＳＧＢ－２２５６ 紙布 サンゲツ 壁装材　サンゲツクロス ＳＧＢ－２２５６　紙布 ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303314316 壁装材 サンゲツクロス ＳＧＢ－２２９１ 珪藻土・じゅらく サンゲツ 壁装材　サンゲツクロス ＳＧＢ－２２９１珪藻土じゅらく ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303314310 壁装材 サンゲツクロス ＴＣ－４１６９ リアテック硬質塩ビタックシート サンゲツ 壁装材　サンゲツクロス ＴＣ－４１６９　リアテック ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303314302 壁装材 サンゲツクロス ＴＨ３０３２３ スーパー耐久性 サンゲツ 壁装材　サンゲツクロス ＴＨ３０３２３　スーパー耐久性 ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303314298 壁装材 サンゲツクロス ＴＨ３０５５５ 消臭（ルームエアー） サンゲツ 壁装材　サンゲツクロス ＴＨ３０５５５　消臭 ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

壁装材―ブランド品― 3303314304 壁装材 サンゲツクロス ＴＨ３０９７９ 防塵クロス サンゲツ 壁装材　サンゲツクロス ＴＨ３０９７９　防塵クロス ｍ２ 518 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303201030
複合板 アキレス準不燃 ＮＤパネル 厚１９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質ウレタンフォーム＋せっ
こうボード９．５ｍｍ アキレス

アキレス準不燃ＮＤパネル １９．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303201032
複合板 アキレス準不燃 ＮＤパネル 厚２４．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質ウレタンフォーム＋せっ
こうボード９．５ｍｍ アキレス

アキレス準不燃ＮＤパネル ２４．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303201033
複合板 アキレス準不燃 ＮＤパネル 厚２９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質ウレタンフォーム＋せっ
こうボード９．５ｍｍ アキレス

アキレス準不燃ＮＤパネル ２９．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303204004
複合板 クランパネル ＬＧ 厚１９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質ウレタンフォーム＋せっこうボー
ド９．５ｍｍ 倉敷紡績

クランパネルＬＧ １９．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303204006
複合板 クランパネル ＬＧ 厚２４．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質ウレタンフォーム＋せっこうボー
ド９．５ｍｍ 倉敷紡績

クランパネルＬＧ ２４．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303204008
複合板 クランパネル ＬＧ 厚２９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質ウレタンフォーム＋せっこうボー
ド９．５ｍｍ 倉敷紡績

クランパネルＬＧ ２９．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303204010
複合板 クランパネル ＬＧ 厚３４．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質ウレタンフォーム＋せっこうボー
ド９．５ｍｍ 倉敷紡績

クランパネルＬＧ ３４．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303204028
複合板 クランパネル ＬＣ 厚１６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質ウレタンフォーム＋けい酸カルシウム
板６ｍｍ 倉敷紡績

クランパネルＬＣ １６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材
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複合板―ブランド品― 3303204030
複合板 クランパネル ＬＣ 厚２１ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質ウレタンフォーム＋けい酸カルシウム
板６ｍｍ 倉敷紡績

クランパネルＬＣ ２１×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303204032
複合板 クランパネル ＬＣ 厚２６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 硬質ウレタンフォーム＋けい酸カルシウム
板６ｍｍ 倉敷紡績

クランパネルＬＣ ２６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303203502
複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚２２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋普通合板
２．５ｍｍ カネカ

カネライトパネルＥ３ ２２．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303203504
複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚２７．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋普通合板
２．５ｍｍ カネカ

カネライトパネルＥ３ ２７．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303203506
複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚３２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋普通合板
２．５ｍｍ カネカ

カネライトパネルＥ３ ３２．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303203508
複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚２９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋せっこう
ボード９．５ｍｍ カネカ

カネライトパネルＥ３ ２９．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303203510
複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚３４．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋せっこう
ボード９．５ｍｍ カネカ

カネライトパネルＥ３ ３４．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303203512
複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚３９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋せっこう
ボード９．５ｍｍ カネカ

カネライトパネルＥ３ ３９．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303203514
複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚２６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋けい酸カルシウ
ム板６ｍｍ カネカ

カネライトパネルＥ３ ２６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303203516
複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚３１ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋けい酸カルシウ
ム板６ｍｍ カネカ

カネライトパネルＥ３ ３１×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303203518
複合板 カネライトパネル ＥⅢ 厚３６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋けい酸カルシウ
ム板６ｍｍ カネカ

カネライトパネルＥ３ ３６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303205202
複合板 スタイロパネル Ｖ 厚２２．３ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン１種ｂ＋普通合板
２．３ｍｍ デュポン・スタイロ

スタイロパネルＶ ２２．３×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303205204
複合板 スタイロパネル Ｖ 厚２７．３ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン１種ｂ＋普通合板
２．３ｍｍ デュポン・スタイロ

スタイロパネルＶ ２７．３×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303205206
複合板 スタイロパネル Ｐ（９．５） 厚２９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン１種ｂ
＋せっこうボード９．５ｍｍ デュポン・スタイロ

スタイロパネルＰ（９．５） ２９．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303205208
複合板 スタイロパネル Ｐ（９．５） 厚３４．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン１種ｂ
＋せっこうボード９．５ｍｍ デュポン・スタイロ

スタイロパネルＰ（９．５） ３４．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303205226
複合板 スタイロパネル Ｋ 厚２６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン１種ｂ＋けい酸カルシ
ウム板６ｍｍ デュポン・スタイロ

スタイロパネルＫ ２６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303205228
複合板 スタイロパネル Ｋ 厚３１ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン１種ｂ＋けい酸カルシ
ウム板６ｍｍ デュポン・スタイロ

スタイロパネルＫ ３１×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303209502
複合板 ミラフォームパネル Ｐ 厚２７．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋普通合板
２．３ｍｍ ＪＳＰ

ミラフォームパネルＰ ２７．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材
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複合板―ブランド品― 3303209504
複合板 ミラフォームパネル Ｐ 厚３２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋普通合板
２．３ｍｍ ＪＳＰ

ミラフォームパネルＰ ３２．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303209506
複合板 ミラフォームパネル Ｇ 厚３４．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋せっこう
ボード９．５ｍｍ ＪＳＰ

ミラフォームパネルＧ ３４．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303209508
複合板 ミラフォームパネル Ｇ 厚３９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋せっこう
ボード９．５ｍｍ ＪＳＰ

ミラフォームパネルＧ ３９．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303209510
複合板 ミラフォームパネル Ｋ 厚３１ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋けい酸カルシウ
ム板６ｍｍ ＪＳＰ

ミラフォームパネルＫ ３１×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303209512
複合板 ミラフォームパネル Ｋ 厚３６ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 押出法ポリスチレン＋けい酸カルシウ
ム板６ｍｍ ＪＳＰ

ミラフォームパネルＫ ３６×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303201302
複合板 プラメタル ＰＡ（両面塗装） 厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ アルミ＋ソリッド樹脂＋アル
ミ 積水樹脂プラメタル

プラメタルＰＡ　両面塗装 ３×１０００×２０００ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303201304
複合板 プラメタル ＰＡ（両面塗装） 厚３ｍｍ×幅１，２２０ｍｍ×長２，４４０ｍｍ アルミ＋ソリッド樹脂＋アル
ミ 積水樹脂プラメタル

プラメタルＰＡ　両面塗装 ３×１２２０×２４４０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303201326
複合板 プラメタル ＰＡ（両面塗装） 厚４ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，４４０ｍｍ アルミ＋ソリッド樹脂＋アル
ミ 積水樹脂プラメタル

プラメタルＰＡ　両面塗装 ４×１０００×２４４０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303201328
複合板 プラメタル ＦＲＷ４０５（片面フッ素塗装） 厚４ｍｍ×幅１，２５０ｍｍ×長２，５００ｍｍ 不燃認定品 積
水樹脂プラメタル

プラメタルＦＲＷ４０５ ４×１２５０×２５００ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303201330
複合板 プラメタル ＦＲ３０２（両面塗装） 厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 不燃認定品 積水樹脂プ
ラメタル

プラメタルＦＲ３０２　両面塗装 ３×１０００×２０００ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303201322
複合板 ハイエースバン （両面塗装） 厚３ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ アルミ＋発泡樹脂＋アルミ 積水樹
脂プラメタル

ハイエースバン　両面塗装 ３×９１０×１８２０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303201324
複合板 ハイエースバン （両面塗装） 厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ アルミ＋発泡樹脂＋アルミ 積
水樹脂プラメタル

ハイエースバン　両面塗装 ３×１０００×２０００ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303207526 複合板 アルポリック シルバー 厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 焼付塗装両面 三菱ケミカル アルポリック　シルバー　両面 ３×１０００×２０００ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303207528 複合板 アルポリック ブロンズ 厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 焼付塗装両面 三菱ケミカル アルポリック　ブロンズ　両面 ３×１０００×２０００ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303207530 複合板 アルポリック ホワイト 厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 焼付塗装両面 三菱ケミカル アルポリック　ホワイト　両面 ３×１０００×２０００ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303207534 複合板 アルポリック クリームホワイト 厚２ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 焼付塗装片面 三菱ケミカル アルポリック　クリームＷ　片面 ２×１０００×２０００ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

複合板―ブランド品― 3303207544
複合板 アルポリック ／ｆｒニューブライト 厚３ｍｍ×幅１，２２０ｍｍ×長２，４４０ｍｍ ピュアホワイト 三菱ケ
ミカル

アルポリックｆｒニューブライト ３×１２２０×２４４０ｍｍ 枚 519 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303431026 サイディング 窯業系 エクセレージ・光セラ１５ 厚１５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイミュー エクセレージ・光セラ１５ １５×４５５×３０３０ｍｍ 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材
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サイディング【公表価格】 3303431028 サイディング 窯業系 エクセレージ・親水１４ 厚１４ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイミュー エクセレージ・親水１４ １４×４５５×３０３０ｍｍ 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303431030 サイディング 窯業系 エクセレージ・親水１５ 厚１５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイミュー エクセレージ・親水１５ １５×４５５×３０３０ｍｍ 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303431032
サイディング 窯業系 セラディール・親水パワーコート１６ 厚１６ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイ
ミュー

セラディール親水パワコート１６ １６×４５５×３０３０ｍｍ 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303431034 サイディング 窯業系 ネオロック・光セラ１６ 厚１６ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイミュー ネオロック・光セラ１６ １６×４５５×３０３０ｍｍ 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303431036 サイディング 窯業系 ネオロック・親水１６ 厚１６ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイミュー ネオロック・親水１６ １６×４５５×３０３０ｍｍ 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303431038 サイディング 窯業系 フィルテクト・光セラ１６ 厚１６ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイミュー フィルテクト・光セラ１６ １６×４５５×３０３０ｍｍ 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303431040 サイディング 窯業系 フィルテクト・親水１６ 厚１６ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイミュー フィルテクト・親水１６ １６×４５５×３０３０ｍｍ 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303431042 サイディング 窯業系 レジェール 厚２１ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイミュー レジェール ２１×４５５×３０３０ｍｍ 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303431044 サイディング 窯業系 ＳＯＬＩＤＯ　ｔｙｐｅＭ＿ＦＬＡＴ 厚６．０ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長６０６ｍｍ ケイミュー ソリド　タイプＭ＿ＦＬＡＴ ６×３０３×６０６ｍｍ 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303431046
サイディング 窯業系 ＳＯＬＩＤＯ　ｔｙｐｅＭ＿ＦＬＡＴ　研磨 厚５．６ｍｍ×幅３０３ｍｍ×長６０６ｍｍ ケイ
ミュー

ソリド　タイプＭ＿ＦＬＡＴ研磨 ５．６×３０３×６０６ｍｍ 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303431048 サイディング 窯業系 ＳＯＬＩＤＯ　ｔｙｐｅＭ＿ＬＡＰ 厚５．５ｍｍ×幅１８２ｍｍ×長９１０ｍｍ ケイミュー ソリド　タイプＭ＿ＬＡＰ ５．５×１８２×９１０ｍｍ 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303431050
サイディング 窯業系 ＳＯＬＩＤＯ　ｔｙｐｅＦ＿ｃｏｆｆｅｅ 厚１５ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ ケイ
ミュー

ソリド　タイプＦ＿ｃｏｆｆｅｅ １５×４５５×３０３０ｍｍ 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303430632 サイディング 窯業系 オペリアシリーズ 厚１６ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ マイクロガード ニチハ オペリアシリーズ １６×４５５×３０３０ｍｍ 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303434012
サイディング 窯業系 東レ完壁　ボーダーレンガＳＣ 厚１６ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長２，９９０ｍｍ 塗装品 東レＡＣ
Ｅ

東レ完壁　ボーダーレンガＳＣ １６×４５５×２９９０　塗装 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303434016
サイディング 窯業系 東レ完壁　ブリックウォールＳＣ 厚１６ｍｍ×幅４５５ｍｍ×長３，０３０ｍｍ 塗装品 東レＡ
ＣＥ

東レ完壁　ブリックウォールＳＣ １６×４５５×３０３０　塗装 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303434024
サイディング 金属系 セリオスサイディング　スターラインプライム 厚１６ｍｍ×幅３８１ｍｍ×長３，０００／４，
０００ｍｍ 日鉄鋼板

セリオス　スターラインプライム １６×３８１×３０００ｍｍ ｍ２ 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303434026
サイディング 金属系 セリオスサイディング　スターラインプライム－ＨＪ 厚１６ｍｍ×幅３８１ｍｍ×長３，０００
／４，０００ｍｍ 日鉄鋼板

セリオススタラインプライムＨＪ １６×３８１×３０００ｍｍ ｍ２ 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303434028
サイディング 金属系 セリオスサイディング　スターラインフッ素 厚１６ｍｍ×幅３８１ｍｍ×長３，０００／４，０
００ｍｍ 日鉄鋼板

セリオス　スターラインフッ素 １６×３８１×３０００ｍｍ ｍ２ 520 ○ ○ 3303 壁・天井材
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サイディング【公表価格】 3303434502
サイディング 金属系 セリオスサイディング　スターラインフッ素－ＨＪ 厚１６ｍｍ×幅３８１ｍｍ×長３，０００／
４，０００ｍｍ 日鉄鋼板

セリオススターラインフッ素ＨＪ １６×３８１×３０００ｍｍ ｍ２ 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303434504
サイディング 金属系 セリオスサイディング　石壁グラジェットＧⅠ 厚１６ｍｍ×幅３８１ｍｍ×長３，７８８ｍｍ
日鉄鋼板

セリオス　石壁グラジェットＧ１ １６×３８１×３７８８ｍｍ ｍ２ 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303434506
サイディング 金属系 セリオスサイディング　木目グラジェットＧⅡ 厚１６ｍｍ×幅３８１ｍｍ×長３，７８８ｍｍ
日鉄鋼板

セリオス　木目グラジェットＧ２ １６×３８１×３７８８ｍｍ ｍ２ 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303434508 サイディング 金属系 セリオスサイディング　輝石 厚１６ｍｍ×幅３８１ｍｍ×長３，７８８ｍｍ 日鉄鋼板 セリオス　輝石 １６×３８１×３７８８ｍｍ ｍ２ 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

サイディング【公表価格】 3303434510
サイディング 金属系 セリオスサイディング　木星 厚１２ｍｍ×幅２６０ｍｍ×長２，４３８／３，０４８／３，６５
８ｍｍ 日鉄鋼板

セリオス　木星 １２×２６０×２４３８ｍｍ ｍ２ 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

スラグせっこう板【公表価格】 3303340040 スラグせっこう板 アスノン 厚５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内装・軒天用 エヌビーエル アスノン ５×９１０×１８２０内装・軒天 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

スラグせっこう板【公表価格】 3303340050 スラグせっこう板 アスノン 厚６．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内装・軒天用 エヌビーエル アスノン ６×９１０×１８２０内装・軒天 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

スラグせっこう板【公表価格】 3303340100 スラグせっこう板 アスノン 厚８．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内装・軒天用 エヌビーエル アスノン ８×９１０×１８２０内装・軒天 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

スラグせっこう板【公表価格】 3303340120 スラグせっこう板 アスノン 厚１０．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内装・軒天用 エヌビーエル アスノン １０×９１０×１８２０内装軒天 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

スラグせっこう板【公表価格】 3303340130 スラグせっこう板 アスノン 厚１１．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内装・軒天用 エヌビーエル アスノン １１×９１０×１８２０内装軒天 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

スラグせっこう板【公表価格】 3303340140 スラグせっこう板 アスノン 厚１２．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内装・軒天用 エヌビーエル アスノン １２×９１０×１８２０内装軒天 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

スラグせっこう板【公表価格】 3303340150 スラグせっこう板 アスノンタイルボード 厚８．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ タイル下地 エヌビーエル アスノンタイルボード ８×９１０×１８２０　タイル 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

スラグせっこう板【公表価格】 3303340160
スラグせっこう板 アスノンタイルボード 厚１２．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ タイル下地 エヌビーエ
ル

アスノンタイルボード １２×９１０×１８２０　タイル 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

スラグせっこう板【公表価格】 3303340170 スラグせっこう板 アスノンコート 厚６．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内装用 エヌビーエル アスノンコート ６×９１０×１８２０　内装 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

スラグせっこう板【公表価格】 3303340180 スラグせっこう板 アスノンコート 厚６．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 内装用 エヌビーエル アスノンコート ６×９１０×２４２０　内装 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

スラグせっこう板【公表価格】 3303340202 スラグせっこう板 アスノンエンボスカラー 厚６．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 軒天用 エヌビーエル アスノンエンボスカラー ６×９１０×１８２０　軒天 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

スラグせっこう板【公表価格】 3303340204 スラグせっこう板 アスノンエンボスカラー 厚８．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 軒天用 エヌビーエル アスノンエンボスカラー ８×９１０×１８２０　軒天 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

スラグせっこう板【公表価格】 3303340206 スラグせっこう板 アスノンエンボスカラー 厚１１．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 軒天用 エヌビーエル アスノンエンボスカラー １１×９１０×１８２０　軒天 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材
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スラグせっこう板【公表価格】 3303340208 スラグせっこう板 アスノンエンボスカラー 厚１２．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 軒天用 エヌビーエル アスノンエンボスカラー １２×９１０×１８２０　軒天 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

スラグせっこう板【公表価格】 3303340072
スラグせっこう板 ヘルシーボード 厚５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内装・軒天・軽天 新生不燃ボー
ド

ヘルシーボード ５×９１０×１８２０内装・軽天 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

スラグせっこう板【公表価格】 3303340070
スラグせっこう板 ヘルシーボード 厚６．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内装・軒天・軽天 新生不燃ボー
ド

ヘルシーボード ６×９１０×１８２０内装・軽天 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

スラグせっこう板【公表価格】 3303340190 スラグせっこう板 タイル・メイト 厚８．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 内装タイル下地 新生不燃ボード タイル・メイト ８×９１０×１８２０タイル下地 枚 520 ○ ○ 3303 壁・天井材

合成樹脂板（平板） 3307060160 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚３．０ｍｍ×幅１，２１２ｍｍ×長２，４２４ｍｍ （工業用）無色透明 プレス板 硬質塩化ビニル板　プレス板 ３×１２１２×２４２４　透明 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307060170 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚５．０ｍｍ×幅１，２１２ｍｍ×長２，４２４ｍｍ （工業用）無色透明 プレス板 硬質塩化ビニル板　プレス板 ５×１２１２×２４２４　透明 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307060180 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚８．０ｍｍ×幅１，２１２ｍｍ×長２，４２４ｍｍ （工業用）無色透明 プレス板 硬質塩化ビニル板　プレス板 ８×１２１２×２４２４　透明 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307060190 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚２．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）無色透明 プレス板 硬質塩化ビニル板　プレス板 ２×１０００×２０００　透明 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307060200 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚３．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）無色透明 プレス板 硬質塩化ビニル板　プレス板 ３×１０００×２０００　透明 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307060210 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）無色透明 プレス板 硬質塩化ビニル板　プレス板 ５×１０００×２０００　透明 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307060100 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚２．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー 押出板 硬質塩化ビニル板　押出板 ２×１０００×２０００　グレー 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307060110 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚３．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー 押出板 硬質塩化ビニル板　押出板 ３×１０００×２０００　グレー 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307060120 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー 押出板 硬質塩化ビニル板　押出板 ５×１０００×２０００　グレー 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307060130 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚８．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー 押出板 硬質塩化ビニル板　押出板 ８×１０００×２０００　グレー 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307060140 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚２．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー プレス板 硬質塩化ビニル板　プレス板 ２×１０００×２０００　グレー 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307060040 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚３．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー プレス板 硬質塩化ビニル板　プレス板 ３×１０００×２０００　グレー 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307060050 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー プレス板 硬質塩化ビニル板　プレス板 ５×１０００×２０００　グレー 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307060150 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚８．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー プレス板 硬質塩化ビニル板　プレス板 ８×１０００×２０００　グレー 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板
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合成樹脂板（平板） 3307050020 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚２．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 一般グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ２×１０００×２０００　一般 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307050030 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚３．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 一般グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ３×１０００×２０００　一般 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307050040 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚４．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 一般グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ４×１０００×２０００　一般 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307050050 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 一般グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ５×１０００×２０００　一般 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307050060 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚６．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 一般グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ６×１０００×２０００　一般 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307050070 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚８．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 一般グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ８×１０００×２０００　一般 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307050072 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚１０．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 一般グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 １０×１０００×２０００　一般 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307050080 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚２．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 一般グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ２×９１０×１８２０　一般 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307050090 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚３．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 一般グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ３×９１０×１８２０　一般 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307050092 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚４．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 一般グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ４×９１０×１８２０　一般 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307050100 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚５．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 一般グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ５×９１０×１８２０　一般 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307055010 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚３．０ｍｍ　（特寸） 一般グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ３ｍｍ（特寸）　一般グレード ｍ２ 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307055020 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚５．０ｍｍ　（特寸） 一般グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ５ｍｍ（特寸）　一般グレード ｍ２ 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307055030 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚６．０ｍｍ　（特寸） 一般グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ６ｍｍ（特寸）　一般グレード ｍ２ 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307055040 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚８．０ｍｍ　（特寸） 一般グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ８ｍｍ（特寸）　一般グレード ｍ２ 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307050032 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚３．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 耐候グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ３×１０００×２０００　耐候 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307050052 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚５．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 耐候グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ５×１０００×２０００　耐候 枚 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307055050 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚３．０ｍｍ　（特寸） 耐候グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ３ｍｍ（特寸）　耐候グレード ｍ２ 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板
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合成樹脂板（平板） 3307055060 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚５．０ｍｍ　（特寸） 耐候グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ５ｍｍ（特寸）　耐候グレード ｍ２ 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307050170 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚３．０ｍｍ　（特寸） 耐擦傷耐候グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ３ｍｍ（特寸）耐擦傷耐候グレド ｍ２ 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307050180 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚５．０ｍｍ　（特寸） 耐擦傷耐候グレード　無色透明 ポリカーボネート樹脂板 ５ｍｍ（特寸）耐擦傷耐候グレド ｍ２ 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307050150 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚３．０ｍｍ　（特寸） マット（両面・透明） ポリカーボネート樹脂板 ３ｍｍ（特寸）　マット ｍ２ 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307050160 ポリカーボネート樹脂板（ＰＣ） 厚５．０ｍｍ　（特寸） マット（両面・透明） ポリカーボネート樹脂板 ５ｍｍ（特寸）　マット ｍ２ 521 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307010020 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ） 厚１．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ Ｇタイプ（一般耐候性） ガラス繊維強化プラスチック板 １×９１０×１８２０　Ｇタイプ 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307010030 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ） 厚１．２ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ Ｇタイプ（一般耐候性） ガラス繊維強化プラスチック板 １．２×９１０×１８２０　Ｇ 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307010040 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ） 厚１．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ Ｇタイプ（一般耐候性） ガラス繊維強化プラスチック板 １．５×９１０×１８２０　Ｇ 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307010050 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ） 厚２．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ Ｇタイプ（一般耐候性） ガラス繊維強化プラスチック板 ２×９１０×１８２０　Ｇタイプ 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307010060 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ） 厚３．０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ Ｇタイプ（一般耐候性） ガラス繊維強化プラスチック板 ３×９１０×１８２０　Ｇタイプ 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040291 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚１．５ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 無色透明 押出板 アクリル樹脂板　押出板 １．５×１８３０×９１５　無色 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040292 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚１．８ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 無色透明 押出板 アクリル樹脂板　押出板 １．８×１８３０×９１５　無色 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040293 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚２．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 無色透明 押出板 アクリル樹脂板　押出板 ２×１８３０×９１５　無色透明 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040294 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚３．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 無色透明 押出板 アクリル樹脂板　押出板 ３×１８３０×９１５　無色透明 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040295 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚４．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 無色透明 押出板 アクリル樹脂板　押出板 ４×１８３０×９１５　無色透明 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040296 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚５．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 無色透明 押出板 アクリル樹脂板　押出板 ５×１８３０×９１５　無色透明 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040240 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚１．５ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 無色透明 押出板 アクリル樹脂板　押出板 １．５×２０００×１０００無色 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040250 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚１．８ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 無色透明 押出板 アクリル樹脂板　押出板 １．８×２０００×１０００無色 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板
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合成樹脂板（平板） 3307040260 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚２．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 無色透明 押出板 アクリル樹脂板　押出板 ２×２０００×１０００　無色 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040270 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚３．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 無色透明 押出板 アクリル樹脂板　押出板 ３×２０００×１０００　無色 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040280 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚４．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 無色透明 押出板 アクリル樹脂板　押出板 ４×２０００×１０００　無色 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040290 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚５．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 無色透明 押出板 アクリル樹脂板　押出板 ５×２０００×１０００　無色 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040100 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚２．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 透明・乳半 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 ２×１８３０×９１５　透明乳半 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040110 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚３．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 透明・乳半 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 ３×１８３０×９１５　透明乳半 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040111 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚４．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 透明・乳半 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 ４×１８３０×９１５　透明乳半 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040120 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚５．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 透明・乳半 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 ５×１８３０×９１５　透明乳半 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040121 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚６．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 透明・乳半 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 ６×１８３０×９１５　透明乳半 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040122 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚８．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 透明・乳半 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 ８×１８３０×９１５　透明乳半 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040123 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚１０．０ｍｍ×幅１，８３０ｍｍ×長９１５ｍｍ 透明・乳半 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 １０×１８３０×９１５透明乳半 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040130 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚２．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明・乳半 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 ２×２０００×１０００透明乳半 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040140 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚３．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明・乳半 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 ３×２０００×１０００透明乳半 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040150 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚４．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 ４×２０００×１０００　透明 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040160 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚５．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明・乳半 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 ５×２０００×１０００透明乳半 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040170 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚６．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 ６×２０００×１０００　透明 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040180 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚８．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 ８×２０００×１０００　透明 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040190 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚１０．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 １０×２０００×１０００　透明 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板
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合成樹脂板（平板） 3307040200 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚１５．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 １５×２０００×１０００　透明 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040210 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚２０．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 ２０×２０００×１０００　透明 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307040220 アクリル樹脂板（ＰＭＭＡ） 厚２５．０ｍｍ×幅２，０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 透明 キャスト板 アクリル樹脂板　キャスト板 ２５×２０００×１０００　透明 枚 522 ○ ○ 3307 合成樹脂板

ふっ素樹脂鋼板 0915061002 ふっ素樹脂鋼板 塗装タイプ 板厚０．３ｍｍ×塗装厚０．０２５ｍｍ×幅９１４ｍｍ ２．３４ｋｇ／ｍ ふっ素樹脂鋼板（塗装） ０．３×０．０２５×９１４ｍｍ ｍ 523 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

ふっ素樹脂鋼板 0915061004 ふっ素樹脂鋼板 塗装タイプ 板厚０．４ｍｍ×塗装厚０．０２５ｍｍ×幅９１４ｍｍ ３．０５ｋｇ／ｍ ふっ素樹脂鋼板（塗装） ０．４×０．０２５×９１４ｍｍ ｍ 523 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

ふっ素樹脂鋼板 0915061006 ふっ素樹脂鋼板 塗装タイプ 板厚０．６ｍｍ×塗装厚０．０２５ｍｍ×幅９１４ｍｍ ４．４９ｋｇ／ｍ ふっ素樹脂鋼板（塗装） ０．６×０．０２５×９１４ｍｍ ｍ 523 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

ふっ素樹脂鋼板 0915061008 ふっ素樹脂鋼板 塗装タイプ 板厚０．８ｍｍ×塗装厚０．０２５ｍｍ×幅９１４ｍｍ ５．９２ｋｇ／ｍ ふっ素樹脂鋼板（塗装） ０．８×０．０２５×９１４ｍｍ ｍ 523 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

ふっ素樹脂鋼板 0915061010 ふっ素樹脂鋼板 塗装タイプ 板厚１．０ｍｍ×塗装厚０．０２５ｍｍ×幅９１４ｍｍ ７．３６ｋｇ／ｍ ふっ素樹脂鋼板（塗装） １．０×０．０２５×９１４ｍｍ ｍ 523 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

プリント鋼板 0915081002 プリント鋼板 板厚０．２７ｍｍ×幅６８０ｍｍ×長１，８２９ｍｍ プリント鋼板 ０．２７×６８０×１８２９ｍｍ 枚 523 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

プリント鋼板 0915081004 プリント鋼板 板厚０．２７ｍｍ×幅６８０ｍｍ×長２，１３４ｍｍ プリント鋼板 ０．２７×６８０×２１３４ｍｍ 枚 523 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

プリント鋼板 0915081006 プリント鋼板 板厚０．２７ｍｍ×幅６８０ｍｍ×長２，４３８ｍｍ プリント鋼板 ０．２７×６８０×２４３８ｍｍ 枚 523 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

プリント鋼板 0915081008 プリント鋼板 板厚０．２７ｍｍ×幅６８０ｍｍ×長２，７４３ｍｍ プリント鋼板 ０．２７×６８０×２７４３ｍｍ 枚 523 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

プリント鋼板 0915081010 プリント鋼板 板厚０．２７ｍｍ×幅７１１ｍｍ×長１，８２９ｍｍ プリント鋼板 ０．２７×７１１×１８２９ｍｍ 枚 523 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

プリント鋼板 0915081012 プリント鋼板 板厚０．２７ｍｍ×幅７１１ｍｍ×長２，１３４ｍｍ プリント鋼板 ０．２７×７１１×２１３４ｍｍ 枚 523 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

プリント鋼板 0915081014 プリント鋼板 板厚０．２７ｍｍ×幅７１１ｍｍ×長２，４３８ｍｍ プリント鋼板 ０．２７×７１１×２４３８ｍｍ 枚 523 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

プリント鋼板 0915081016 プリント鋼板 板厚０．２７ｍｍ×幅７１１ｍｍ×長２，７４３ｍｍ プリント鋼板 ０．２７×７１１×２７４３ｍｍ 枚 523 ○ ○ 0915 表面処理鋼板

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010512
金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＤ－３０５０Ｅ アクリル焼付 エービーシー
商会

金属内外装材（アルミ系） ＢＬＤ－３０５０Ｅアクリル焼付 ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010526
金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＤ－３０５０Ｅ シルバーアルマイトクリア
エービーシー商会

金属内外装材（アルミ系） ＢＬＤ３０５０Ｅ銀マイトクリア ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材
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金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010528
金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＤ－３０７５Ｅ アクリル焼付 エービーシー
商会

金属内外装材（アルミ系） ＢＬＤ－３０７５Ｅアクリル焼付 ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010530
金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＤ－３０７５Ｅ シルバーアルマイトクリア
エービーシー商会

金属内外装材（アルミ系） ＢＬＤ３０７５Ｅ銀マイトクリア ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010514 金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＯ－５０ アクリル焼付 エービーシー商会 金属内外装材（アルミ系） ＢＬＯ－５０　アクリル焼付 ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010532
金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＯ－５０ シルバーアルマイトクリア エー
ビーシー商会

金属内外装材（アルミ系） ＢＬＯ－５０　銀マイトクリア ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010516 金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＣ－１００ アクリル焼付 エービーシー商会 金属内外装材（アルミ系） ＢＬＣ－１００　アクリル焼付 ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010534
金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＣ－１００ シルバーアルマイトクリア エー
ビーシー商会

金属内外装材（アルミ系） ＢＬＣ－１００　銀マイトクリア ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010522 金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＤ－５０Ｅ アクリル焼付 エービーシー商会 金属内外装材（アルミ系） ＢＬＤ－５０Ｅ　アクリル焼付 ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010540
金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＤ－５０Ｅ シルバーアルマイトクリア エー
ビーシー商会

金属内外装材（アルミ系） ＢＬＤ－５０Ｅ　銀マイトクリア ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010524
金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＪ－５０１２ アクリル焼付 エービーシー商
会

金属内外装材（アルミ系） ＢＬＪ－５０１２　アクリル焼付 ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010542
金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＪ－５０１２ シルバーアルマイトクリア
エービーシー商会

金属内外装材（アルミ系） ＢＬＪ－５０１２銀マイトクリア ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010544 金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＷ－１００ アクリル焼付 エービーシー商会 金属内外装材（アルミ系） ＢＬＷ－１００　アクリル焼付 ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010546
金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＷ－１００ シルバーアルマイトクリア エー
ビーシー商会

金属内外装材（アルミ系） ＢＬＷ－１００　銀マイトクリア ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010548 金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＩ－１５０ アクリル焼付 エービーシー商会 金属内外装材（アルミ系） ＢＬＩ－１５０　アクリル焼付 ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010550
金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＩ－１５０ シルバーアルマイトクリア エー
ビーシー商会

金属内外装材（アルミ系） ＢＬＩ－１５０　銀マイトクリア ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010552 金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＡ－１００ アクリル焼付 エービーシー商会 金属内外装材（アルミ系） ＢＬＡ－１００　アクリル焼付 ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309010554
金属内外装材（アルミ系） アルミ外装目隠しルーバーブリンカース ＢＬＡ－１００ シルバーアルマイトクリア エー
ビーシー商会

金属内外装材（アルミ系） ＢＬＡ－１００　銀マイトクリア ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309012502 金属内外装材（アルミ系） スダレール Ｆ－９０　フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装 ダイケン 金属内外装材（アルミ系） スダレール　Ｆ－９０ ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309012504 金属内外装材（アルミ系） スダレール Ｆ－１００　フォーミング材 ポリエステル樹脂塗装 ダイケン 金属内外装材（アルミ系） スダレール　Ｆ－１００ ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材
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金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309012506 金属内外装材（アルミ系） スダレール Ｆ－９０　押出形材 無着色陽極 ダイケン 金属内外装材（アルミ系） スダレール　Ｆ－９０　押出形材 ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309012508 金属内外装材（アルミ系） 外装ルーバー ＳＬＶ－１０１　押出形材　１００ 無着色陽極 ダイケン 金属内外装材（アルミ系） 外装ルーバー　ＳＬＶ－１０１ ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309012510 金属内外装材（アルミ系） 外装ルーバー ＳＬＶ－２０３　押出形材　１５０ 電解着色ステンカラー ダイケン 金属内外装材（アルミ系） 外装ルーバー　ＳＬＶ－２０３ ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309012512 金属内外装材（アルミ系） 外装ルーバー ＳＬＶ－３０３　押出形材　１７５ 電解着色ブロンズ ダイケン 金属内外装材（アルミ系） 外装ルーバー　ＳＬＶ－３０３ ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309013002 金属内外装材（アルミ系） トーケンボーダー Ａ１－６　６．５ｍｍ板用 天井見切 トーケン工業 金属内外装材（アルミ系） トーケンボーダー　Ａ１－６ ｍ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309013004 金属内外装材（アルミ系） トーケンボーダー Ａ１－９　９．５ｍｍ板用 天井見切 トーケン工業 金属内外装材（アルミ系） トーケンボーダー　Ａ１－９ ｍ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309013006 金属内外装材（アルミ系） トーケンボーダー Ａ１－１２　１２．５ｍｍ板用 天井見切 トーケン工業 金属内外装材（アルミ系） トーケンボーダー　Ａ１－１２ ｍ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309013008 金属内外装材（アルミ系） トーケンボーダー Ａ２－６　６．５ｍｍ板用 天井見切目すかし用 トーケン工業 金属内外装材（アルミ系） トーケンボーダー　Ａ２－６ ｍ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309013010 金属内外装材（アルミ系） トーケンボーダー Ａ２－１２　１２．５ｍｍ板用 天井見切目すかし用 トーケン工業 金属内外装材（アルミ系） トーケンボーダー　Ａ２－１２ ｍ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309013014 金属内外装材（アルミ系） トーケンボーダー ＴＢ－Ｓ 下り壁用 トーケン工業 金属内外装材（アルミ系） トーケンボーダー　ＴＢ－Ｓ ｍ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309013506 金属内外装材（アルミ系） スパンドレル ＲＡ－１００　厚１．０×幅１１０ｍｍ　押出形材 カラー 理研軽金属工業 金属内外装材（アルミ系） スパンドレル　ＲＡ－１００ ｍ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309013508 金属内外装材（アルミ系） スパンドレル ＲＡ－５　厚１．０×幅１００ｍｍ　押出形材 カラー 理研軽金属工業 金属内外装材（アルミ系） スパンドレル　ＲＡ－５ ｍ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309013510
金属内外装材（アルミ系） スパンドレル ＲＡ－９－３　厚１．３×幅１００ｍｍ　押出形材 アクリル樹脂焼付塗装
理研軽金属工業

金属内外装材（アルミ系） スパンドレル　ＲＡ－９－３ ｍ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309013512
金属内外装材（アルミ系） スパンドレル ＲＡ－１５－３　厚１．０×幅１２０ｍｍ　押出形材 カラー 理研軽金属工
業

金属内外装材（アルミ系） スパンドレル　ＲＡ－１５－３ ｍ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）―ブランド品― 3309013514
金属内外装材（アルミ系） スパンドレル ＲＡ－２０－２　厚１．２×幅１２０ｍｍ　押出形材 カラー 理研軽金属工
業

金属内外装材（アルミ系） スパンドレル　ＲＡ－２０－２ ｍ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（スチール系）―ブランド品― 3309020512
金属内外装材（スチール系） セキスイメタカラー ＳＫ－６０×２ＦＢ 厚２．０ｍｍ×幅６０ｍｍ×長２，７００ｍｍ
ステンレス幅木用鏡面ヘアーライン 積水樹脂

金属内外装材（スチール系） ＳＫ－６０×２ＦＢ 枚 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（スチール系）―ブランド品― 3309020514
金属内外装材（スチール系） セキスイメタカラー ＳＫ－１００×２ＦＢ 厚２．０ｍｍ×幅１００ｍｍ×長２，７００
ｍｍ ステンレス幅木用鏡面ヘアーライン 積水樹脂

金属内外装材（スチール系） ＳＫ－１００×２ＦＢ 枚 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（スチール系）―ブランド品― 3309020506
金属内外装材（スチール系） セキスイメタカラー ＳＫＷ－３００×２ 厚２．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３，０００ｍ
ｍ ステンレス幅木用鏡面ヘアーライン 積水樹脂

金属内外装材（スチール系） ＳＫＷ－３００×２ 枚 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

1487 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

金属内外装材（スチール系）―ブランド品― 3309021002
金属内外装材（スチール系） スーパーＤウォール 厚０．３５ｍｍ×幅２６０ｍｍ×長３，０００ｍｍ 高耐食性塗装
めっき鋼鈑 東海カラー

金属内外装材（スチール系） スーパーＤウォール３０００ｍｍ ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（スチール系）―ブランド品― 3309021004
金属内外装材（スチール系） スーパーＤウォール 厚０．３５ｍｍ×幅２６０ｍｍ×長４，０００ｍｍ 高耐食性塗装
めっき鋼鈑 東海カラー

金属内外装材（スチール系） スーパーＤウォール４０００ｍｍ ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（スチール系）―ブランド品― 3309022002 金属内外装材（スチール系） ヨドスパン １Ｆ 厚０．５ｍｍ　働き幅１５６ｍｍ　常備色 カラー鋼板 淀川製鋼所 金属内外装材（スチール系） ヨドスパン　１Ｆ ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（スチール系）―ブランド品― 3309022004 金属内外装材（スチール系） ヨドスパン １Ｍ 厚０．５ｍｍ　働き幅１５５ｍｍ　常備色 カラー鋼板 淀川製鋼所 金属内外装材（スチール系） ヨドスパン　１Ｍ ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（スチール系）―ブランド品― 3309022006 金属内外装材（スチール系） ヨドスパン ２Ｆ 厚０．５ｍｍ　働き幅１１６ｍｍ　常備色 カラー鋼板 淀川製鋼所 金属内外装材（スチール系） ヨドスパン　２Ｆ ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（スチール系）―ブランド品― 3309022008 金属内外装材（スチール系） ヨドスパン １Ｋ 厚０．５ｍｍ　働き幅１４８ｍｍ　常備色 カラー鋼板 淀川製鋼所 金属内外装材（スチール系） ヨドスパン　１Ｋ ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（スチール系）―ブランド品― 3309022010
金属内外装材（スチール系） ヨドスパン ＤＳ－１Ｆ 厚０．５ｍｍ　働き幅１５６ｍｍ　常備色 カラー鋼板 淀川製鋼
所

金属内外装材（スチール系） ヨドスパン　ＤＳ－１Ｆ ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（スチール系）―ブランド品― 3309022012
金属内外装材（スチール系） ヨドスパン ＤＳ－２Ｆ 厚０．５ｍｍ　働き幅１１６ｍｍ　常備色 カラー鋼板 淀川製鋼
所

金属内外装材（スチール系） ヨドスパン　ＤＳ－２Ｆ ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（スチール系）―ブランド品― 3309022014 金属内外装材（スチール系） ヨドスパン ２００Ｒ 厚０．５ｍｍ　働き幅２００ｍｍ　常備色 カラー鋼板 淀川製鋼所 金属内外装材（スチール系） ヨドスパン　２００Ｒ ｍ２ 524 ○ ○ 3309 金属内外装材

カーテン―ブランド品― 3403010388 カーテン ドレープ カタロス ポリエステル１００ 幅１．５ｍ 色数３ 川島織物セルコン カーテン　カタロス ＰＲ１００　Ｗ１．５ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403010389 カーテン ドレープ ムザーレⅡ ポリエステル１００　消臭 幅１．５ｍ 色数４ 川島織物セルコン カーテン　ムザーレ２ ＰＲ１００　Ｗ１．５ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403011244
カーテン ドレープ カリフォルニア　ＰＫ９２０５～９２２４ ポリエステル１００　グリーン購入法適応品 幅１．０
ｍ 色数２０ サンゲツ

カーテンＰＫ９２０５～９２２４ ＰＲ１００　Ｗ１ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403010554
カーテン ケースメント シィアーカーテン　ＰＫ９５８３ ポリエステル１００　グリーン購入法適応品 幅１．０ｍ 色
数１ サンゲツ

カーテン　ＰＫ９５８３ ＰＲ１００　Ｗ１ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403010556
カーテン ケースメント シィアーカーテン　ＰＫ９５８４ ポリエステル１００　グリーン購入法適応品 幅０．９９ｍ
色数１ サンゲツ

カーテン　ＰＫ９５８４ ＰＲ１００　Ｗ０．９９ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403010653 カーテン レース ＡＣ１６４５－０３ ポリエステル１００ 幅１．５ｍ 色数１ アスワン カーテン　ＡＣ１６４５－０３ ＰＲ１００　Ｗ１．５ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403010657 カーテン レース ＡＣ１６４６－０３ ポリエステル１００ 幅１．５ｍ 色数１ アスワン カーテン　ＡＣ１６４６－０３ ＰＲ１００　Ｗ１．５ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403010755
カーテン レース ミラー調レース　ＰＫ９６２７ ポリエステル１００　グリーン購入法適応品 幅１．０ｍ 色数１ サ
ンゲツ

カーテン　ＰＫ９６２７ ＰＲ１００　Ｗ１ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403010757 カーテン レース レース　ＰＫ９５７３ ポリエステル１００ 幅１．０ｍ 色数１ サンゲツ カーテン　ＰＫ９５７３ ＰＲ１００　Ｗ１ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット
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カーテン―ブランド品― 3403010970
カーテン 遮光カーテン ペダーナⅡ ポリエステル１００　抗菌　消臭　Ｖｏｃ分解 幅１．４８ｍ 色数４ 川島織物セ
ルコン

カーテン　ペダーナ２ ＰＲ１００　Ｗ１．４８ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403010972
カーテン 遮光カーテン ルスティカーノ ポリエステル１００　抗菌　消臭　Ｖｏｃ分解 幅１．５ｍ 色数４ 川島織物
セルコン

カーテン　ルスティカーノ ＰＲ１００　Ｗ１．５ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403010974
カーテン 遮光カーテン タルパ ポリエステル１００　抗菌　消臭　Ｖｏｃ分解 幅１．５ｍ 色数１２ 川島織物セルコ
ン

カーテン　タルパ ＰＲ１００　Ｗ１．５ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403010968 カーテン 遮光カーテン ＡＨ１０９９ ポリエステル１００ 幅１．０ｍ 色数４ アスワン カーテン　ＡＨ１０９９ ＰＲ１００　Ｗ１ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403010963 カーテン 遮光カーテン Ｄ３４５２ ポリエステル１００　防音　遮光１級 幅１．０ｍ 色数１ スミノエ カーテン　Ｄ３４５２ ＰＲ１００　Ｗ１ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403010952
カーテン 遮光カーテン Ｄ３４３２～３４４７ ポリエステル１００　暗幕　遮光１・２級 幅１．０ｍ 色数１６ スミ
ノエ

カーテン　Ｄ３４３２～３４４７ ＰＲ１００　Ｗ１ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403011070 カーテン プレーン クリニカⅡ　ＡＨ１０９７ ポリエステル１００　病院用（抗菌性） 幅２．７ｍ 色数４ アスワン カーテンクリニカ２ＡＨ１０９７ ＰＲ１００　Ｗ２．７ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403011036 カーテン プレーン ＡＨ１１１６ ポリエステル１００ 幅１．０ｍ 色数６ アスワン カーテン　ＡＨ１１１６ ＰＲ１００　Ｗ１ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403011081 カーテン プレーン ＡＨ１０７７ ポリエステル１００ 幅１．０ｍ 色数８ アスワン カーテン　ＡＨ１０７７ ＰＲ１００　Ｗ１ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403011106 カーテン プレーン リーネア ポリエステル１００　グリーン購入法適応品 幅１．０ｍ 色数６ 川島織物セルコン カーテン　リーネア ＰＲ１００　Ｗ１ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403011105 カーテン プレーン ミズーリ ポリエステル１００　グリーン購入法適応品 幅２．０ｍ 色数４ サンゲツ カーテン　ミズーリ ＰＲ１００　Ｗ２ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテン―ブランド品― 3403011103
カーテン プレーン ジャマイカⅡ（普通品） ポリエステル１００　グリーン購入法適応品 幅１．０ｍ 色数１４ サン
ゲツ

カーテン　ジャマイカ２ ＰＲ１００　Ｗ１ｍ ｍ 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020464 カーテンレール 工事用 ＯＳ　Ｃ型レール アルミシルバー　正面付２ｍシングル　付属品共 岡田装飾金物 ＯＳ　Ｃ型レール アルミシルバー　２ｍシングル セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020466 カーテンレール 工事用 ＯＳ　Ｃ型レール ステンレス　正面付２ｍシングル　付属品共 岡田装飾金物 ＯＳ　Ｃ型レール ステンレス　２ｍシングル セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020468 カーテンレール 工事用 ＯＳスーパーエースレール スチールブロンズ　正面付２ｍシングル　付属品共 岡田装飾金物 ＯＳ　スーパーエースレール スチールブロンズ　２ｍシングル セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020470 カーテンレール 工事用 ＯＳスーパーエースレール アルミシルバー　正面付２ｍシングル　付属品共 岡田装飾金物 ＯＳ　スーパーエースレール アルミシルバー　２ｍシングル セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020472 カーテンレール 工事用 ＯＳスーパーエースレール アルミブロンズ　正面付２ｍシングル　付属品共 岡田装飾金物 ＯＳ　スーパーエースレール アルミブロンズ　２ｍシングル セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020474 カーテンレール 工事用 ＯＳダンディーレール アルミシルバー　正面付２ｍシングル　付属品共 岡田装飾金物 ＯＳ　ダンディーレール アルミシルバー　２ｍシングル セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット
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カーテンレール―ブランド品― 3403020476 カーテンレール 工事用 ＯＳダンディーレール アルミブロンズ　正面付２ｍシングル　付属品共 岡田装飾金物 ＯＳ　ダンディーレール アルミブロンズ　２ｍシングル セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020655
カーテンレール 工事用 カーテンレールＶ２０ アルミアンバー　正面付２ｍシングル　付属部材共 立川ブラインド工
業

カーテンレールＶ２０ アルミアンバー　２ｍシングル セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020660
カーテンレール 工事用 カーテンレールＶ２０ アルミシルバー　正面付２ｍシングル　付属部材共 立川ブラインド工
業

カーテンレールＶ２０ アルミシルバー　２ｍシングル セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020665
カーテンレール 工事用 カーテンレールＶ２０ スチールアンバー　正面付２ｍシングル　付属部材共 立川ブラインド
工業

カーテンレールＶ２０ スチールアンバー　２ｍシングル セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020670
カーテンレール 工事用 カーテンレールＶ２０ スチールマットシルバー　正面付２ｍシングル　付属部材共 立川ブラ
インド工業

カーテンレールＶ２０ スチールマットシルバー　２ｍＳ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020675
カーテンレール 工事用 カーテンレールＶ１７ スチールアンバー　正面付２ｍシングル　付属部材共 立川ブラインド
工業

カーテンレールＶ１７ スチールアンバー　２ｍシングル セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020680 カーテンレール 工事用 カーテンレールＶ２ ＳＵＳ４３０　正面付２ｍシングル　付属部材共 立川ブラインド工業 カーテンレールＶ２ ＳＵＳ４３０　２ｍシングル セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403021202 カーテンレール 工事用 セルフィ アルミアンバー　天井付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー セルフィ アルミアンバー　１．８２ｍ　Ｓ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403021204 カーテンレール 工事用 セルフィ アルミウォームホワイト　天井付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー セルフィ アルミウォームホワイト　Ｓ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403021206 カーテンレール 工事用 セルフィ アルミナチュラル　天井付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー セルフィ アルミナチュラル１．８２ｍ　Ｓ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403021208 カーテンレール 工事用 ウインピア ステンレス　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー ウインピア ステンレス　１．８２ｍ　Ｓ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403021210 カーテンレール 工事用 ウインピア スチールアンバー　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー ウインピア スチールアンバー１．８２ｍ　Ｓ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403021212 カーテンレール 工事用 ウインピア アルミアンバー　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー ウインピア アルミアンバー　１．８２ｍ　Ｓ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403021214 カーテンレール 工事用 ウインピア アルミナチュラル　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー ウインピア アルミナチュラル１．８２ｍ　Ｓ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403021216 カーテンレール 工事用 Ｃ型レール ステンレス　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー Ｃ型レール ステンレス　１．８２ｍ　Ｓ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403021218 カーテンレール 工事用 Ｃ型レール ＳＵＳ３０４　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー Ｃ型レール ＳＵＳ３０４　１．８２ｍ　Ｓ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403021220 カーテンレール 工事用 ニューデラック アルミアンバー　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー ニューデラック アルミアンバー　１．８２ｍ　Ｓ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403021222 カーテンレール 工事用 ニューデラック アルミナチュラル　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー ニューデラック アルミナチュラル１．８２ｍ　Ｓ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット
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カーテンレール―ブランド品― 3403021224 カーテンレール 工事用 ニューデラック スチールアンバー　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トーソー ニューデラック スチールアンバー１．８２ｍ　Ｓ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403021226
カーテンレール 工事用 ニューデラック スチールウォームホワイト　正面付１．８２ｍシングル　付属部材共 トー
ソー

ニューデラック スチールウォームホワイト　Ｓ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403021228 カーテンレール 工事用 エリート スチールプレーンホワイト　正面付２ｍシングル　付属部材共 トーソー エリート スチールプレーンホワイト セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403021232 カーテンレール 工事用 エリート スチールライトグレイン　正面付２ｍシングル　付属部材共 トーソー エリート スチールライトグレイン セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403021234 カーテンレール 工事用 エリート スチールＮダークマホガニー　正面付２ｍシングル　付属部材共 トーソー エリート スチールＮダークマホガニー セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020455 カーテンレール ホーム用 ＯＳＣホームセット シルバー　ダブル　２ｍ 岡田装飾金物 ＯＳＣホームセット シルバー　ダブル　２ｍ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020460 カーテンレール ホーム用 ＯＳＣホームセット アルミ　ダブル　２ｍ 岡田装飾金物 ＯＳＣホームセット アルミ　ダブル　２ｍ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020640 カーテンレール ホーム用 角型伸縮セットレール フリータッチ　アンバー　ダブル　２ｍ 立川ブラインド工業 角型伸縮セットレール フリータッチアンバー　Ｗ　２ｍ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020645 カーテンレール ホーム用 角型セットレール パワータッチ　アンバー　ダブル　２ｍ 立川ブラインド工業 角型セットレール パワータッチアンバー　Ｗ　２ｍ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール―ブランド品― 3403020650 カーテンレール ホーム用 Ｃ型セットレール クリアタッチ　デラックス　ダブル　２ｍ 立川ブラインド工業 Ｃ型セットレール クリアタッチデラックスＷ　２ｍ セット 525 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403040865 バーチカルブラインド（たて型）　ビル用 スターツーク スラット幅８０ｍｍ　グラスファイバー 東京ブラインド工業 バーチカルブラインド　縦型 スターツーク　スラットＷ８０ ｍ２ 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403040870
バーチカルブラインド（たて型）　ビル用 スターツーク スラット幅１００ｍｍ　グラスファイバー 東京ブラインド工
業

バーチカルブラインド　縦型 スターツーク　スラットＷ１００ ｍ２ 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403040675
バーチカルブラインド（たて型）　ビル用 バーチカルブラインドＭ８０ スラット幅８０ｍｍ　アルミ・ガラス 立川ブ
ラインド工業

バーチカルブラインドＭ８０ 縦型　Ｗ８０ｍｍアルミ・ガラス ｍ２ 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403040680
バーチカルブラインド（たて型）　ビル用 バーチカルブラインドＭ１００ スラット幅１００ｍｍ　アルミ・ガラス 立
川ブラインド工業

バーチカルブラインドＭ１００ 縦型Ｗ１００ｍｍアルミ・ガラス ｍ２ 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403041460 バーチカルブラインド（たて型）　ビル用 グランテ８０ 幅２，０００×高２，０００ｍｍ　ガラス１００％ トーソー バーチカルブラインド　縦型 グランテ８０　Ｗ２０００ 台 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403041465
バーチカルブラインド（たて型）　ビル用 グランテ１００ 幅２，０００×高２，０００ｍｍ　ガラス１００％ トー
ソー

バーチカルブラインド　縦型 グランテ１００　Ｗ２０００ 台 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403041415 ベネシャンブラインド（よこ型）　ビル用 ニュースペーシィ２５ スラット幅２５ｍｍ　ギヤ式 トーソー ベネシャンブラインド　横型 ニュースペーシィ２５　ギヤ式 ｍ２ 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403041420 ベネシャンブラインド（よこ型）　ビル用 ニュースペーシィ３５ スラット幅３５ｍｍ　ギヤ式 トーソー ベネシャンブラインド　横型 ニュースペーシィ３５　ギヤ式 ｍ２ 526 ○ ○ 3403 内装ユニット
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ブラインド―ブランド品― 3403040685 ベネシャンブラインド（よこ型）　ビル用 モノコム２５ スラット幅２５ｍｍ　ギヤ式 立川ブラインド工業 ベネシャンブラインド　横型 モノコム２５　Ｗ２５ｍｍギヤ式 ｍ２ 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403040690 ベネシャンブラインド（よこ型）　ビル用 モノコム３５ スラット幅３５ｍｍ　ギヤ式 立川ブラインド工業 ベネシャンブラインド　横型 モノコム３５　Ｗ３５ｍｍギヤ式 ｍ２ 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403040655
ベネシャンブラインド（よこ型）　ホーム用 シルキーＲＤＳ 幅１，８００×高１，８００ｍｍ　操作棒式 立川ブライ
ンド工業

ベネシャンブラインド　横型 シルキーＲＤＳ　操作棒式 台 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403040880
ベネシャンブラインド（よこ型）　ホーム用 ベネチア１５ アルミ材　幅１，８００×高１，８００ｍｍ 東京ブライン
ド工業

ベネシャンブラインド　横型 ベネチア１５　アルミ材 台 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403040885
ベネシャンブラインド（よこ型）　ホーム用 ベネチア２５ アルミ材　幅１，８００×高１，８００ｍｍ 東京ブライン
ド工業

ベネシャンブラインド　横型 ベネチア２５　アルミ材 台 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403041430
ベネシャンブラインド（よこ型）　ホーム用 ベネアル１５ アルミ材１５ｍｍ　幅羽　幅１，８００ｍｍ×高１，８０
０ｍｍ トーソー

ベネシャンブラインド　横型 ベネアル１５ 台 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403041440
ベネシャンブラインド（よこ型）　ホーム用 ベネアル２５ アルミ材２５ｍｍ　幅羽　幅１，８００ｍｍ×高１，８０
０ｍｍ トーソー

ベネシャンブラインド　横型 ベネアル２５ 台 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403040650 暗幕用ベネシャンブラインド モノコムブラッキー スラット幅３５ｍｍ　手動式 立川ブラインド工業 暗幕用ベネシャンブラインド モノコムブラッキー ｍ２ 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403041445 暗幕用ベネシャンブラインド ニュースペーシィ３５遮光 スラット幅３５ｍｍ　遮光　ギヤ式 トーソー 暗幕用ベネシャンブラインド ニュースペーシィ３５遮光 ｍ２ 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403041450 天窓・傾斜用ブラインド スラット２５傾斜 幅１，８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ　操作棒式 トーソー 天窓・傾斜用ブラインド スラット２５傾斜　操作棒式 台 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403040666
木製ブラインド フォレティアチェーン２５Ｒ 幅１，８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ　チェーン操作 立川ブラインド工
業

木製ブラインド フォレティアチェーン２５Ｒ 台 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403040671
木製ブラインド フォレティアチェーン５０Ｒ 幅１，８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ　チェーン操作 立川ブラインド工
業

木製ブラインド フォレティアチェーン５０Ｒ 台 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403040875
木製ブラインド ベネチアウッド５０クラシックタイプ 幅９００ｍｍ×高１，８００ｍｍ　杉材・よこ型 東京ブライン
ド工業

木製ブラインド ベネチアウッド５０クラシック 台 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403040905 木製ブラインド バーチカルウッド９０ 幅１，８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ　杉材・たて型 東京ブラインド工業 木製ブラインド バーチカルウッド９０ 台 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ブラインド―ブランド品― 3403041455 木製ブラインド ベネウッド 幅１，８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ　５０ｍｍ幅羽　コード式・よこ型 トーソー 木製ブラインド ベネウッド　コード式・横型 台 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

アコーディオンドア―ブランド品― 3401013035
アコーディオンドア 住宅用 アコーデオンカーテン 標準仕様品　幅１，０００ｍｍ×高１，８００ｍｍ　片開き 立川
ブラインド工業

アコーデオンカーテン Ｗ１０００×Ｈ１８００標準仕様 台 526 ○ ○ 3401 間仕切ユニット

アコーディオンドア―ブランド品― 3401013040
アコーディオンドア 住宅用 アコーデオンカーテン 標準仕様品　幅１，８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ　片開き 立川
ブラインド工業

アコーデオンカーテン Ｗ１８００×Ｈ１８００標準仕様 台 526 ○ ○ 3401 間仕切ユニット

アコーディオンドア―ブランド品― 3401013045
アコーディオンドア 住宅用 アコーデオンカーテンメイト 規格品　幅１，５００ｍｍ×高１，８００ｍｍ　片開き 立
川ブラインド工業

アコーデオンカーテンメイト Ｗ１５００×Ｈ１８００　規格品 台 526 ○ ○ 3401 間仕切ユニット
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アコーディオンドア―ブランド品― 3401013050
アコーディオンドア 住宅用 アコーデオンカーテンメイト 規格品　幅２，０００ｍｍ×高１，８００ｍｍ　片開き 立
川ブラインド工業

アコーデオンカーテンメイト Ｗ２０００×Ｈ１８００　規格品 台 526 ○ ○ 3401 間仕切ユニット

アコーディオンドア―ブランド品― 3401017005 アコーディオンドア 住宅用 クローザライト 防汚防炎　幅１，８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ　片開き トーソー クローザライト Ｗ１８００×Ｈ１８００　片開 台 526 ○ ○ 3401 間仕切ユニット

アコーディオンドア―ブランド品― 3401013025
アコーディオンドア 住宅用スクリーンタイプ アコーデオンスクリーン Ａタイプ　幅１，３５０ｍｍ×高９００ｍｍ
立川ブラインド工業

アコーデオンスクリーン Ｗ１３５０×Ｈ９００　Ａタイプ 台 526 ○ ○ 3401 間仕切ユニット

アコーディオンドア―ブランド品― 3401013030
アコーディオンドア 住宅用スクリーンタイプ アコーデオンスクリーン Ａタイプ　幅１，３５０ｍｍ×高１，６００ｍ
ｍ 立川ブラインド工業

アコーデオンスクリーン Ｗ１３５０×Ｈ１６００Ａタイプ 台 526 ○ ○ 3401 間仕切ユニット

アコーディオンドア―ブランド品― 3401023005 アコーディオンドア 業務用 ハーモニードア スタンダード　塩ビレザー（防炎加工） 立川ブラインド工業 ハーモニードア スタンダード　塩ビレザー ｍ２ 526 ○ ○ 3401 間仕切ユニット

アコーディオンドア―ブランド品― 3401025005 アコーディオンドア 業務用 アコーディオンドア ＴＢＫ２２（防炎・ＤＸタイプ） 東京ブラインド工業 業務用アコーディオンドア ＴＢＫ２２型　防炎・ＤＸタイプ ｍ２ 526 ○ ○ 3401 間仕切ユニット

アコーディオンドア―ブランド品― 3401027005 アコーディオンドア 業務用 クローザエクセル 防汚　防炎　幅１，８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ　片開き トーソー クローザエクセル Ｗ１８００×Ｈ１８００　片開 台 526 ○ ○ 3401 間仕切ユニット

ピクチャーレール 3403068070 ピクチャーレール アルミ製　ツバ付タイプ　シルバー　天井埋込　ボード厚９．５　レール長３ｍ ピクチャーレール　アルミ製 シルバー　ボード厚９．５　３ｍ 本 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ピクチャーレール 3403068080 ピクチャーレール アルミ製　ツバ付タイプ　シルバー　天井埋込　ボード厚１２．５　レール長３ｍ ピクチャーレール　アルミ製 シルバーボード厚１２．５　３ｍ 本 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ピクチャーレール 3403068090 ピクチャーレール アルミ製　ツバ付タイプ　シルバー　天井埋込　ボード二重張り　レール長３ｍ ピクチャーレール　アルミ製 シルバー　ボード二重張り　３ｍ 本 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ピクチャーレール 3403068100 ピクチャーレール アルミ製　ツバ付タイプ　ホワイト　天井埋込　ボード厚９．５　レール長３ｍ ピクチャーレール　アルミ製 ホワイト　ボード厚９．５　３ｍ 本 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ピクチャーレール 3403068110 ピクチャーレール アルミ製　ツバ付タイプ　ホワイト　天井埋込　ボード厚１２．５　レール長３ｍ ピクチャーレール　アルミ製 ホワイトボード厚１２．５　３ｍ 本 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ピクチャーレール 3403068120 ピクチャーレール アルミ製　ツバ付タイプ　ホワイト　天井埋込　ボード二重張り　レール長３ｍ ピクチャーレール　アルミ製 ホワイト　ボード二重張り　３ｍ 本 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ピクチャーレール―ブランド品― 3403061040 ピクチャーレール コレダーライン Ａ－１ アルマイトシルバー　重量用　３ｍ タキヤ コレダーラインＡ－１ アルマイトシルバー　重量用３ｍ 本 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ピクチャーレール―ブランド品― 3403061050 ピクチャーレール コレダーライン Ｃ－１ アルマイトシルバー　中量用　３ｍ タキヤ コレダーラインＣ－１ アルマイトシルバー　中量用３ｍ 本 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ピクチャーレール―ブランド品― 3403061060 ピクチャーレール コレダーライン Ｇ－１ ホワイト　ブラケット１０個　ストップ２個付き　軽量用　３ｍ タキヤ コレダーラインＧ－１ ホワイトブラケット　軽量用３ｍ 本 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ピクチャーレール―ブランド品― 3403062030 ピクチャーレール ピクチャーレール Ｔ－１ ホワイト　天井付　４ｍ トーソー ピクチャーレールＴ－１ ホワイト　天井付　４ｍ セット 526 ○ ○ 3403 内装ユニット

ピクチャーレール―ブランド品― 3403062040 ピクチャーレール ピクチャーレール Ｔ－１ ナチュラル　天井付　４ｍ トーソー ピクチャーレールＴ－１ ナチュラル　天井付　４ｍ セット 526 ○ ○ 3403 内装ユニット
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避難設備器具―ブランド品― 3905012021 避難器具用ハッチ タスカール ＳＰＣⅢ－１０７　７段　適用階高２，５６０≦ｈ≦２，９００ｍｍ ナカ工業 避難器具用ハッチ　タスカール ＳＰＣ３－１０７　７段　ナカ 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905012022 避難器具用ハッチ タスカール ＳＰＣⅢ－１０８　８段　適用階高２，９００≦ｈ≦３，２４０ｍｍ ナカ工業 避難器具用ハッチ　タスカール ＳＰＣ３－１０８　８段　ナカ 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905012023 避難器具用ハッチ タスカール ＳＰＣⅢ－１０９　９段　適用階高３，２４０≦ｈ≦３，５８０ｍｍ ナカ工業 避難器具用ハッチ　タスカール ＳＰＣ３－１０９　９段　ナカ 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905012024 避難器具用ハッチ タスカール ＳＰＣⅢ－１１０　１０段　適用階高３，５８０≦ｈ≦３，９２０ｍｍ ナカ工業 避難器具用ハッチ　タスカール ＳＰＣ３－１１０　１０段　ナカ 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905012025 避難器具用ハッチ タスカール ＳＰＣⅢ－１１１　１１段　適用階高３，９２０≦ｈ≦４，２７０ｍｍ ナカ工業 避難器具用ハッチ　タスカール ＳＰＣ３－１１１　１１段　ナカ 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905012027 避難器具用ハッチ タスカール ＳＰＣⅢ－１１２　１２段　適用階高４，２７０≦ｈ≦４，６１０ｍｍ ナカ工業 避難器具用ハッチ　タスカール ＳＰＣ３－１１２　１２段　ナカ 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905013009 避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－７　７段　適用階高２，５５０≦ｈ≦２，９３５ｍｍ オリロー オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－７　７段　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905013010 避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－８　８段　適用階高２，８９０≦ｈ≦３，２７５ｍｍ オリロー オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－８　８段　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905013011 避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－９　９段　適用階高３，２３０≦ｈ≦３，６１５ｍｍ オリロー オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－９　９段　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905013012
避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１０　１０段　適用階高３，５７０≦ｈ≦３，９５５ｍｍ オリ
ロー

オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１０　１０段オリロ 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905013013
避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１１　１１段　適用階高３，９１０≦ｈ≦４，２９５ｍｍ オリ
ロー

オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１１　１１段オリロ 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905013022
避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１２　１２段　適用階高４，２５０≦ｈ≦４，６３５ｍｍ オリ
ロー

オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１２　１２段オリロ 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905013023
避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１３　１３段　適用階高４，５９０≦ｈ≦４，９７５ｍｍ オリ
ロー

オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１３　１３段オリロ 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905013024
避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１４　１４段　適用階高４，９３０≦ｈ≦５，３１５ｍｍ オリ
ロー

オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１４　１４段オリロ 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905013025
避難器具用ハッチ オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１５　１５段　適用階高５，２７０≦ｈ≦５，６５５ｍｍ オリ
ロー

オリロー避難ハッチ ＵＳＤＮＢ－１５　１５段オリロ 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905022001 避難はしご オリロー避難はしご 折りたたみ式　４型　有効長３，６３０ｍｍ オリロー オリロー避難はしご折りたたみ式 ４型有効長３６３０ｍｍオリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905022002 避難はしご オリロー避難はしご 折りたたみ式　５型　有効長４，６２０ｍｍ オリロー オリロー避難はしご折りたたみ式 ５型有効長４６２０ｍｍオリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905022003 避難はしご オリロー避難はしご 折りたたみ式　６型　有効長５，６１０ｍｍ オリロー オリロー避難はしご折りたたみ式 ６型有効長５６１０ｍｍオリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具
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避難設備器具―ブランド品― 3905022004 避難はしご オリロー避難はしご 折りたたみ式　７型　有効長６，６００ｍｍ オリロー オリロー避難はしご折りたたみ式 ７型有効長６６００ｍｍオリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905022005 避難はしご オリロー避難はしご 折りたたみ式用ＢＯＸ　Ｓ（４～５型用）　スチール オリロー オリロー避難はしご折りたたみ式 ＢＯＸＳ（４～５型用）オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905022006 避難はしご オリロー避難はしご 折りたたみ式用ＢＯＸ　Ｍ（６～７型用）　スチール オリロー オリロー避難はしご折りたたみ式 ＢＯＸＭ（６～７型用）オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905022011 避難はしご オリロー避難はしご ワイヤーロープ式　１号　有効長３，７７３ｍｍ オリロー オリロー避難はしご　ワイヤ式 １号有効長３７７３ｍｍオリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905022012 避難はしご オリロー避難はしご ワイヤーロープ式　２号　有効長４，８０２ｍｍ オリロー オリロー避難はしご　ワイヤ式 ２号有効長４８０２ｍｍオリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905022013 避難はしご オリロー避難はしご ワイヤーロープ式　３号　有効長５，８３１ｍｍ オリロー オリロー避難はしご　ワイヤ式 ３号有効長５８３１ｍｍオリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905022014 避難はしご オリロー避難はしご ワイヤーロープ式　４号　有効長６，５１７ｍｍ オリロー オリロー避難はしご　ワイヤ式 ４号有効長６５１７ｍｍオリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905022015 避難はしご オリロー避難はしご ワイヤーロープ式用ＢＯＸ　Ｓ（１～４号用）　スチール オリロー オリロー避難はしご　ワイヤ式 ＢＯＸＳ（１～４号用）オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905023001 避難はしご オリールⅡ型 ２０１３　フック式　全長４．５ｍ トーヨー消火器工業 避難はしご　オリール２型 ２０１３　４５００ｍｍトーヨー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905023004 避難はしご オリールⅡ型 ２０２２　フック式　全長７．３ｍ トーヨー消火器工業 避難はしご　オリール２型 ２０２２　７３００ｍｍトーヨー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905023011 避難はしご オリールⅡ型－Ｂ ７０１３　カラビナ式　全長４．４ｍ トーヨー消火器工業 避難はしご　オリール２型－Ｂ ７０１３　４４００ｍｍトーヨー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905023014 避難はしご オリールⅡ型－Ｂ ７０２２　カラビナ式　全長７．２ｍ トーヨー消火器工業 避難はしご　オリール２型－Ｂ ７０２２　７２００ｍｍトーヨー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905023021 避難はしご ステップダンⅡ型（はしご型避難ロープ） ５０１３　カラビナ式　全長４．６ｍ トーヨー消火器工業 避難はしご　ステップダン２型 ５０１３　４６００ｍｍトーヨー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905032006 緩降機 オリロー緩降機 本機　Ⅲ型　ロープ長３～１０ｍ オリロー オリロー緩降機　本機　３型 ロープ長３～１０ｍ　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905032008 緩降機 オリロー緩降機 本機　Ⅲ型　ロープ長１１～１５ｍ オリロー オリロー緩降機　本機　３型 ロープ長１１～１５ｍ　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905032010 緩降機 オリロー緩降機 本機　Ⅲ型　ロープ長１６～２０ｍ オリロー オリロー緩降機　本機　３型 ロープ長１６～２０ｍ　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905032012 緩降機 オリロー緩降機 本機　Ⅲ型　ロープ長２１～２５ｍ オリロー オリロー緩降機　本機　３型 ロープ長２１～２５ｍ　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905032014 緩降機 オリロー緩降機 本機　Ⅲ型　ロープ長２６～３０ｍ オリロー オリロー緩降機　本機　３型 ロープ長２６～３０ｍ　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具
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避難設備器具―ブランド品― 3905032016 緩降機 オリロー緩降機 本機　Ⅲ型　ロープ長３１～３５ｍ オリロー オリロー緩降機　本機　３型 ロープ長３１～３５ｍ　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905032018 緩降機 オリロー緩降機 本機　Ⅲ型　ロープ長３６～４０ｍ オリロー オリロー緩降機　本機　３型 ロープ長３６～４０ｍ　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905032020 緩降機 オリロー緩降機 本機屋外ＢＯＸ（ステンレス） オリロー オリロー緩降機　本機屋外ＢＯＸ ステンレス　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905032024 緩降機 オリロー緩降機 取付金具Ｄ型　Ｄ－６００ オリロー オリロー緩降機　取付金具Ｄ型 Ｄ－６００　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905032026 緩降機 オリロー緩降機 取付金具Ｄ型　Ｄ－７００ オリロー オリロー緩降機　取付金具Ｄ型 Ｄ－７００　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905032028 緩降機 オリロー緩降機 取付金具Ｄ型　Ｄ－８００ オリロー オリロー緩降機　取付金具Ｄ型 Ｄ－８００　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905032030 緩降機 オリロー緩降機 取付金具Ｄ型　Ｄ－９００ オリロー オリロー緩降機　取付金具Ｄ型 Ｄ－９００　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905032032 緩降機 オリロー緩降機 取付金具Ｄ型　Ｄ－１０００ オリロー オリロー緩降機　取付金具Ｄ型 Ｄ－１０００　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905032034 緩降機 オリロー緩降機 Ｄ型屋外ＢＯＸ（ステンレス）　Ｄ２－６００～９００ オリロー オリロー緩降機　Ｄ型屋外ＢＯＸ Ｄ２－６００～９００　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905032036 緩降機 オリロー緩降機 Ｄ型屋外ＢＯＸ（ステンレス）　Ｄ２－１０００ オリロー オリロー緩降機　Ｄ型屋外ＢＯＸ Ｄ２－１０００　オリロー 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905042004 救助袋 垂直式救助袋（Ｈｉ－スコーダーⅠ型） 屋外腰壁付（ステンレス格納箱付）　袋長５．５ｍ 斎田産業 垂直式救助袋　屋外腰壁付 袋長５．５ｍ　斎田産業 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905042005 救助袋 垂直式救助袋（Ｈｉ－スコーダーⅠ型） 屋外腰壁付（ステンレス格納箱付）　袋長１２．５ｍ 斎田産業 垂直式救助袋　屋外腰壁付 袋長１２．５ｍ　斎田産業 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905042006 救助袋 垂直式救助袋（Ｈｉ－スコーダーⅠ型） 屋外腰壁付（ステンレス格納箱付）　袋長１９．５ｍ 斎田産業 垂直式救助袋　屋外腰壁付 袋長１９．５ｍ　斎田産業 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905042007 救助袋 垂直式救助袋（Ｈｉ－スコーダーⅠ型） 屋外腰壁付（ステンレス格納箱付）　袋長２６．５ｍ 斎田産業 垂直式救助袋　屋外腰壁付 袋長２６．５ｍ　斎田産業 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905042008 救助袋 垂直式救助袋（Ｈｉ－スコーダーⅠ型） 屋外腰壁付（ステンレス格納箱付）　袋長３３．５ｍ 斎田産業 垂直式救助袋　屋外腰壁付 袋長３３．５ｍ　斎田産業 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905042025 救助袋 斜降式救助袋 屋外腰壁付（ステンレス格納箱付）　袋長８．５ｍ 斎田産業 斜降式救助袋　屋外腰壁付 袋長８．５ｍ　斎田産業 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905042026 救助袋 斜降式救助袋 屋外腰壁付（ステンレス格納箱付）　袋長１８．５ｍ 斎田産業 斜降式救助袋　屋外腰壁付 袋長１８．５ｍ　斎田産業 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905042027 救助袋 斜降式救助袋 屋外腰壁付（ステンレス格納箱付）　袋長２８．５ｍ 斎田産業 斜降式救助袋　屋外腰壁付 袋長２８．５ｍ　斎田産業 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具
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避難設備器具―ブランド品― 3905042028 救助袋 斜降式救助袋 屋外腰壁付（ステンレス格納箱付）　袋長３８．５ｍ 斎田産業 斜降式救助袋　屋外腰壁付 袋長３８．５ｍ　斎田産業 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

避難設備器具―ブランド品― 3905042029 救助袋 斜降式救助袋 屋外腰壁付（ステンレス格納箱付）　袋長４８．５ｍ 斎田産業 斜降式救助袋　屋外腰壁付 袋長４８．５ｍ　斎田産業 台 527 ○ ○ 3905 避難設備器具

掲示板―ブランド品― 3907012005 掲示板 セミラック（ステンレス製） ＳＤ１２０Ａ 脚付き 幅１，２６０ｍｍ×高９８０ｍｍ×奥行７０ｍｍ 日暮工業 掲示板　セミラック ＳＤ１２０Ａ　脚付き セット 527 ○ ○ 3907 案内・掲示施設

掲示板―ブランド品― 3907012010 掲示板 セミラック（ステンレス製） ＳＤ１２０Ｋ 壁付け 幅１，２６０ｍｍ×高９８０ｍｍ×奥行７０ｍｍ 日暮工業 掲示板　セミラック ＳＤ１２０Ｋ　壁付け セット 527 ○ ○ 3907 案内・掲示施設

掲示板―ブランド品― 3907012015
掲示板 セミラック（ステンレス製） ＤＸ１，２００ ２本脚 幅１，２００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ
日暮工業

掲示板　セミラック ＤＸ１２００　２本脚 セット 527 ○ ○ 3907 案内・掲示施設

掲示板―ブランド品― 3907012020
掲示板 セミラック（ステンレス製） ＤＸ１，５００ ２本脚 幅１，５００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ
日暮工業

掲示板　セミラック ＤＸ１５００　２本脚 セット 527 ○ ○ 3907 案内・掲示施設

掲示板―ブランド品― 3907012025
掲示板 セミラック（ステンレス製） ＤＸ１，８００ ２本脚 幅１，８００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ
日暮工業

掲示板　セミラック ＤＸ１８００　２本脚 セット 527 ○ ○ 3907 案内・掲示施設

掲示板―ブランド品― 3907012030
掲示板 セミラック（ステンレス製） ＤＸ２，０００ ２本脚 幅２，０００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ
日暮工業

掲示板　セミラック ＤＸ２０００　２本脚 セット 527 ○ ○ 3907 案内・掲示施設

掲示板―ブランド品― 3907012035
掲示板 セミラック（ステンレス製） ＤＸ２，４００ ２本脚 幅２，４００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ
日暮工業

掲示板　セミラック ＤＸ２４００　２本脚 セット 527 ○ ○ 3907 案内・掲示施設

ネットフェンス 0909150204
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８００ 支柱間隔２，
０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150206
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ９００ 支柱間隔２，
０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150208
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１０００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150236
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１１００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150210
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１２００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150212
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１５００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150214
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１８００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150216
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２０００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150218
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２５００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909150220
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３０００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150222
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３５００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150304
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８００ 支柱間隔２，
０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150306
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ９００ 支柱間隔２，
０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150308
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１０００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150336
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１１００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150310
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１２００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150312
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１５００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150314
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１８００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150316
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２０００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150318
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２５００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150320
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３０００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150322
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３５００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150404
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８００ 支柱間隔２，
０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150406
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ９００ 支柱間隔２，
０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150408
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１０００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150436
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１１００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150410
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１２００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909150412
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１５００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150414
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１８００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150416
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２０００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150418
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２５００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150420
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３０００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150422
ネットフェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３５００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150504
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150506
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ９００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150508
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１０００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150536
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１１００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150510
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１２００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150512
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１５００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150514
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１８００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150516
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２０００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150518
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２５００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150520
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３０００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150522
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３５００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150604
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909150606
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ９００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150608
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１０００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150636
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１１００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150610
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１２００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150612
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１５００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150614
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１８００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150616
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２０００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150618
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２５００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150620
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３０００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150622
ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） Ｃ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３５００
支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　着色塗装　高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150704
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８００ 支柱
間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150706
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ９００ 支柱
間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150708
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１０００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150736
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１１００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150710
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１２００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150712
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１５００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150714
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１８００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150716
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２０００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909150718
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２５００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150720
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３０００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150722
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３５００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150804
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８００ 支柱
間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150806
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ９００ 支柱
間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150808
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１０００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150836
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１１００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150810
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１２００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150812
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１５００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150814
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１８００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150816
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２０００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150818
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２５００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150820
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３０００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150822
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３５００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150904
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８００ 支柱
間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150906
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ９００ 支柱
間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150908
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１０００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150936
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１１００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909150910
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１２００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150912
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１５００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150914
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１８００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150916
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２０００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150918
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２５００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150920
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３０００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909150922
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ３５００ 支
柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　塗装　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151004
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151006
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151008
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151036
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151010
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151012
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151014
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151016
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151018
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151020
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151022
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909151104
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151106
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151108
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151136
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151110
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151112
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151114
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151116
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151118
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151120
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151122
ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） Ｖ・Ｅ－ＧＨ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ
３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　合成樹脂被覆高張力 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151204
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ８００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151206
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ９００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151208
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151236
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１１００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151210
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１２００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151212
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151214
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１８００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909151216
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151218
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151220
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151222
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151304
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ８００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151306
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ９００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151308
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151336
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１１００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151310
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１２００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151312
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151314
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１８００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151316
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151318
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151320
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151322
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151404
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ８００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151406
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ９００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151408
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909151436
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１１００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151410
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１２００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151412
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151414
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１８００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151416
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151418
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151420
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151422
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ３ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151504
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ８００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151506
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ９００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151508
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151536
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１１００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151510
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１２００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151512
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151514
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１８００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151516
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151518
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151520
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909151522
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151604
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ８００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151606
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ９００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151608
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151636
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１１００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151610
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１２００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151612
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151614
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１８００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151616
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151618
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151620
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151622
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151704
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ８００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151706
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ９００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151708
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151736
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１１００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151710
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１２００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151712
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909151714
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１８００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151716
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151718
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151720
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151722
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151804
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ８００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151806
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ９００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151808
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151836
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１１００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151810
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１２００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151812
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151814
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１８００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151816
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151818
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151820
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151822
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151904
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ８００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151906
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ９００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909151908
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151936
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１１００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151910
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１２００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151912
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151914
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１８００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151916
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151918
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151920
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909151922
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152004
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ８００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152006
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ９００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152008
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152036
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１１００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152010
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１２００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152012
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152014
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１８００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152016
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152018
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909152020
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152022
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152104
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ８０
０ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152106
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ９０
０ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152108
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１０
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152136
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１１
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152110
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１２
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152112
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１５
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152114
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１８
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152116
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２０
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152118
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２５
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152120
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３０
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152122
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３５
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152204
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ８０
０ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152206
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ９０
０ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152208
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１０
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152236
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１１
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152210
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１２
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909152212
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１５
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152214
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１８
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152216
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２０
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152218
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２５
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152220
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３０
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909152222
ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Ｚ－ＧＨ３ 線径２．６ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ３５
００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

アングル型　亜鉛めっき　高張力 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153004
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153006
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153008
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153036
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153010
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153012
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153014
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153016
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153018
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153020
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153022
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153104
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909153106
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153108
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153136
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153110
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153112
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153114
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153116
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153118
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153120
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153122
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153204
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153206
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153208
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153236
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153210
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153212
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153214
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153216
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909153218
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153220
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153222
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153304
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153306
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153308
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153336
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153310
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153312
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153314
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153316
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153318
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153320
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153322
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153404
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153406
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153408
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153436
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909153410
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153412
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153414
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153416
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153418
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153420
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153422
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　着色塗装　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153504
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153506
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153508
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153536
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153510
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153512
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153514
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153516
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153518
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153520
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153522
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909153604
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153606
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153608
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153636
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153610
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153612
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153614
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153616
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153618
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153620
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153622
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153704
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱
めっき Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153706
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱
めっき Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153708
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153736
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153710
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153712
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153714
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909153716
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱
めっき Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153718
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱
めっき Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153720
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱
めっき Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153722
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径４．０ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱
めっき Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153804
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153806
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153808
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153836
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153810
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153812
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153814
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153816
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153818
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153820
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153822
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153904
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153906
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153908
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909153936
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153910
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153912
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153914
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153916
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153918
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153920
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909153922
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154004
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154006
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154008
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154036
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154010
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154012
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154014
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154016
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154018
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154020
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909154022
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154104
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154106
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154108
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154136
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154110
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154112
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154114
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154116
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154118
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154120
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154122
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154204
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154206
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154208
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154236
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154210
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154212
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909154214
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154216
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154218
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154220
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154222
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154304
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154306
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154308
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154336
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154310
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154312
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154314
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154316
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154318
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154320
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154322
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154404
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154406
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909154408
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154436
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154410
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154412
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154414
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154416
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154418
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154420
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154422
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154504
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154506
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ９００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ９００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154508
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154536
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１１００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１１００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154510
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１２００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１２００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154512
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154514
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ１８００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ１８００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154516
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ２０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154518
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ２５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ２５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909154520
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ３０００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３０００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909154522
ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径２．６ｍｍ×網目５６ｍｍ 支柱　めっ
き Ｈ３５００ 支柱間隔２，０００ｍｍ

丸パイプ型　亜鉛めっき　高張力 ５６ｍｍ　めっき　Ｈ３５００ ｍ 528 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150324 高尺フェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ４０００ アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ４０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150326 高尺フェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ５０００ アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ５０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150328 高尺フェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ６０００ アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ６０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150330 高尺フェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ７０００ アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ７０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150332 高尺フェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８０００ アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ８０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150334 高尺フェンス アングル型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１００００ アングル型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１００００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150724 高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ４０００ アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ４０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150726 高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ５０００ アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ５０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150728 高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ６０００ アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ６０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150730 高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ７０００ アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ７０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150732 高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８０００ アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ８０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150734 高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１００００ アングル型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１００００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150824 高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ４０００ アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ４０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150826 高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ５０００ アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ５０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150828 高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ６０００ アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ６０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150830 高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ７０００ アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ７０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス
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高尺フェンス 0909150832 高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８０００ アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ８０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909150834 高尺フェンス アングル型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１００００ アングル型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１００００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155002 高尺フェンス コラム型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ４０００ コラム型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ４０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155004 高尺フェンス コラム型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ５０００ コラム型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ５０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155006 高尺フェンス コラム型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ６０００ コラム型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ６０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155008 高尺フェンス コラム型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ７０００ コラム型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ７０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155010 高尺フェンス コラム型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８０００ コラム型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ８０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155012 高尺フェンス コラム型 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１００００ コラム型　着色塗装 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１００００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155102 高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ４０００ コラム型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ４０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155104 高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ５０００ コラム型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ５０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155106 高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ６０００ コラム型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ６０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155108 高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ７０００ コラム型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ７０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155110 高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８０００ コラム型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ８０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155112 高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１００００ コラム型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　塗装　Ｈ１００００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155202 高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ４０００ コラム型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ４０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155204 高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ５０００ コラム型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ５０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155206 高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ６０００ コラム型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ６０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155208 高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ７０００ コラム型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ７０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス
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高尺フェンス 0909155210 高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８０００ コラム型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ８０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909155212 高尺フェンス コラム型 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１００００ コラム型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　塗装　Ｈ１００００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153024
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ４０００

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ４０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153026
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ５０００

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ５０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153028
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ６０００

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ６０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153030
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ７０００

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ７０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153032
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ８０００

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ８０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153034
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１００００

丸パイプ型　着色塗装 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１００００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153124
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ４０００

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ４０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153126
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ５０００

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ５０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153128
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ６０００

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ６０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153130
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ７０００

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ７０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153132
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ８０００

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ８０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153134
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１００００

丸パイプ型　着色塗装 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１００００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153524
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ４０００

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ４０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153526
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ５０００

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ５０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153528
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ６０００

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ６０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153530
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ７０００

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ７０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス
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高尺フェンス 0909153532
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ８０００

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ８０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153534
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１００００

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１００００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153624
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ４０００

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ４０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153626
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ５０００

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ５０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153628
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ６０００

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ６０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153630
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ７０００

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ７０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153632
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ８０００

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ８０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153634
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱
めっき Ｈ１００００

丸パイプ型　合成樹脂被覆 ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１００００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153824
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ４０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ４０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153826
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ５０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ５０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153828
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ６０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ６０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153830
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ７０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ７０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153832
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ８０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ８０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153834
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１００００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１００００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153924
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ４０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ４０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153926
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ５０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ５０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153928
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ６０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ６０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153930
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ７０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ７０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス
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高尺フェンス 0909153932
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ８０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ８０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909153934
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１００００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ６ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１００００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909154124
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ４０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ４０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909154126
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ５０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ５０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909154128
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ６０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ６０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909154130
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ７０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ７０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909154132
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ８０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ８０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909154134
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目４０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１００００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ４０ｍｍ　めっき　Ｈ１００００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909154224
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ４０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ４０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909154226
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ５０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ５０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909154228
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ６０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ６０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909154230
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ７０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ７０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909154232
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ８０００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ８０００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

高尺フェンス 0909154234
高尺フェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ７ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき
Ｈ１００００

丸パイプ型　亜鉛めっき　ＧＳ７ ５０ｍｍ　めっき　Ｈ１００００ ｍ 529 ○ ○ 0909 フェンス

ネットフェンス用門扉 3603015004
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開　Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８
００

アングル型　片開　Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２　塗装　Ｈ８００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015006
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開　Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ９
００

アングル型　片開　Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２　塗装　Ｈ９００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015008
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開　Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１
０００

アングル型　片開　Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２　塗装　Ｈ１０００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015018
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開　Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１
１００

アングル型　片開　Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２　塗装　Ｈ１１００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉
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ネットフェンス用門扉 3603015010
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開　Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１
２００

アングル型　片開　Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２　塗装　Ｈ１２００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015012
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開　Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１
５００

アングル型　片開　Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２　塗装　Ｈ１５００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015014
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開　Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１
８００

アングル型　片開　Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２　塗装　Ｈ１８００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015016
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開　Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２
０００

アングル型　片開　Ｗ－１０００ Ｖ－ＧＳ２　塗装　Ｈ２０００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015104
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ
８００

アングル型　片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ８００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015106
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ
９００

アングル型　片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ９００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015108
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ
１０００

アングル型　片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１０００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015118
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ
１１００

アングル型　片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１１００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015110
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ
１２００

アングル型　片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１２００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015112
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ
１５００

アングル型　片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１５００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015114
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ
１８００

アングル型　片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１８００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015116
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ
２０００

アングル型　片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ２０００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015204
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開　Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ８
００

アングル型　両開　Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２　塗装　Ｈ８００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015206
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開　Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ９
００

アングル型　両開　Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２　塗装　Ｈ９００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015208
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開　Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１
０００

アングル型　両開　Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２　塗装　Ｈ１０００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015218
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開　Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１
１００

アングル型　両開　Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２　塗装　Ｈ１１００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015210
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開　Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１
２００

アングル型　両開　Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２　塗装　Ｈ１２００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015212
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開　Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１
５００

アングル型　両開　Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２　塗装　Ｈ１５００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉
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ネットフェンス用門扉 3603015214
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開　Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ１
８００

アングル型　両開　Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２　塗装　Ｈ１８００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015216
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開　Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　塗装 Ｈ２
０００

アングル型　両開　Ｗ－２０００ Ｖ－ＧＳ２　塗装　Ｈ２０００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015304
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ
８００

アングル型　両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ８００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015306
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ
９００

アングル型　両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ９００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015308
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ
１０００

アングル型　両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１０００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015318
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ
１１００

アングル型　両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１１００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015310
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ
１２００

アングル型　両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１２００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015312
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ
１５００

アングル型　両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１５００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015314
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ
１８００

アングル型　両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１８００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603015316
ネットフェンス用門扉 アングル型 両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ 支柱　めっき Ｈ
２０００

アングル型　両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ２０００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603016004
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０
ｍｍ 支柱　めっき Ｈ８００

丸パイプ型　片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ８００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603016006
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０
ｍｍ 支柱　めっき Ｈ９００

丸パイプ型　片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ９００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603016008
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０
ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１０００

丸パイプ型　片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１０００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603016018
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０
ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１１００

丸パイプ型　片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１１００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603016010
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０
ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１２００

丸パイプ型　片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１２００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603016012
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０
ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１５００

丸パイプ型　片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１５００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603016014
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０
ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１８００

丸パイプ型　片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１８００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603016016
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０
ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２０００

丸パイプ型　片開　Ｗ－１０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ２０００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉
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ネットフェンス用門扉 3603016104
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０
ｍｍ 支柱　めっき Ｈ８００

丸パイプ型　両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ８００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603016106
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０
ｍｍ 支柱　めっき Ｈ９００

丸パイプ型　両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ９００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603016108
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０
ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１０００

丸パイプ型　両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１０００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603016118
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０
ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１１００

丸パイプ型　両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１１００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603016110
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０
ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１２００

丸パイプ型　両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１２００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603016112
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０
ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１５００

丸パイプ型　両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１５００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603016114
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０
ｍｍ 支柱　めっき Ｈ１８００

丸パイプ型　両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ１８００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603016116
ネットフェンス用門扉 丸パイプ型（セパレートタイプ） 両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５０
ｍｍ 支柱　めっき Ｈ２０００

丸パイプ型　両開　Ｗ－２０００ Ｚ－ＧＳ３　めっき　Ｈ２０００ 基 529 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030519 メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ６００ 朝日スチール工業 ＡＲ－ＭＳ　粉体塗装支柱 Ｈ６００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030520 メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＡＲ－ＭＳ　粉体塗装支柱 Ｈ８００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030521 メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＡＲ－ＭＳ　粉体塗装支柱 Ｈ９００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030522 メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＡＲ－ＭＳ　粉体塗装支柱 Ｈ１０００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030524 メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＡＲ－ＭＳ　粉体塗装支柱 Ｈ１２００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030526 メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＡＲ－ＭＳ　粉体塗装支柱 Ｈ１５００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030528 メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＡＲ－ＭＳ　粉体塗装支柱 Ｈ１８００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030530 メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＡＲ－ＭＳ　粉体塗装支柱 Ｈ２０００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030532 メッシュフェンス ＡＲ－ＭＳ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ３０００ 朝日スチール工業 ＡＲ－ＭＳ　粉体塗装支柱 Ｈ３０００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030518 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ６００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱 Ｈ６００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス
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メッシュフェンス―ブランド品― 0909030502 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱 Ｈ８００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030503 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱 Ｈ９００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030504 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱 Ｈ１０００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030506 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱 Ｈ１２００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030508 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱 Ｈ１５００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030510 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱 Ｈ１８００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030512 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱 Ｈ２０００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030514 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－５０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ３０００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－５０粉体塗装支柱 Ｈ３０００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030534 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ６００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱 Ｈ６００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030536 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱 Ｈ８００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030538 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱 Ｈ９００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030540 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱 Ｈ１０００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030542 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱 Ｈ１２００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030544 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱 Ｈ１５００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030546 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱 Ｈ１８００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030548 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱 Ｈ２０００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030516 メッシュフェンス ＵＮ（Ａ型）－４０ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ３０００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型）－４０粉体塗装支柱 Ｈ３０００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030550 メッシュフェンス ＦＭ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ６００ 朝日スチール工業 ＦＭ　粉体塗装支柱 Ｈ６００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス
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メッシュフェンス―ブランド品― 0909030552 メッシュフェンス ＦＭ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＦＭ　粉体塗装支柱 Ｈ８００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030554 メッシュフェンス ＦＭ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＦＭ　粉体塗装支柱 Ｈ９００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030556 メッシュフェンス ＦＭ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＦＭ　粉体塗装支柱 Ｈ１０００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030558 メッシュフェンス ＦＭ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＦＭ　粉体塗装支柱 Ｈ１２００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030560 メッシュフェンス ＦＭ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＦＭ　粉体塗装支柱 Ｈ１５００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030562 メッシュフェンス ＦＭ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＦＭ　粉体塗装支柱 Ｈ１８００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030564 メッシュフェンス ＦＭ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＦＭ　粉体塗装支柱 Ｈ２０００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909030566 メッシュフェンス ＦＭ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ３０００ 朝日スチール工業 ＦＭ　粉体塗装支柱 Ｈ３０００　朝日スチール ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036501 メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ６００ 三協アルミ ＰＹＤ－Ｇ　粉体塗装支柱 Ｈ６００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036502 メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ８００ 三協アルミ ＰＹＤ－Ｇ　粉体塗装支柱 Ｈ８００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036504 メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ９００ 三協アルミ ＰＹＤ－Ｇ　粉体塗装支柱 Ｈ９００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036506 メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１０００ 三協アルミ ＰＹＤ－Ｇ　粉体塗装支柱 Ｈ１０００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036508 メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１２００ 三協アルミ ＰＹＤ－Ｇ　粉体塗装支柱 Ｈ１２００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036510 メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１５００ 三協アルミ ＰＹＤ－Ｇ　粉体塗装支柱 Ｈ１５００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036512 メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１８００ 三協アルミ ＰＹＤ－Ｇ　粉体塗装支柱 Ｈ１８００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036514 メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ２０００ 三協アルミ ＰＹＤ－Ｇ　粉体塗装支柱 Ｈ２０００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036516 メッシュフェンス ＰＹＤ－Ｇ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ３０００ 三協アルミ ＰＹＤ－Ｇ　粉体塗装支柱 Ｈ３０００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036518 メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ６００ 三協アルミ ＰＹＤ－ＲＳ　粉体塗装支柱 Ｈ６００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス
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メッシュフェンス―ブランド品― 0909036520 メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ８００ 三協アルミ ＰＹＤ－ＲＳ　粉体塗装支柱 Ｈ８００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036522 メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ９００ 三協アルミ ＰＹＤ－ＲＳ　粉体塗装支柱 Ｈ９００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036524 メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１０００ 三協アルミ ＰＹＤ－ＲＳ　粉体塗装支柱 Ｈ１０００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036526 メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１２００ 三協アルミ ＰＹＤ－ＲＳ　粉体塗装支柱 Ｈ１２００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036528 メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１５００ 三協アルミ ＰＹＤ－ＲＳ　粉体塗装支柱 Ｈ１５００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036530 メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１８００ 三協アルミ ＰＹＤ－ＲＳ　粉体塗装支柱 Ｈ１８００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036532 メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ２０００ 三協アルミ ＰＹＤ－ＲＳ　粉体塗装支柱 Ｈ２０００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909036534 メッシュフェンス ＰＹＤ－ＲＳ 金網　樹脂塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ３０００ 三協アルミ ＰＹＤ－ＲＳ　粉体塗装支柱 Ｈ３０００　三協アルミ ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033048 メッシュフェンス ＦＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ６００ ＪＦＥ建材 ＦＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ６００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033050 メッシュフェンス ＦＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＦＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ８００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033002 メッシュフェンス ＦＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＦＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ９００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033003 メッシュフェンス ＦＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＦＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ１０００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033004 メッシュフェンス ＦＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＦＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ１２００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033006 メッシュフェンス ＦＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＦＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ１５００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033008 メッシュフェンス ＦＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＦＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ１８００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033009 メッシュフェンス ＦＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＦＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ２０００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033046 メッシュフェンス ＦＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ３０００ ＪＦＥ建材 ＦＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ３０００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033040 メッシュフェンス Ｊ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ６００ ＪＦＥ建材 Ｊ　樹脂塗装支柱 Ｈ６００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス
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メッシュフェンス―ブランド品― 0909033042 メッシュフェンス Ｊ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ８００ ＪＦＥ建材 Ｊ　樹脂塗装支柱 Ｈ８００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033044 メッシュフェンス Ｊ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ９００ ＪＦＥ建材 Ｊ　樹脂塗装支柱 Ｈ９００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033028 メッシュフェンス Ｊ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 Ｊ　樹脂塗装支柱 Ｈ１０００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033030 メッシュフェンス Ｊ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 Ｊ　樹脂塗装支柱 Ｈ１２００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033032 メッシュフェンス Ｊ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 Ｊ　樹脂塗装支柱 Ｈ１５００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033034 メッシュフェンス Ｊ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 Ｊ　樹脂塗装支柱 Ｈ１８００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033036 メッシュフェンス Ｊ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 Ｊ　樹脂塗装支柱 Ｈ２０００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033038 メッシュフェンス Ｊ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ３０００ ＪＦＥ建材 Ｊ　樹脂塗装支柱 Ｈ３０００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033054 メッシュフェンス ＮｅＯ－７ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ６００ ＪＦＥ建材 ＮｅＯ－７　樹脂塗装支柱 Ｈ６００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033056 メッシュフェンス ＮｅＯ－７ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＮｅＯ－７　樹脂塗装支柱 Ｈ８００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033058 メッシュフェンス ＮｅＯ－７ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＮｅＯ－７　樹脂塗装支柱 Ｈ９００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033015 メッシュフェンス ＮｅＯ－７ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＮｅＯ－７　樹脂塗装支柱 Ｈ１０００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033016 メッシュフェンス ＮｅＯ－７ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＮｅＯ－７　樹脂塗装支柱 Ｈ１２００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033018 メッシュフェンス ＮｅＯ－７ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＮｅＯ－７　樹脂塗装支柱 Ｈ１５００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033020 メッシュフェンス ＮｅＯ－７ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＮｅＯ－７　樹脂塗装支柱 Ｈ１８００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033021 メッシュフェンス ＮｅＯ－７ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＮｅＯ－７　樹脂塗装支柱 Ｈ２０００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033052 メッシュフェンス ＮｅＯ－７ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ３０００ ＪＦＥ建材 ＮｅＯ－７　樹脂塗装支柱 Ｈ３０００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033062 メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ６００ ＪＦＥ建材 ＮＥＲ－Ａ　樹脂塗装支柱 Ｈ６００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス
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メッシュフェンス―ブランド品― 0909033064 メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＮＥＲ－Ａ　樹脂塗装支柱 Ｈ８００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033066 メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＮＥＲ－Ａ　樹脂塗装支柱 Ｈ９００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033068 メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＮＥＲ－Ａ　樹脂塗装支柱 Ｈ１０００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033022 メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＮＥＲ－Ａ　樹脂塗装支柱 Ｈ１２００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033024 メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＮＥＲ－Ａ　樹脂塗装支柱 Ｈ１５００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033026 メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＮＥＲ－Ａ　樹脂塗装支柱 Ｈ１８００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033027 メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＮＥＲ－Ａ　樹脂塗装支柱 Ｈ２０００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033060 メッシュフェンス ＮＥＲ－Ａ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ３０００ ＪＦＥ建材 ＮＥＲ－Ａ　樹脂塗装支柱 Ｈ３０００　ＪＦＥ建材 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034559 メッシュフェンス Ｇ０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ６００ 積水樹脂 Ｇ０　樹脂塗装支柱 Ｈ６００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034560 メッシュフェンス Ｇ０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ８００ 積水樹脂 Ｇ０　樹脂塗装支柱 Ｈ８００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034561 メッシュフェンス Ｇ０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ９００ 積水樹脂 Ｇ０　樹脂塗装支柱 Ｈ９００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034562 メッシュフェンス Ｇ０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１０００ 積水樹脂 Ｇ０　樹脂塗装支柱 Ｈ１０００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034564 メッシュフェンス Ｇ０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１２００ 積水樹脂 Ｇ０　樹脂塗装支柱 Ｈ１２００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034566 メッシュフェンス Ｇ０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１５００ 積水樹脂 Ｇ０　樹脂塗装支柱 Ｈ１５００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034568 メッシュフェンス Ｇ０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１８００ 積水樹脂 Ｇ０　樹脂塗装支柱 Ｈ１８００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034570 メッシュフェンス Ｇ０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ２０００ 積水樹脂 Ｇ０　樹脂塗装支柱 Ｈ２０００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034572 メッシュフェンス Ｇ０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ３０００ 積水樹脂 Ｇ０　樹脂塗装支柱 Ｈ３０００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034499 メッシュフェンス Ｇ１０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ６００ 積水樹脂 Ｇ１０　樹脂塗装支柱 Ｈ６００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス
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メッシュフェンス―ブランド品― 0909034500 メッシュフェンス Ｇ１０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ８００ 積水樹脂 Ｇ１０　樹脂塗装支柱 Ｈ８００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034501 メッシュフェンス Ｇ１０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ９００ 積水樹脂 Ｇ１０　樹脂塗装支柱 Ｈ９００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034502 メッシュフェンス Ｇ１０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１０００ 積水樹脂 Ｇ１０　樹脂塗装支柱 Ｈ１０００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034504 メッシュフェンス Ｇ１０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１２００ 積水樹脂 Ｇ１０　樹脂塗装支柱 Ｈ１２００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034506 メッシュフェンス Ｇ１０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１５００ 積水樹脂 Ｇ１０　樹脂塗装支柱 Ｈ１５００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034508 メッシュフェンス Ｇ１０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１８００ 積水樹脂 Ｇ１０　樹脂塗装支柱 Ｈ１８００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034510 メッシュフェンス Ｇ１０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ２０００ 積水樹脂 Ｇ１０　樹脂塗装支柱 Ｈ２０００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034512 メッシュフェンス Ｇ１０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ３０００ 積水樹脂 Ｇ１０　樹脂塗装支柱 Ｈ３０００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034549 メッシュフェンス Ｇ２０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ６００ 積水樹脂 Ｇ２０　樹脂塗装支柱 Ｈ６００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034550 メッシュフェンス Ｇ２０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ８００ 積水樹脂 Ｇ２０　樹脂塗装支柱 Ｈ８００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034551 メッシュフェンス Ｇ２０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ９００ 積水樹脂 Ｇ２０　樹脂塗装支柱 Ｈ９００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034552 メッシュフェンス Ｇ２０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１０００ 積水樹脂 Ｇ２０　樹脂塗装支柱 Ｈ１０００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034554 メッシュフェンス Ｇ２０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１２００ 積水樹脂 Ｇ２０　樹脂塗装支柱 Ｈ１２００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034556 メッシュフェンス Ｇ２０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１５００ 積水樹脂 Ｇ２０　樹脂塗装支柱 Ｈ１５００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034558 メッシュフェンス Ｇ２０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１８００ 積水樹脂 Ｇ２０　樹脂塗装支柱 Ｈ１８００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034574 メッシュフェンス Ｇ２０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ２０００ 積水樹脂 Ｇ２０　樹脂塗装支柱 Ｈ２０００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034576 メッシュフェンス Ｇ２０ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ３０００ 積水樹脂 Ｇ２０　樹脂塗装支柱 Ｈ３０００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034578 メッシュフェンス Ｍ０ 金網　浸漬塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ６００ 積水樹脂 Ｍ０　粉体塗装支柱 Ｈ６００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス
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メッシュフェンス―ブランド品― 0909034580 メッシュフェンス Ｍ０ 金網　浸漬塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ８００ 積水樹脂 Ｍ０　粉体塗装支柱 Ｈ８００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034582 メッシュフェンス Ｍ０ 金網　浸漬塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ９００ 積水樹脂 Ｍ０　粉体塗装支柱 Ｈ９００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034584 メッシュフェンス Ｍ０ 金網　浸漬塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１０００ 積水樹脂 Ｍ０　粉体塗装支柱 Ｈ１０００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034586 メッシュフェンス Ｍ０ 金網　浸漬塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１２００ 積水樹脂 Ｍ０　粉体塗装支柱 Ｈ１２００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034588 メッシュフェンス Ｍ０ 金網　浸漬塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１５００ 積水樹脂 Ｍ０　粉体塗装支柱 Ｈ１５００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034590 メッシュフェンス Ｍ０ 金網　浸漬塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１８００ 積水樹脂 Ｍ０　粉体塗装支柱 Ｈ１８００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034592 メッシュフェンス Ｍ０ 金網　浸漬塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ２０００ 積水樹脂 Ｍ０　粉体塗装支柱 Ｈ２０００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909034594 メッシュフェンス Ｍ０ 金網　浸漬塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ３０００ 積水樹脂 Ｍ０　粉体塗装支柱 Ｈ３０００　積水樹脂 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909032500 メッシュフェンス Ｅ 金網　樹脂被覆 支柱　樹脂塗装 Ｈ６００ 東進建機 Ｅ　樹脂塗装支柱 Ｈ６００　東進建機 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909032501 メッシュフェンス Ｅ 金網　樹脂被覆 支柱　樹脂塗装 Ｈ８００ 東進建機 Ｅ　樹脂塗装支柱 Ｈ８００　東進建機 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909032502 メッシュフェンス Ｅ 金網　樹脂被覆 支柱　樹脂塗装 Ｈ９００ 東進建機 Ｅ　樹脂塗装支柱 Ｈ９００　東進建機 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909032504 メッシュフェンス Ｅ 金網　樹脂被覆 支柱　樹脂塗装 Ｈ１０００ 東進建機 Ｅ　樹脂塗装支柱 Ｈ１０００　東進建機 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909032506 メッシュフェンス Ｅ 金網　樹脂被覆 支柱　樹脂塗装 Ｈ１２００ 東進建機 Ｅ　樹脂塗装支柱 Ｈ１２００　東進建機 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909032508 メッシュフェンス Ｅ 金網　樹脂被覆 支柱　樹脂塗装 Ｈ１５００ 東進建機 Ｅ　樹脂塗装支柱 Ｈ１５００　東進建機 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909032510 メッシュフェンス Ｅ 金網　樹脂被覆 支柱　樹脂塗装 Ｈ１８００ 東進建機 Ｅ　樹脂塗装支柱 Ｈ１８００　東進建機 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909032512 メッシュフェンス Ｅ 金網　樹脂被覆 支柱　樹脂塗装 Ｈ２０００ 東進建機 Ｅ　樹脂塗装支柱 Ｈ２０００　東進建機 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909032514 メッシュフェンス Ｅ 金網　樹脂被覆 支柱　樹脂塗装 Ｈ３０００ 東進建機 Ｅ　樹脂塗装支柱 Ｈ３０００　東進建機 ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033501 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ６００ ニッケンフェンス＆メタル ＷＭ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ６００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス
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メッシュフェンス―ブランド品― 0909033503 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ８００ ニッケンフェンス＆メタル ＷＭ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ８００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033504 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ９００ ニッケンフェンス＆メタル ＷＭ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ９００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033505 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１０００ ニッケンフェンス＆メタル ＷＭ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ１０００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033506 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１２００ ニッケンフェンス＆メタル ＷＭ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ１２００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033508 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１５００ ニッケンフェンス＆メタル ＷＭ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ１５００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033522 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１８００ ニッケンフェンス＆メタル ＷＭ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ１８００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033509 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ２０００ ニッケンフェンス＆メタル ＷＭ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ２０００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033523 メッシュフェンス ＷＭ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ３０００ ニッケンフェンス＆メタル ＷＭ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ３０００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033534 メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ６００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱 Ｈ６００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033536 メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ８００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱 Ｈ８００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033538 メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ９００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱 Ｈ９００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033540 メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１０００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱 Ｈ１０００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033524 メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１２００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱 Ｈ１２００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033526 メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１５００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱 Ｈ１５００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033528 メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１８００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱 Ｈ１８００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033530 メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ２０００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱 Ｈ２０００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス―ブランド品― 0909033532 メッシュフェンス ＮＳＴＬ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ３０００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ　粉体塗装支柱 Ｈ３０００　ニッケンフェンス ｍ 530 ○ ○ 0909 フェンス

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012831 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ６００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉
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メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012832 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012833 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ９００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012834 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012814 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１２００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012835 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１５００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012816 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012836 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ２０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012837 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ３０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012841 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ６００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012842 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012843 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ９００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012844 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012818 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１２００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012845 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１５００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012820 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012846 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ２０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012847 メッシュフェンス用門扉 ＵＮ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００ 朝日スチール工業 ＵＮ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ３０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012851 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ６００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉
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メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012852 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012853 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ９００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012854 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012822 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１２００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012855 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１５００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012824 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012856 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ２０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012857 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 片開　Ｗ－１０００　Ｈ３０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012861 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ６００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012862 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012863 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ９００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012864 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012826 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１２００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012865 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１５００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012828 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012866 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ２０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603012867 メッシュフェンス用門扉 ＡＲ（Ａ型） 両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００ 朝日スチール工業 ＡＲ（Ａ型） 両開　Ｗ－２０００　Ｈ３０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014011 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ６００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉
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メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014012 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014013 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ９００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014014 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014002 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１２００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014015 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１５００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014016 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014017 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ２０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014018 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ３０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014021 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ６００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014022 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014023 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ９００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014024 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014004 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１２００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014025 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１５００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014026 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014027 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ２０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014028 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００ 三協アルミ ＰＹＭ－Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ３０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014031 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ６００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉
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メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014032 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014033 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ９００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014034 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014006 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１２００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014035 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１５００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014036 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014037 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ２０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014038 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ３０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014041 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ６００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014042 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014043 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ９００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014044 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014008 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１２００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014045 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１５００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014046 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014047 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ２０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603014048 メッシュフェンス用門扉 ＰＹＭ－ＲＳ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００ 丸型支柱 三協アルミ ＰＹＭ－ＲＳ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ３０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010821 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００ 積水樹脂 Ｇ１０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ６００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

1539 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010822 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００ 積水樹脂 Ｇ１０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010823 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００ 積水樹脂 Ｇ１０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ９００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010810 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００ 積水樹脂 Ｇ１０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010812 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００ 積水樹脂 Ｇ１０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１２００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010824 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００ 積水樹脂 Ｇ１０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１５００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010825 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００ 積水樹脂 Ｇ１０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010826 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００ 積水樹脂 Ｇ１０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ２０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010827 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００ 積水樹脂 Ｇ１０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ３０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010831 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００ 積水樹脂 Ｇ１０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ６００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010832 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ 積水樹脂 Ｇ１０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010833 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ 積水樹脂 Ｇ１０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ９００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010814 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ 積水樹脂 Ｇ１０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010816 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ 積水樹脂 Ｇ１０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１２００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010834 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ 積水樹脂 Ｇ１０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１５００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010835 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ 積水樹脂 Ｇ１０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010836 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ 積水樹脂 Ｇ１０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ２０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010837 メッシュフェンス用門扉 Ｇ１０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００ 積水樹脂 Ｇ１０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ３０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010841 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００ 積水樹脂 Ｇ２０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ６００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉
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メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010842 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００ 積水樹脂 Ｇ２０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010843 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００ 積水樹脂 Ｇ２０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ９００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010844 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００ 積水樹脂 Ｇ２０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010818 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００ 積水樹脂 Ｇ２０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１２００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010845 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００ 積水樹脂 Ｇ２０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１５００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010846 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００ 積水樹脂 Ｇ２０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010847 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００ 積水樹脂 Ｇ２０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ２０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010848 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００ 積水樹脂 Ｇ２０ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ３０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010851 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００ 積水樹脂 Ｇ２０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ６００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010852 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ 積水樹脂 Ｇ２０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010853 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ 積水樹脂 Ｇ２０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ９００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010854 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ 積水樹脂 Ｇ２０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010820 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ 積水樹脂 Ｇ２０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１２００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010855 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ 積水樹脂 Ｇ２０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１５００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010856 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ 積水樹脂 Ｇ２０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010857 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ 積水樹脂 Ｇ２０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ２０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603010858 メッシュフェンス用門扉 Ｇ２０ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００ 積水樹脂 Ｇ２０ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ３０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011830 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ６００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ６００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

1541 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011832 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011834 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ９００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011836 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011838 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１２００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011840 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１５００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011842 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011844 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ２０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011846 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ３０００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ３０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011848 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ６００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ６００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011850 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011852 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ９００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011854 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011856 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１２００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011858 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１５００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011860 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１８００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011862 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ２０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

メッシュフェンス用門扉―ブランド品― 3603011864 メッシュフェンス用門扉 ＮＳＴＬ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ３０００ ニッケンフェンス＆メタル ＮＳＴＬ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ３０００ 基 530 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス―ブランド品― 0909045001 格子フェンス ＰＷ－Ａ めっき・塗装 丸格子 Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ａ　丸格子 Ｈ８００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス
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格子フェンス―ブランド品― 0909045002 格子フェンス ＰＷ－Ａ めっき・塗装 丸格子 Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ａ　丸格子 Ｈ９００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045004 格子フェンス ＰＷ－Ａ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ａ　丸格子 Ｈ１０００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045006 格子フェンス ＰＷ－Ａ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ａ　丸格子 Ｈ１２００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045008 格子フェンス ＰＷ－Ａ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ａ　丸格子 Ｈ１５００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045016 格子フェンス ＰＷ－Ａ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ａ　丸格子 Ｈ１８００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045018 格子フェンス ＰＷ－Ａ めっき・塗装 丸格子 Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ａ　丸格子 Ｈ２０００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045024 格子フェンス ＰＷ－Ｒ めっき・塗装 丸格子 Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｒ　丸格子 Ｈ８００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045026 格子フェンス ＰＷ－Ｒ めっき・塗装 丸格子 Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｒ　丸格子 Ｈ９００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045028 格子フェンス ＰＷ－Ｒ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｒ　丸格子 Ｈ１０００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045030 格子フェンス ＰＷ－Ｒ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｒ　丸格子 Ｈ１２００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045032 格子フェンス ＰＷ－Ｒ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｒ　丸格子 Ｈ１５００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045034 格子フェンス ＰＷ－Ｒ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｒ　丸格子 Ｈ１８００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045036 格子フェンス ＰＷ－Ｒ めっき・塗装 丸格子 Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｒ　丸格子 Ｈ２０００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045038 格子フェンス ＰＷ－Ｍ めっき・塗装 丸格子 Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｍ　丸格子 Ｈ８００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045040 格子フェンス ＰＷ－Ｍ めっき・塗装 丸格子 Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｍ　丸格子 Ｈ９００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045042 格子フェンス ＰＷ－Ｍ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｍ　丸格子 Ｈ１０００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045044 格子フェンス ＰＷ－Ｍ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｍ　丸格子 Ｈ１２００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045046 格子フェンス ＰＷ－Ｍ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｍ　丸格子 Ｈ１５００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス
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格子フェンス―ブランド品― 0909045048 格子フェンス ＰＷ－Ｍ めっき・塗装 丸格子 Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｍ　丸格子 Ｈ１８００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045050 格子フェンス ＰＷ－Ｍ めっき・塗装 丸格子 Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｍ　丸格子 Ｈ２０００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045009 格子フェンス ＰＷ－Ｖ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｖ　角格子 Ｈ８００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045010 格子フェンス ＰＷ－Ｖ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｖ　角格子 Ｈ９００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045011 格子フェンス ＰＷ－Ｖ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｖ　角格子 Ｈ１０００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045012 格子フェンス ＰＷ－Ｖ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｖ　角格子 Ｈ１２００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045014 格子フェンス ＰＷ－Ｖ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｖ　角格子 Ｈ１５００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045020 格子フェンス ＰＷ－Ｖ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｖ　角格子 Ｈ１８００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045022 格子フェンス ＰＷ－Ｖ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＰＷ－Ｖ　角格子 Ｈ２０００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045052 格子フェンス ＰＳ－ＦＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＰＳ－ＦＢ　角格子 Ｈ８００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045054 格子フェンス ＰＳ－ＦＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＰＳ－ＦＢ　角格子 Ｈ９００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045056 格子フェンス ＰＳ－ＦＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＰＳ－ＦＢ　角格子 Ｈ１０００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045058 格子フェンス ＰＳ－ＦＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＰＳ－ＦＢ　角格子 Ｈ１２００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045060 格子フェンス ＰＳ－ＦＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＰＳ－ＦＢ　角格子 Ｈ１５００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045062 格子フェンス ＰＳ－ＦＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＰＳ－ＦＢ　角格子 Ｈ１８００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045064 格子フェンス ＰＳ－ＦＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＰＳ－ＦＢ　角格子 Ｈ２０００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045066 格子フェンス ＰＳ－ＫＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＰＳ－ＫＢ　角格子 Ｈ８００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045068 格子フェンス ＰＳ－ＫＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＰＳ－ＫＢ　角格子 Ｈ９００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス
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格子フェンス―ブランド品― 0909045070 格子フェンス ＰＳ－ＫＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＰＳ－ＫＢ　角格子 Ｈ１０００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045072 格子フェンス ＰＳ－ＫＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＰＳ－ＫＢ　角格子 Ｈ１２００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045074 格子フェンス ＰＳ－ＫＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＰＳ－ＫＢ　角格子 Ｈ１５００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045076 格子フェンス ＰＳ－ＫＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＰＳ－ＫＢ　角格子 Ｈ１８００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909045078 格子フェンス ＰＳ－ＫＢ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＰＳ－ＫＢ　角格子 Ｈ２０００　朝日スチール ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044001 格子フェンス ＳＰ－Ａ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－Ａ　角格子 Ｈ８００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044002 格子フェンス ＳＰ－Ａ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－Ａ　角格子 Ｈ９００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044003 格子フェンス ＳＰ－Ａ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－Ａ　角格子 Ｈ１０００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044004 格子フェンス ＳＰ－Ａ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－Ａ　角格子 Ｈ１２００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044006 格子フェンス ＳＰ－Ａ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－Ａ　角格子 Ｈ１５００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044008 格子フェンス ＳＰ－Ａ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－Ａ　角格子 Ｈ１８００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044009 格子フェンス ＳＰ－Ａ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－Ａ　角格子 Ｈ２０００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044079 格子フェンス ＳＰ－ＡＦ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－ＡＦ　角格子 Ｈ８００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044080 格子フェンス ＳＰ－ＡＦ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－ＡＦ　角格子 Ｈ９００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044081 格子フェンス ＳＰ－ＡＦ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－ＡＦ　角格子 Ｈ１０００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044082 格子フェンス ＳＰ－ＡＦ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－ＡＦ　角格子 Ｈ１２００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044084 格子フェンス ＳＰ－ＡＦ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－ＡＦ　角格子 Ｈ１５００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044086 格子フェンス ＳＰ－ＡＦ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－ＡＦ　角格子 Ｈ１８００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス
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格子フェンス―ブランド品― 0909044087 格子フェンス ＳＰ－ＡＦ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－ＡＦ　角格子 Ｈ２０００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044017 格子フェンス ＳＰ－Ｃ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－Ｃ　角格子 Ｈ８００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044018 格子フェンス ＳＰ－Ｃ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－Ｃ　角格子 Ｈ９００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044019 格子フェンス ＳＰ－Ｃ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－Ｃ　角格子 Ｈ１０００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044020 格子フェンス ＳＰ－Ｃ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－Ｃ　角格子 Ｈ１２００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044022 格子フェンス ＳＰ－Ｃ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－Ｃ　角格子 Ｈ１５００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044024 格子フェンス ＳＰ－Ｃ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－Ｃ　角格子 Ｈ１８００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044025 格子フェンス ＳＰ－Ｃ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－Ｃ　角格子 Ｈ２０００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044035 格子フェンス ＳＰ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－１　角格子 Ｈ８００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044036 格子フェンス ＳＰ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－１　角格子 Ｈ９００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044037 格子フェンス ＳＰ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－１　角格子 Ｈ１０００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044038 格子フェンス ＳＰ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－１　角格子 Ｈ１２００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044040 格子フェンス ＳＰ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－１　角格子 Ｈ１５００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044042 格子フェンス ＳＰ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－１　角格子 Ｈ１８００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044043 格子フェンス ＳＰ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－１　角格子 Ｈ２０００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044055 格子フェンス ＳＰ－３ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－３　角格子 Ｈ８００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044056 格子フェンス ＳＰ－３ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－３　角格子 Ｈ９００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044057 格子フェンス ＳＰ－３ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－３　角格子 Ｈ１０００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス
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格子フェンス―ブランド品― 0909044058 格子フェンス ＳＰ－３ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－３　角格子 Ｈ１２００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044060 格子フェンス ＳＰ－３ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－３　角格子 Ｈ１５００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044062 格子フェンス ＳＰ－３ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－３　角格子 Ｈ１８００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044063 格子フェンス ＳＰ－３ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－３　角格子 Ｈ２０００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044112 格子フェンス ＳＰ－ＡＳ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－ＡＳ　角格子 Ｈ８００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044114 格子フェンス ＳＰ－ＡＳ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－ＡＳ　角格子 Ｈ９００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044116 格子フェンス ＳＰ－ＡＳ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－ＡＳ　角格子 Ｈ１０００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044118 格子フェンス ＳＰ－ＡＳ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－ＡＳ　角格子 Ｈ１２００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044070 格子フェンス ＳＰ－ＡＳ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－ＡＳ　角格子 Ｈ１５００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044072 格子フェンス ＳＰ－ＡＳ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－ＡＳ　角格子 Ｈ１８００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044073 格子フェンス ＳＰ－ＡＳ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－ＡＳ　角格子 Ｈ２０００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044120 格子フェンス ＳＰ－１Ｓ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－１Ｓ　角格子 Ｈ８００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044122 格子フェンス ＳＰ－１Ｓ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－１Ｓ　角格子 Ｈ９００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044124 格子フェンス ＳＰ－１Ｓ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－１Ｓ　角格子 Ｈ１０００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044126 格子フェンス ＳＰ－１Ｓ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－１Ｓ　角格子 Ｈ１２００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044094 格子フェンス ＳＰ－１Ｓ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－１Ｓ　角格子 Ｈ１５００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044096 格子フェンス ＳＰ－１Ｓ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－１Ｓ　角格子 Ｈ１８００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909044097 格子フェンス ＳＰ－１Ｓ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＳＰ－１Ｓ　角格子 Ｈ２０００　ＪＦＥ建材 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス
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格子フェンス―ブランド品― 0909047030 格子フェンス ＥＴ１０ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ 積水樹脂 ＥＴ１０　角格子 Ｈ８００　積水樹脂 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909047032 格子フェンス ＥＴ１０ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ 積水樹脂 ＥＴ１０　角格子 Ｈ９００　積水樹脂 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909047034 格子フェンス ＥＴ１０ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ 積水樹脂 ＥＴ１０　角格子 Ｈ１０００　積水樹脂 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909047036 格子フェンス ＥＴ１０ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ 積水樹脂 ＥＴ１０　角格子 Ｈ１２００　積水樹脂 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909047038 格子フェンス ＥＴ１０ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ 積水樹脂 ＥＴ１０　角格子 Ｈ１５００　積水樹脂 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909047040 格子フェンス ＥＴ１０ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ 積水樹脂 ＥＴ１０　角格子 Ｈ１８００　積水樹脂 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909047042 格子フェンス ＥＴ１０ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ 積水樹脂 ＥＴ１０　角格子 Ｈ２０００　積水樹脂 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909047044 格子フェンス ＥＴ５０ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ 積水樹脂 ＥＴ５０　角格子 Ｈ８００　積水樹脂 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909047046 格子フェンス ＥＴ５０ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ 積水樹脂 ＥＴ５０　角格子 Ｈ９００　積水樹脂 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909047048 格子フェンス ＥＴ５０ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ 積水樹脂 ＥＴ５０　角格子 Ｈ１０００　積水樹脂 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909047050 格子フェンス ＥＴ５０ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ 積水樹脂 ＥＴ５０　角格子 Ｈ１２００　積水樹脂 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909047052 格子フェンス ＥＴ５０ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ 積水樹脂 ＥＴ５０　角格子 Ｈ１５００　積水樹脂 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909047054 格子フェンス ＥＴ５０ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ 積水樹脂 ＥＴ５０　角格子 Ｈ１８００　積水樹脂 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909047056 格子フェンス ＥＴ５０ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ 積水樹脂 ＥＴ５０　角格子 Ｈ２０００　積水樹脂 ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909046009 格子フェンス ＣＺ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ８００ ニッケンフェンス＆メタル ＣＺ－１　角格子 Ｈ８００　ニッケンフェンス ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909046010 格子フェンス ＣＺ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ９００ ニッケンフェンス＆メタル ＣＺ－１　角格子 Ｈ９００　ニッケンフェンス ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909046011 格子フェンス ＣＺ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ１０００ ニッケンフェンス＆メタル ＣＺ－１　角格子 Ｈ１０００　ニッケンフェンス ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909046012 格子フェンス ＣＺ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ１２００ ニッケンフェンス＆メタル ＣＺ－１　角格子 Ｈ１２００　ニッケンフェンス ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス
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格子フェンス―ブランド品― 0909046014 格子フェンス ＣＺ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ１５００ ニッケンフェンス＆メタル ＣＺ－１　角格子 Ｈ１５００　ニッケンフェンス ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909046016 格子フェンス ＣＺ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ１８００ ニッケンフェンス＆メタル ＣＺ－１　角格子 Ｈ１８００　ニッケンフェンス ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909046020 格子フェンス ＣＺ－１ めっき・塗装 角格子 Ｈ２０００ ニッケンフェンス＆メタル ＣＺ－１　角格子 Ｈ２０００　ニッケンフェンス ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909125012 格子フェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ ステンレス 丸格子 Ｈ８００ メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１　丸格子 Ｈ８００　メタルグラス ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909125014 格子フェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ ステンレス 丸格子 Ｈ９００ メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１　丸格子 Ｈ９００　メタルグラス ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909125008 格子フェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ ステンレス 丸格子 Ｈ１０００ メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１　丸格子 Ｈ１０００　メタルグラス ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909125010 格子フェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ ステンレス 丸格子 Ｈ１２００ メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１　丸格子 Ｈ１２００　メタルグラス ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909125016 格子フェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ ステンレス 丸格子 Ｈ１５００ メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１　丸格子 Ｈ１５００　メタルグラス ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909125018 格子フェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ ステンレス 丸格子 Ｈ１８００ メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１　丸格子 Ｈ１８００　メタルグラス ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909125020 格子フェンス Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ ステンレス 丸格子 Ｈ２０００ メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１　丸格子 Ｈ２０００　メタルグラス ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085044 格子フェンス ＡＦ－２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ８００ ＬＩＸＩＬ ＡＦ－２　角格子 Ｈ８００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085046 格子フェンス ＡＦ－２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ９００ ＬＩＸＩＬ ＡＦ－２　角格子 Ｈ９００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085048 格子フェンス ＡＦ－２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ１０００ ＬＩＸＩＬ ＡＦ－２　角格子 Ｈ１０００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085020 格子フェンス ＡＦ－２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ１２００ ＬＩＸＩＬ ＡＦ－２　角格子 Ｈ１２００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085050 格子フェンス ＡＦ－２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ１５００ ＬＩＸＩＬ ＡＦ－２　角格子 Ｈ１５００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085052 格子フェンス ＡＦ－２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ１８００ ＬＩＸＩＬ ＡＦ－２　角格子 Ｈ１８００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085054 格子フェンス ＡＦ－２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ２０００ ＬＩＸＩＬ ＡＦ－２　角格子 Ｈ２０００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085068 格子フェンス リーベンス２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ８００ ＬＩＸＩＬ リーベンス２　角格子 Ｈ８００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス
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格子フェンス―ブランド品― 0909085070 格子フェンス リーベンス２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ９００ ＬＩＸＩＬ リーベンス２　角格子 Ｈ９００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085072 格子フェンス リーベンス２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ１０００ ＬＩＸＩＬ リーベンス２　角格子 Ｈ１０００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085024 格子フェンス リーベンス２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ１２００ ＬＩＸＩＬ リーベンス２　角格子 Ｈ１２００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085074 格子フェンス リーベンス２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ１５００ ＬＩＸＩＬ リーベンス２　角格子 Ｈ１５００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085076 格子フェンス リーベンス２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ１８００ ＬＩＸＩＬ リーベンス２　角格子 Ｈ１８００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085078 格子フェンス リーベンス２ 電解着色塗装 角格子 Ｈ２０００ ＬＩＸＩＬ リーベンス２　角格子 Ｈ２０００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085080 格子フェンス ＡＦ－８ 電解着色塗装 角格子 Ｈ８００ ＬＩＸＩＬ ＡＦ－８　角格子 Ｈ８００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085082 格子フェンス ＡＦ－８ 電解着色塗装 角格子 Ｈ９００ ＬＩＸＩＬ ＡＦ－８　角格子 Ｈ９００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085084 格子フェンス ＡＦ－８ 電解着色塗装 角格子 Ｈ１０００ ＬＩＸＩＬ ＡＦ－８　角格子 Ｈ１０００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085026 格子フェンス ＡＦ－８ 電解着色塗装 角格子 Ｈ１２００ ＬＩＸＩＬ ＡＦ－８　角格子 Ｈ１２００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085086 格子フェンス ＡＦ－８ 電解着色塗装 角格子 Ｈ１５００ ＬＩＸＩＬ ＡＦ－８　角格子 Ｈ１５００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085088 格子フェンス ＡＦ－８ 電解着色塗装 角格子 Ｈ１８００ ＬＩＸＩＬ ＡＦ－８　角格子 Ｈ１８００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス―ブランド品― 0909085090 格子フェンス ＡＦ－８ 電解着色塗装 角格子 Ｈ２０００ ＬＩＸＩＬ ＡＦ－８　角格子 Ｈ２０００　ＬＩＸＩＬ ｍ 531 ○ ○ 0909 フェンス

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011474 格子フェンス用門扉 ＫＢ－１Ｇ 両開 Ｗ－１５００ Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＫＢ－１Ｇ 両開　Ｗ－１５００　Ｈ８００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011442 格子フェンス用門扉 ＫＢ－１Ｇ 両開 Ｗ－１５００ Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＫＢ－１Ｇ 両開　Ｗ－１５００　Ｈ９００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011476 格子フェンス用門扉 ＫＢ－１Ｇ 両開 Ｗ－１５００ Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＫＢ－１Ｇ 両開　Ｗ－１５００　Ｈ１０００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011444 格子フェンス用門扉 ＫＢ－１Ｇ 両開 Ｗ－１５００ Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＫＢ－１Ｇ 両開　Ｗ－１５００　Ｈ１２００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011446 格子フェンス用門扉 ＫＢ－１Ｇ 両開 Ｗ－１５００ Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＫＢ－１Ｇ 両開　Ｗ－１５００　Ｈ１５００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉
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格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011448 格子フェンス用門扉 ＫＢ－１Ｇ 両開 Ｗ－１５００ Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＫＢ－１Ｇ 両開　Ｗ－１５００　Ｈ１８００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011478 格子フェンス用門扉 ＫＢ－１Ｇ 両開 Ｗ－１５００ Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＫＢ－１Ｇ 両開　Ｗ－１５００　Ｈ２０００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011480 格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＫＢ－２Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ８００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011450 格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＫＢ－２Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ９００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011482 格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＫＢ－２Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１０００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011452 格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＫＢ－２Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１２００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011454 格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＫＢ－２Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１５００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011456 格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＫＢ－２Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１８００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011484 格子フェンス用門扉 ＫＢ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＫＢ－２Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ２０００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011486 格子フェンス用門扉 ＫＣ－１Ｇ 両開 Ｗ－１５００ Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＫＣ－１Ｇ 両開　Ｗ－１５００　Ｈ８００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011458 格子フェンス用門扉 ＫＣ－１Ｇ 両開 Ｗ－１５００ Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＫＣ－１Ｇ 両開　Ｗ－１５００　Ｈ９００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011488 格子フェンス用門扉 ＫＣ－１Ｇ 両開 Ｗ－１５００ Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＫＣ－１Ｇ 両開　Ｗ－１５００　Ｈ１０００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011460 格子フェンス用門扉 ＫＣ－１Ｇ 両開 Ｗ－１５００ Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＫＣ－１Ｇ 両開　Ｗ－１５００　Ｈ１２００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011462 格子フェンス用門扉 ＫＣ－１Ｇ 両開 Ｗ－１５００ Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＫＣ－１Ｇ 両開　Ｗ－１５００　Ｈ１５００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011464 格子フェンス用門扉 ＫＣ－１Ｇ 両開 Ｗ－１５００ Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＫＣ－１Ｇ 両開　Ｗ－１５００　Ｈ１８００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011490 格子フェンス用門扉 ＫＣ－１Ｇ 両開 Ｗ－１５００ Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＫＣ－１Ｇ 両開　Ｗ－１５００　Ｈ２０００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011492 格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＫＣ－２Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ８００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011466 格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＫＣ－２Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ９００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉
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格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011494 格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＫＣ－２Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１０００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011468 格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＫＣ－２Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１２００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011470 格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＫＣ－２Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１５００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011472 格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＫＣ－２Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１８００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011496 格子フェンス用門扉 ＫＣ－２Ｇ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＫＣ－２Ｇ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ２０００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011866 格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ ニッケンフェンス＆メタル ＢＺ－１型 両開　Ｗ－２０００　Ｈ８００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011868 格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ ニッケンフェンス＆メタル ＢＺ－１型 両開　Ｗ－２０００　Ｈ９００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011870 格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ ニッケンフェンス＆メタル ＢＺ－１型 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１０００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011872 格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ ニッケンフェンス＆メタル ＢＺ－１型 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１２００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011874 格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ ニッケンフェンス＆メタル ＢＺ－１型 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１５００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011876 格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ ニッケンフェンス＆メタル ＢＺ－１型 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１８００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603011878 格子フェンス用門扉 ＢＺ－１型 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ ニッケンフェンス＆メタル ＢＺ－１型 両開　Ｗ－２０００　Ｈ２０００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603012412 格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ８００ ステンレス メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ８００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603012414 格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ９００ ステンレス メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ９００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603012402 格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１０００ ステンレス メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１０００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603012404 格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１２００ ステンレス メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１２００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603012416 格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１５００ ステンレス メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１５００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603012418 格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ１８００ ステンレス メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ１８００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉
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格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603012420 格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開 Ｗ－１０００ Ｈ２０００ ステンレス メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 片開　Ｗ－１０００　Ｈ２０００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603012422 格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ８００ ステンレス メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ８００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603012424 格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ９００ ステンレス メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ９００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603012410 格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１０００ ステンレス メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１０００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603012406 格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１２００ ステンレス メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１２００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603012426 格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１５００ ステンレス メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１５００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603012428 格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ１８００ ステンレス メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ１８００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

格子フェンス用門扉―ブランド品― 3603012430 格子フェンス用門扉 Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開 Ｗ－２０００ Ｈ２０００ ステンレス メタルグラス・ジャパン Ｍ・Ｇ－ＳＦ－１０１ 両開　Ｗ－２０００　Ｈ２０００ 基 531 ○ ○ 3603 門扉

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909020501 エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ６００ 朝日スチール工業 ＥＮ－ＡＳ　樹脂塗装支柱 Ｈ６００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909020502 エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＥＮ－ＡＳ　樹脂塗装支柱 Ｈ８００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909020503 エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＥＮ－ＡＳ　樹脂塗装支柱 Ｈ９００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909020504 エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＥＮ－ＡＳ　樹脂塗装支柱 Ｈ１０００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909020506 エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＥＮ－ＡＳ　樹脂塗装支柱 Ｈ１２００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909020508 エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＥＮ－ＡＳ　樹脂塗装支柱 Ｈ１５００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909020510 エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＥＮ－ＡＳ　樹脂塗装支柱 Ｈ１８００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909020512 エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＥＮ－ＡＳ　樹脂塗装支柱 Ｈ２０００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909020514 エキスパンドフェンス ＥＮ－ＡＳ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ３０００ 朝日スチール工業 ＥＮ－ＡＳ　樹脂塗装支柱 Ｈ３０００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022026 エキスパンドフェンス ＸＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ６００ ＪＦＥ建材 ＸＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ６００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス
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エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022001 エキスパンドフェンス ＸＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＸＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ８００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022002 エキスパンドフェンス ＸＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＸＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ９００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022003 エキスパンドフェンス ＸＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＸＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ１０００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022004 エキスパンドフェンス ＸＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＸＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ１２００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022006 エキスパンドフェンス ＸＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＸＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ１５００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022008 エキスパンドフェンス ＸＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＸＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ１８００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022009 エキスパンドフェンス ＸＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＸＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ２０００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022028 エキスパンドフェンス ＸＦ 金網　樹脂塗装 支柱　樹脂塗装 Ｈ３０００ ＪＦＥ建材 ＸＦ　樹脂塗装支柱 Ｈ３０００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022016 エキスパンドフェンス ＮＸ 金網　樹脂塗装 支柱　めっき・塗装 Ｈ６００ ＪＦＥ建材 ＮＸ　めっき・塗装支柱 Ｈ６００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022018 エキスパンドフェンス ＮＸ 金網　樹脂塗装 支柱　めっき・塗装 Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＮＸ　めっき・塗装支柱 Ｈ８００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022020 エキスパンドフェンス ＮＸ 金網　樹脂塗装 支柱　めっき・塗装 Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＮＸ　めっき・塗装支柱 Ｈ９００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022010 エキスパンドフェンス ＮＸ 金網　樹脂塗装 支柱　めっき・塗装 Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＮＸ　めっき・塗装支柱 Ｈ１０００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022012 エキスパンドフェンス ＮＸ 金網　樹脂塗装 支柱　めっき・塗装 Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＮＸ　めっき・塗装支柱 Ｈ１２００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022014 エキスパンドフェンス ＮＸ 金網　樹脂塗装 支柱　めっき・塗装 Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＮＸ　めっき・塗装支柱 Ｈ１５００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022015 エキスパンドフェンス ＮＸ 金網　樹脂塗装 支柱　めっき・塗装 Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＮＸ　めっき・塗装支柱 Ｈ１８００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022022 エキスパンドフェンス ＮＸ 金網　樹脂塗装 支柱　めっき・塗装 Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＮＸ　めっき・塗装支柱 Ｈ２０００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022024 エキスパンドフェンス ＮＸ 金網　樹脂塗装 支柱　めっき・塗装 Ｈ３０００ ＪＦＥ建材 ＮＸ　めっき・塗装支柱 Ｈ３０００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022501 エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ６００ ニッケンフェンス＆メタル ＥＸ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ６００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス
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エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022503 エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ８００ ニッケンフェンス＆メタル ＥＸ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ８００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022504 エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ９００ ニッケンフェンス＆メタル ＥＸ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ９００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022528 エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１０００ ニッケンフェンス＆メタル ＥＸ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ１０００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022506 エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１２００ ニッケンフェンス＆メタル ＥＸ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ１２００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022508 エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１５００ ニッケンフェンス＆メタル ＥＸ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ１５００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022526 エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ１８００ ニッケンフェンス＆メタル ＥＸ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ１８００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022530 エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ２０００ ニッケンフェンス＆メタル ＥＸ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ２０００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

エキスパンドフェンス―ブランド品― 0909022532 エキスパンドフェンス ＥＸ－Ｋ 金網　粉体塗装 支柱　粉体塗装 Ｈ３０００ ニッケンフェンス＆メタル ＥＸ－Ｋ　粉体塗装支柱 Ｈ３０００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909135010 目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＡＭ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ Ｈ８００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909135012 目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＡＭ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ Ｈ９００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909135002 目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＡＭ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ Ｈ１０００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909135004 目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＡＭ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ Ｈ１２００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909135006 目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＡＭ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ Ｈ１５００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909135008 目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＡＭ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ Ｈ１８００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909135014 目かくしフェンス ＡＭ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＡＭ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ Ｈ２０００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909135016 目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ８００ 朝日スチール工業 ＸＷ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ Ｈ８００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909135018 目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ９００ 朝日スチール工業 ＸＷ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ Ｈ９００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909135020 目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ１０００ 朝日スチール工業 ＸＷ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ Ｈ１０００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス
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目かくしフェンス―ブランド品― 0909135022 目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ１２００ 朝日スチール工業 ＸＷ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ Ｈ１２００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909135024 目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ１５００ 朝日スチール工業 ＸＷ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ Ｈ１５００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909135026 目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ１８００ 朝日スチール工業 ＸＷ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ Ｈ１８００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909135028 目かくしフェンス ＸＷ－Ｍ めっき・塗装 ＸＡ Ｈ２０００ 朝日スチール工業 ＸＷ－Ｍ　めっき・塗装　ＸＡ Ｈ２０００　朝日スチール ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909130510 目かくしフェンス ＥＳ－１ 塗装 スリットレス Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＥＳ－１　塗装　スリットレス Ｈ８００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909130512 目かくしフェンス ＥＳ－１ 塗装 スリットレス Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＥＳ－１　塗装　スリットレス Ｈ９００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909130514 目かくしフェンス ＥＳ－１ 塗装 スリットレス Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＥＳ－１　塗装　スリットレス Ｈ１０００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909130516 目かくしフェンス ＥＳ－１ 塗装 スリットレス Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＥＳ－１　塗装　スリットレス Ｈ１２００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909130502 目かくしフェンス ＥＳ－１ 塗装 スリットレス Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＥＳ－１　塗装　スリットレス Ｈ１５００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909130504 目かくしフェンス ＥＳ－１ 塗装 スリットレス Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＥＳ－１　塗装　スリットレス Ｈ１８００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909130518 目かくしフェンス ＥＳ－１ 塗装 スリットレス Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＥＳ－１　塗装　スリットレス Ｈ２０００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909130520 目かくしフェンス ＥＳ－２ 塗装 スリット Ｈ８００ ＪＦＥ建材 ＥＳ－２　塗装　スリット Ｈ８００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909130522 目かくしフェンス ＥＳ－２ 塗装 スリット Ｈ９００ ＪＦＥ建材 ＥＳ－２　塗装　スリット Ｈ９００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909130524 目かくしフェンス ＥＳ－２ 塗装 スリット Ｈ１０００ ＪＦＥ建材 ＥＳ－２　塗装　スリット Ｈ１０００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909130526 目かくしフェンス ＥＳ－２ 塗装 スリット Ｈ１２００ ＪＦＥ建材 ＥＳ－２　塗装　スリット Ｈ１２００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909130506 目かくしフェンス ＥＳ－２ 塗装 スリット Ｈ１５００ ＪＦＥ建材 ＥＳ－２　塗装　スリット Ｈ１５００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909130508 目かくしフェンス ＥＳ－２ 塗装 スリット Ｈ１８００ ＪＦＥ建材 ＥＳ－２　塗装　スリット Ｈ１８００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909130528 目かくしフェンス ＥＳ－２ 塗装 スリット Ｈ２０００ ＪＦＥ建材 ＥＳ－２　塗装　スリット Ｈ２０００　ＪＦＥ建材 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス
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目かくしフェンス―ブランド品― 0909132016 目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ８００ 通風タイプ 積水樹脂 めかくし塀Ｖ型　粉体塗装 Ｈ８００　通風　積水 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909132018 目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ９００ 通風タイプ 積水樹脂 めかくし塀Ｖ型　粉体塗装 Ｈ９００　通風　積水 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909132020 目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ１０００ 通風タイプ 積水樹脂 めかくし塀Ｖ型　粉体塗装 Ｈ１０００　通風　積水 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909132022 目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ１２００ 通風タイプ 積水樹脂 めかくし塀Ｖ型　粉体塗装 Ｈ１２００　通風　積水 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909132024 目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ１５００ 通風タイプ 積水樹脂 めかくし塀Ｖ型　粉体塗装 Ｈ１５００　通風　積水 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909132026 目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ１８００ 通風タイプ 積水樹脂 めかくし塀Ｖ型　粉体塗装 Ｈ１８００　通風　積水 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909132028 目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ２０００ 通風タイプ 積水樹脂 めかくし塀Ｖ型　粉体塗装 Ｈ２０００　通風　積水 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909132030 目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ８００ 通風・高強度タイプ 積水樹脂 めかくし塀Ｖ型　粉体塗装 Ｈ８００　通風・高強度　積水 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909132032 目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ９００ 通風・高強度タイプ 積水樹脂 めかくし塀Ｖ型　粉体塗装 Ｈ９００　通風・高強度　積水 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909132034 目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ１０００ 通風・高強度タイプ 積水樹脂 めかくし塀Ｖ型　粉体塗装 Ｈ１０００　通風・高強度　積水 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909132036 目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ１２００ 通風・高強度タイプ 積水樹脂 めかくし塀Ｖ型　粉体塗装 Ｈ１２００　通風・高強度　積水 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909132038 目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ１５００ 通風・高強度タイプ 積水樹脂 めかくし塀Ｖ型　粉体塗装 Ｈ１５００　通風・高強度　積水 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909132040 目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ１８００ 通風・高強度タイプ 積水樹脂 めかくし塀Ｖ型　粉体塗装 Ｈ１８００　通風・高強度　積水 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909132042 目かくしフェンス めかくし塀Ｖ型 粉体塗装 Ｈ２０００ 通風・高強度タイプ 積水樹脂 めかくし塀Ｖ型　粉体塗装 Ｈ２０００　通風・高強度　積水 ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909134044 目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｃ Ｈ８００ ニッケンフェンス＆メタル ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｃ Ｈ８００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909134046 目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｃ Ｈ９００ ニッケンフェンス＆メタル ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｃ Ｈ９００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909134048 目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｃ Ｈ１０００ ニッケンフェンス＆メタル ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｃ Ｈ１０００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909134050 目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｃ Ｈ１２００ ニッケンフェンス＆メタル ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｃ Ｈ１２００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス
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目かくしフェンス―ブランド品― 0909134052 目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｃ Ｈ１５００ ニッケンフェンス＆メタル ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｃ Ｈ１５００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909134054 目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｃ Ｈ１８００ ニッケンフェンス＆メタル ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｃ Ｈ１８００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909134056 目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｃ Ｈ２０００ ニッケンフェンス＆メタル ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｃ Ｈ２０００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909134058 目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｓ Ｈ８００ ニッケンフェンス＆メタル ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｓ Ｈ８００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909134060 目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｓ Ｈ９００ ニッケンフェンス＆メタル ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｓ Ｈ９００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909134062 目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｓ Ｈ１０００ ニッケンフェンス＆メタル ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｓ Ｈ１０００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909134064 目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｓ Ｈ１２００ ニッケンフェンス＆メタル ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｓ Ｈ１２００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909134066 目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｓ Ｈ１５００ ニッケンフェンス＆メタル ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｓ Ｈ１５００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909134068 目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｓ Ｈ１８００ ニッケンフェンス＆メタル ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｓ Ｈ１８００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909134070 目かくしフェンス ＳＢフェンス耐震型 ＴＳ－Ｓ Ｈ２０００ ニッケンフェンス＆メタル ＳＢフェンス　耐震型　ＴＳ－Ｓ Ｈ２０００　ニッケンフェンス ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909131004 目かくしフェンス ミレーネ２ 電解着色塗装 Ｈ８００ ＬＩＸＩＬ ミレーネ２　電解着色塗装 Ｈ８００　ＬＩＸＩＬ ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909131006 目かくしフェンス ミレーネ２ 電解着色塗装 Ｈ９００ ＬＩＸＩＬ ミレーネ２　電解着色塗装 Ｈ９００　ＬＩＸＩＬ ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909131008 目かくしフェンス ミレーネ２ 電解着色塗装 Ｈ１０００ ＬＩＸＩＬ ミレーネ２　電解着色塗装 Ｈ１０００　ＬＩＸＩＬ ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909131002 目かくしフェンス ミレーネ２ 電解着色塗装 Ｈ１２００ ＬＩＸＩＬ ミレーネ２　電解着色塗装 Ｈ１２００　ＬＩＸＩＬ ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909131010 目かくしフェンス ミレーネ２ 電解着色塗装 Ｈ１５００ ＬＩＸＩＬ ミレーネ２　電解着色塗装 Ｈ１５００　ＬＩＸＩＬ ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909131012 目かくしフェンス ミレーネ２ 電解着色塗装 Ｈ１８００ ＬＩＸＩＬ ミレーネ２　電解着色塗装 Ｈ１８００　ＬＩＸＩＬ ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

目かくしフェンス―ブランド品― 0909131014 目かくしフェンス ミレーネ２ 電解着色塗装 Ｈ２０００ ＬＩＸＩＬ ミレーネ２　電解着色塗装 Ｈ２０００　ＬＩＸＩＬ ｍ 532 ○ ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909053502 防風柵（有孔折板６０タイプ） ＨＰ－２　Ｈ２０３５ 朝日スチール工業 防風柵 ＨＰ２有孔折板６０　Ｈ２０３５ ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス
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防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909053504 防風柵（有孔折板６０タイプ） ＨＰ－３　Ｈ３１３５ 朝日スチール工業 防風柵 ＨＰ３有孔折板６０　Ｈ３１３５ ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909053506 防風柵（有孔折板６０タイプ） ＨＰ－４　Ｈ４０１５ 朝日スチール工業 防風柵 ＨＰ４有孔折板６０　Ｈ４０１５ ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909053508 防風・防雪柵（エキスパンドタイプ） ＨＸ－２　Ｈ２０００ 朝日スチール工業 防風・防雪柵 ＨＸ２エキスパンド　Ｈ２０００ ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909053510 防風・防雪柵（エキスパンドタイプ） ＨＸ－３　Ｈ３０００ 朝日スチール工業 防風・防雪柵 ＨＸ３エキスパンド　Ｈ３０００ ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909053512 防風・防雪柵（エキスパンドタイプ） ＨＸ－４　Ｈ４０００ 朝日スチール工業 防風・防雪柵 ＨＸ４エキスパンド　Ｈ４０００ ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909052004 防風・防雪さく ＢＰ－２０Ｈ　Ｈ２，０００ｍｍ　Ｐ－３，０００ｍｍ 積水樹脂 防風・防雪さく ＢＰ－２０Ｈ　Ｈ２０００ ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909052002 防風・防雪さく ＢＰ－３０Ｈ　Ｈ３，０００ｍｍ　Ｐ－３，０００ｍｍ 積水樹脂 防風・防雪さく ＢＰ－３０Ｈ　Ｈ３０００ ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909054014 ＴＴＫ防雪（風）フェンス 自立型　Ｈ３，６００ｍｍ　Ｌ４，０００ｍｍ ＴＴＫ ＴＴＫ防雪（風）フェンス 自立型　Ｈ＝３６００ ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909054016 ＴＴＫ防雪（風）フェンス 地上収納型　Ｈ３，６００ｍｍ　Ｌ４，０００ｍｍ ＴＴＫ ＴＴＫ防雪（風）フェンス 地上収納型　Ｈ＝３６００ ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909057008 防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ） ＮＣＨ－２００　カサネ張９段 ニッケンフェンス＆メタル 防風・防雪柵 ＮＣＨ２００有孔折板６０　９段 ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909057010 防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ） ＮＣＨ－３００　カサネ張１４段 ニッケンフェンス＆メタル 防風・防雪柵 ＮＣＨ３００有折板６０　１４段 ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909057012 防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ） ＮＣＨ－５００　カサネ張２３段 ニッケンフェンス＆メタル 防風・防雪柵 ＮＣＨ５００有折板６０　２３段 ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909056002 防風・防雪・防砂さく（有孔折板６０タイプ） ＤＰＨ－２００　７段　スカシ張り　独立柱 日本パーツセンター 防風・防砂・防雪さく ＤＰＨ２００有孔折板６０　７段 ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909056004 防風・防雪・防砂さく（有孔折板６０タイプ） ＤＰＨ－３００　１１段　スカシ張り　独立柱 日本パーツセンター 防風・防砂・防雪さく ＤＰＨ３００有折板６０　１１段 ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909056006 防風・防雪・防砂さく（有孔折板６０タイプ） ＤＰＨ－５００　１８段　スカシ張り　独立柱 日本パーツセンター 防風・防砂・防雪さく ＤＰＨ５００有折板６０　１８段 ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909116002 防球ネット Ｓ・Ｐ防球フェンスⅢ型 Ｈ５ｍ　カラーハガネφ１．８ｍｍ×４０ｍｍ 朝日スチール工業 Ｓ・Ｐ防球フェンス３型 Ｈ５ｍ　朝日スチール ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909116004 防球ネット Ｓ・Ｐ防球フェンスⅢ型 Ｈ６ｍ　カラーハガネφ１．８ｍｍ×４０ｍｍ 朝日スチール工業 Ｓ・Ｐ防球フェンス３型 Ｈ６ｍ　朝日スチール ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909116008 防球ネット Ｓ・Ｐ防球フェンスⅢ型 Ｈ８ｍ　カラーハガネφ１．８ｍｍ×４０ｍｍ 朝日スチール工業 Ｓ・Ｐ防球フェンス３型 Ｈ８ｍ　朝日スチール ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス
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防球ネット―ブランド品― 0909116006 防球ネット Ｓ・Ｐ防球フェンスⅢ型 Ｈ１０ｍ　カラーハガネφ１．８ｍｍ×４０ｍｍ 朝日スチール工業 Ｓ・Ｐ防球フェンス３型 Ｈ１０ｍ　朝日スチール ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909116010 防球ネット Ｓ・Ｐ防球フェンスⅢ型 Ｈ１３ｍ　カラーハガネφ１．８ｍｍ×４０ｍｍ 朝日スチール工業 Ｓ・Ｐ防球フェンス３型 Ｈ１３ｍ　朝日スチール ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909116012 防球ネット Ｓ・Ｐ防球フェンスⅢ型 Ｈ１４．７ｍ　カラーハガネφ１．８ｍｍ×４０ｍｍ 朝日スチール工業 Ｓ・Ｐ防球フェンス３型 Ｈ１４．７ｍ　朝日スチール ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909111026 防球ネット アサヒ式グランド防球ネット Ｈ５ｍ アサヒネット工業 アサヒ式グランド防球ネット Ｈ５ｍ　アサヒネット ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909111028 防球ネット アサヒ式グランド防球ネット Ｈ６ｍ アサヒネット工業 アサヒ式グランド防球ネット Ｈ６ｍ　アサヒネット ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909111030 防球ネット アサヒ式グランド防球ネット Ｈ８ｍ アサヒネット工業 アサヒ式グランド防球ネット Ｈ８ｍ　アサヒネット ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909111032 防球ネット アサヒ式グランド防球ネット Ｈ１０ｍ アサヒネット工業 アサヒ式グランド防球ネット Ｈ１０ｍ　アサヒネット ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909111034 防球ネット アサヒ式グランド防球ネット Ｈ１２ｍ アサヒネット工業 アサヒ式グランド防球ネット Ｈ１２ｍ　アサヒネット ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909111036 防球ネット アサヒ式グランド防球ネット Ｈ１３ｍ アサヒネット工業 アサヒ式グランド防球ネット Ｈ１３ｍ　アサヒネット ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909111038 防球ネット アサヒ式グランド防球ネット Ｈ１５ｍ アサヒネット工業 アサヒ式グランド防球ネット Ｈ１５ｍ　アサヒネット ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909118002 防球ネット 防球フェンス ＦＳ－ＡＰ型　Ｈ５００ ＪＦＥ建材 防球フェンス ＦＳ－ＡＰ型　Ｈ５００　ＪＦＥ ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909118004 防球ネット 防球フェンス ＦＳ－ＡＰ型　Ｈ６００ ＪＦＥ建材 防球フェンス ＦＳ－ＡＰ型　Ｈ６００　ＪＦＥ ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909118008 防球ネット 防球フェンス ＦＳ－ＡＰ型　Ｈ７００ ＪＦＥ建材 防球フェンス ＦＳ－ＡＰ型　Ｈ７００　ＪＦＥ ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909118010 防球ネット 防球フェンス ＦＳ－ＡＰ型　Ｈ８００ ＪＦＥ建材 防球フェンス ＦＳ－ＡＰ型　Ｈ８００　ＪＦＥ ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909118012 防球ネット 防球フェンス ＦＳ－ＡＰ型　Ｈ９００ ＪＦＥ建材 防球フェンス ＦＳ－ＡＰ型　Ｈ９００　ＪＦＥ ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909118006 防球ネット 防球フェンス ＦＳ－ＡＰ型　Ｈ１，０００ ＪＦＥ建材 防球フェンス ＦＳ－ＡＰ型　Ｈ１０００ＪＦＥ ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909112010 防球ネット ＳＳ防球ネット Ｈ６ｍ　固定式 清立商工 ＳＳ防球ネット Ｈ６ｍ　固定式　清立商工 ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909112012 防球ネット ＳＳ防球ネット Ｈ８ｍ　固定式 清立商工 ＳＳ防球ネット Ｈ８ｍ　固定式　清立商工 ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス
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防球ネット―ブランド品― 0909112014 防球ネット ＳＳ防球ネット Ｈ１０ｍ　固定式 清立商工 ＳＳ防球ネット Ｈ１０ｍ　固定式　清立商工 ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

防球ネット―ブランド品― 0909112016 防球ネット ＳＳ防球ネット Ｈ１２ｍ　固定式 清立商工 ＳＳ防球ネット Ｈ１２ｍ　固定式　清立商工 ｍ 533 ○ ○ 0909 フェンス

フェンス用ブロック 0909160010 フェンス用ブロック １８ｃｍ×１８ｃｍ×４５ｃｍ ２７ｋｇ フェンス用ブロック １８×１８×４５ｃｍ 個 533 ○ ○ 0909 フェンス

フェンス用ブロック 0909160020 フェンス用ブロック １８ｃｍ×５５ｃｍ×４５ｃｍ ７９ｋｇ フェンス用ブロック １８×５５×４５ｃｍ 個 533 ○ ○ 0909 フェンス

フェンス用ブロック 0909160030 フェンス用ブロック ２０ｃｍ×２０ｃｍ×４５ｃｍ ３５ｋｇ フェンス用ブロック ２０×２０×４５ｃｍ 個 533 ○ ○ 0909 フェンス

フェンス用ブロック 0909160040 フェンス用ブロック ２０ｃｍ×６０ｃｍ×４５ｃｍ １０３ｋｇ フェンス用ブロック ２０×６０×４５ｃｍ 個 533 ○ ○ 0909 フェンス

フェンス用ブロック 0909160050 フェンス用ブロック ３０ｃｍ×３０ｃｍ×５０ｃｍ ８３ｋｇ フェンス用ブロック ３０×３０×５０ｃｍ 個 533 ○ ○ 0909 フェンス

大型引戸―ブランド品― 3603012868 片開引戸 ＡＲ－Ａ１５００（スチール）　幅５，０００ｍｍ×高１，５００ｍｍ　スチールレール 朝日スチール工業 片開引戸 ＡＲ－Ａ１５００　スチール セット 534 ○ ○ 3603 門扉

大型引戸―ブランド品― 3603012870 片開引戸 ＰＣ－Ａ１５００（スチール）　幅５，０００ｍｍ×高１，５００ｍｍ　スチールレール 朝日スチール工業 片開引戸 ＰＣ－Ａ１５００　スチール セット 534 ○ ○ 3603 門扉

大型引戸―ブランド品― 3603012872
片開引戸 ＰＳ－ＦＣ１５００（スチール）　幅５，０００ｍｍ×高１，５００ｍｍ　スチールレール 朝日スチール工
業

片開引戸 ＰＳ－ＦＣ１５００　スチール セット 534 ○ ○ 3603 門扉

大型引戸―ブランド品― 3603012874 片開引戸 ＵＮ－Ａ１５００（スチール）　幅５，０００ｍｍ×高１，５００ｍｍ　スチールレール 朝日スチール工業 片開引戸 ＵＮ－Ａ１５００　スチール セット 534 ○ ○ 3603 門扉

大型引戸―ブランド品― 3603010442 大型引戸 ＮＰＬＡ１－５Ｓ（アルミ）　幅６，４２３ｍｍ×高１，４００ｍｍ　ノンレール 四国化成工業 大型引戸 ＮＰＬＡ１－５Ｓ　アルミ セット 534 ○ ○ 3603 門扉

大型引戸―ブランド品― 3603010452 大型引戸 ＳＡ１－６Ｓ（アルミ）　幅６，４３５ｍｍ×高１，６００ｍｍ　スチールレール 四国化成工業 大型引戸 ＳＡ１－６Ｓ　アルミ セット 534 ○ ○ 3603 門扉

大型引戸―ブランド品― 3603010454 大型引戸 ＵＬＡ１－４Ｓ（アルミ）　幅４，１２６ｍｍ×高１，２００ｍｍ　スチールレール 四国化成工業 大型引戸 ＵＬＡ１－４Ｓ　アルミ セット 534 ○ ○ 3603 門扉

大型引戸―ブランド品― 3603011623 ノンレール引戸 ＮＨ（スチール）　幅５，０００ｍｍ×高１，６００ｍｍ　ノンレール ＬＩＸＩＬ ノンレール引戸 ＮＨ　スチール　Ｗ５０００ セット 534 ○ ○ 3603 門扉

大型引戸―ブランド品― 3603011631 ノンレール引戸 ＮＴＨ（ステンレス）　幅５，０００ｍｍ×高１，６００ｍｍ　ノンレール ＬＩＸＩＬ ノンレール引戸 ＮＴＨ　ステンレス　Ｗ５０００ セット 534 ○ ○ 3603 門扉

大型引戸―ブランド品― 3603011634 ノンレール引戸 ラングベールＡ（アルミ）　幅４，０００ｍｍ×高１，４００ｍｍ　ノンレール ＬＩＸＩＬ ノンレール引戸 ラングベールＡアルミＷ４０００ セット 534 ○ ○ 3603 門扉

大型引戸―ブランド品― 3603011692 大型複連引戸 アペリードＡＬ型（アルミ）　３－７５－１４　スチールレール ＬＩＸＩＬ 大型複連引戸　アペリードＡＬ型 アルミ　３－７５－１４ セット 534 ○ ○ 3603 門扉
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大型引戸―ブランド品― 3603011652 大型複連引戸 アペリードＳＴ型（ステンレス）　３－７５－１４　スチールレール ＬＩＸＩＬ 大型複連引戸　アペリードＳＴ型 ステンレス　３－７５－１４ セット 534 ○ ○ 3603 門扉

大型引戸―ブランド品― 3603011654 アルミ台車引戸 ジャンボスライドＡＬ型Ｂタイプ　４０－１４　スチールレール ＬＩＸＩＬ アルミ台車引戸 ジャンボスライドＡＬ型Ｂタイプ セット 534 ○ ○ 3603 門扉

大型引戸―ブランド品― 3603011656 アルミ台車引戸 ジャンボスライドＡＬ型Ｃタイプ　６０－１４　スチールレール ＬＩＸＩＬ アルミ台車引戸 ジャンボスライドＡＬ型Ｃタイプ セット 534 ○ ○ 3603 門扉

大型引戸―ブランド品― 3603014202
大型引戸式門扉 ＨＡ４０－１０（スチール）　幅４，０００ｍｍ×高１，０００ｍｍ　ノンレール 日本パーツセン
ター

大型引戸式門扉　ＨＡ４０－１０ スチール　４０００×１０００ セット 534 ○ ○ 3603 門扉

大型引戸―ブランド品― 3603014204
大型引戸式門扉 ＨＡ４０－１３（スチール）　幅４，０００ｍｍ×高１，３００ｍｍ　ノンレール 日本パーツセン
ター

大型引戸式門扉　ＨＡ４０－１３ スチール　４０００×１３００ セット 534 ○ ○ 3603 門扉

伸縮門扉―ブランド品― 3603010426
大型アコーディオン門扉 ＡＬＸＦ１４－７２５Ｓ（アルミ）　幅７，２９５ｍｍ×高１，４００ｍｍ　スチールレール
四国化成工業

大型アコーディオン門扉 ＡＬＸＦ１４－７２５Ｓ　アルミ セット 534 ○ ○ 3603 門扉

伸縮門扉―ブランド品― 3603010428
大型アコーディオン門扉 ＡＵＸＦ１２－６８５Ｓ（アルミ）　幅６，８８５ｍｍ×高１，２００ｍｍ　スチールレール
四国化成工業

大型アコーディオン門扉 ＡＵＸＦ１２－６８５Ｓ　アルミ セット 534 ○ ○ 3603 門扉

伸縮門扉―ブランド品― 3603010430
大型アコーディオン門扉 ＡＲ１６－７３０Ｓ（アルミ）　幅７，３２０ｍｍ×高１，６００ｍｍ　スチールレール 四
国化成工業

大型アコーディオン門扉 ＡＲ１６－７３０Ｓ　アルミ セット 534 ○ ○ 3603 門扉

伸縮門扉―ブランド品― 3603010450
アコーディオン門扉 ＮＨＧ－３２０Ｓ（アルミ）　幅３，２４５ｍｍ×高１，２５０ｍｍ　アルミレール 四国化成工
業

アコーディオン門扉 ＮＨＧ－３２０Ｓ　アルミ セット 534 ○ ○ 3603 門扉

伸縮門扉―ブランド品― 3603010604 大型伸縮門扉 Ｃ－１型（スチール）　Ｈ－１，５００ｍｍ　スチールレール 信興産業 大型伸縮門扉 Ｃ－１型　スチール　Ｈ１５００ ｍ 534 ○ ○ 3603 門扉

伸縮門扉―ブランド品― 3603010606 大型伸縮門扉 Ｃ－１型（スチール）　Ｈ－１，８００ｍｍ　スチールレール 信興産業 大型伸縮門扉 Ｃ－１型　スチール　Ｈ１８００ ｍ 534 ○ ○ 3603 門扉

伸縮門扉―ブランド品― 3603010614 大型伸縮門扉 Ｃ－１型（スチール）　Ｈ－２，０００ｍｍ　スチールレール 信興産業 大型伸縮門扉 Ｃ－１型　スチール　Ｈ２０００ ｍ 534 ○ ○ 3603 門扉

伸縮門扉―ブランド品― 3603010610 大型伸縮門扉 Ｃ－２型（スチール）　Ｈ－１，５００ｍｍ　スチールレール 信興産業 大型伸縮門扉 Ｃ－２型　スチール　Ｈ１５００ ｍ 534 ○ ○ 3603 門扉

伸縮門扉―ブランド品― 3603010612 大型伸縮門扉 Ｃ－２型（スチール）　Ｈ－１，８００ｍｍ　スチールレール 信興産業 大型伸縮門扉 Ｃ－２型　スチール　Ｈ１８００ ｍ 534 ○ ○ 3603 門扉

伸縮門扉―ブランド品― 3603010616 大型伸縮門扉 Ｃ－２型（スチール）　Ｈ－２，０００ｍｍ　スチールレール 信興産業 大型伸縮門扉 Ｃ－２型　スチール　Ｈ２０００ ｍ 534 ○ ○ 3603 門扉

伸縮門扉―ブランド品― 3603010618 大型伸縮門扉 ＣＳ型（スチール）　Ｈ－２，５００ｍｍ　スチールレール 信興産業 大型伸縮門扉 ＣＳ型　スチール　Ｈ２５００ ｍ 534 ○ ○ 3603 門扉

大型門扉―ブランド品― 3603011644 アルミ大型門扉 ＪＭ１型　幅４，０００ｍｍ×高１，６００ｍｍ　ブレース ＬＩＸＩＬ アルミ大型門扉 ＪＭ１型　Ｗ４０００ セット 534 ○ ○ 3603 門扉

フェンス用鋼管基礎 0909170028 フェンス用鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×５００ｍｍ ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき フェンス用鋼管基礎 径１０１．６×３．２×５００ 本 535 ○ ○ 0909 フェンス
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フェンス用鋼管基礎 0909170027 フェンス用鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×６００ｍｍ ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき フェンス用鋼管基礎 径１０１．６×３．２×６００ 本 535 ○ ○ 0909 フェンス

フェンス用鋼管基礎 0909170026 フェンス用鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×７００ｍｍ ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき フェンス用鋼管基礎 径１０１．６×３．２×７００ 本 535 ○ ○ 0909 フェンス

フェンス用鋼管基礎 0909170025 フェンス用鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×８００ｍｍ ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき フェンス用鋼管基礎 径１０１．６×３．２×８００ 本 535 ○ ○ 0909 フェンス

フェンス用鋼管基礎 0909170024 フェンス用鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×９００ｍｍ ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき フェンス用鋼管基礎 径１０１．６×３．２×９００ 本 535 ○ ○ 0909 フェンス

フェンス用鋼管基礎 0909170023 フェンス用鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×１，０００ｍｍ ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき フェンス用鋼管基礎 径１０１．６×３．２×１０００ 本 535 ○ ○ 0909 フェンス

フェンス用鋼管基礎 0909170029 フェンス用鋼管基礎 φ１０１．６×３．２×１，０５０ｍｍ ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき フェンス用鋼管基礎 径１０１．６×３．２×１０５０ 本 535 ○ ○ 0909 フェンス

フェンス用鋼管基礎 0909170016 フェンス用鋼管基礎 φ１１４．３×３．５×５００ｍｍ ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき フェンス用鋼管基礎 径１１４．３×３．５×５００ 本 535 ○ ○ 0909 フェンス

フェンス用鋼管基礎 0909170030 フェンス用鋼管基礎 φ１１４．３×３．５×６００ｍｍ ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき フェンス用鋼管基礎 径１１４．３×３．５×６００ 本 535 ○ ○ 0909 フェンス

フェンス用鋼管基礎 0909170031 フェンス用鋼管基礎 φ１１４．３×３．５×７００ｍｍ ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき フェンス用鋼管基礎 径１１４．３×３．５×７００ 本 535 ○ ○ 0909 フェンス

フェンス用鋼管基礎 0909170032 フェンス用鋼管基礎 φ１１４．３×３．５×８００ｍｍ ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき フェンス用鋼管基礎 径１１４．３×３．５×８００ 本 535 ○ ○ 0909 フェンス

フェンス用鋼管基礎 0909170033 フェンス用鋼管基礎 φ１１４．３×３．５×９００ｍｍ ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき フェンス用鋼管基礎 径１１４．３×３．５×９００ 本 535 ○ ○ 0909 フェンス

フェンス用鋼管基礎 0909170015 フェンス用鋼管基礎 φ１１４．３×３．５×１，０００ｍｍ ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき フェンス用鋼管基礎 径１１４．３×３．５×１０００ 本 535 ○ ○ 0909 フェンス

組立車庫―ブランド品― 3601013245
組立車庫 アール・タイプ（アルミ製・ポリカーボネート屋根） レイナポートグランＨＣＳ－Ｒ ５１－２７Ｈ　カーム
ブラック 幅２，７００ｍｍ×長５，０５２ｍｍ×高２，３５５ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ

レイナポートグラン 組立車庫　ＨＣＳ－Ｒ セット 535 ○ ○ 3601 車庫

組立車庫―ブランド品― 3601013250
組立車庫 アール・タイプ（アルミ製・ポリカーボネート屋根） レイナキャップポートグランＨＣＳ－Ｐ ５１－２７Ｈ
垂れ下がり付き　カームブラック 幅２，７０２ｍｍ×長５，０５２ｍｍ×高２，３５５ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ

レイナキャップポートグラン 組立車庫　ＨＣＳ－Ｐ セット 535 ○ ○ 3601 車庫

組立車庫―ブランド品― 3601014010
組立車庫 両側支持タイプ（アルミ製・ポリカーボネート屋根） レイナツインポートグランＨＣＤ－Ｗ ５１－５４Ｈ
２台用　カームブラック 幅５，３９２ｍｍ×長５，０５２ｍｍ×高２，３５５ｍｍ ＹＫＫ　ＡＰ

レイナツインポートグラン 組立車庫　ＨＣＤ－Ｗ セット 535 ○ ○ 3601 車庫

組立車庫―ブランド品― 3601014015
組立車庫 両側支持タイプ（アルミ製・ポリカーボネート屋根） レイナツインポートグランＨＣＤ－Ｗ ５１－５４Ｈ
２台用　カームブラック　熱線遮断ポリカーボネート板 幅５，３９２ｍｍ×長５，０５２ｍｍ×高２，３５５ｍｍ Ｙ
ＫＫ　ＡＰ

レイナツインポートグラン 組立車庫　ＨＣＤ－Ｗ　熱線遮断 セット 535 ○ ○ 3601 車庫

ボックスガレージ―ブランド品― 3601031025
ボックスガレージ ＡＲＣ－Ⅰ型 土被り１．０ｍ以内 積載荷重３，０００ｋｇ／ｍ２ 内幅３，０００ｍｍ 内長５，５
００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 旭コンクリート工業

ボックスガレージ ＡＲＣ－１型　旭コンクリート 基 535 ○ ○ 3601 車庫

ボックスガレージ―ブランド品― 3601031030
ボックスガレージ ＡＲＣ－Ⅱ型 土被り２．０ｍ以内 積載荷重４，８００ｋｇ／ｍ２ 内幅３，０００ｍｍ 内長５，５
００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 旭コンクリート工業

ボックスガレージ ＡＲＣ－２型　旭コンクリート 基 535 ○ ○ 3601 車庫
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ボックスガレージ―ブランド品― 3601031035
ボックスガレージ ＡＲＣ－Ⅲ型 土被り３．０ｍ以内 積載荷重６，６００ｋｇ／ｍ２ 内幅３，０００ｍｍ 内長５，５
００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 旭コンクリート工業

ボックスガレージ ＡＲＣ－３型　旭コンクリート 基 535 ○ ○ 3601 車庫

ボックスガレージ―ブランド品― 3601030625
ボックスガレージ ⅡＰａＬ－Ｔ１ 土被り２．０ｍ以内 内幅３，０００ｍｍ 内長５，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ
興建産業

ボックスガレージ ２ＰａＬ－Ｔ１　興建産業 基 535 ○ ○ 3601 車庫

ボックスガレージ―ブランド品― 3601030627
ボックスガレージ ⅡＰａＬＬ－Ｕ１ 土被り２．５ｍ以内 内幅３，０００ｍｍ 内長５，５００ｍｍ 内高２，２００ｍ
ｍ 興建産業

ボックスガレージ ２ＰａＬＬ－Ｕ１　興建産業 基 535 ○ ○ 3601 車庫

ボックスガレージ―ブランド品― 3601030630
ボックスガレージ ⅢＰａＬ－Ｔ１ 土被り３．０ｍ以内 内幅３，０００ｍｍ 内長５，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ
興建産業

ボックスガレージ ３ＰａＬ－Ｔ１　興建産業 基 535 ○ ○ 3601 車庫

ボックスガレージ―ブランド品― 3601030650
ボックスガレージ ⅡＰａＬＨ－Ｕ１ 土被り２．５ｍ以内 内幅３，０００ｍｍ 内長５，５００ｍｍ 内高２，６００ｍ
ｍ 興建産業

ボックスガレージ ２ＰａＬＨ－Ｕ１　興建産業 基 535 ○ ○ 3601 車庫

ボックスガレージ―ブランド品― 3601030655
ボックスガレージ ⅢＰａＬＨ－Ｕ１ 土被り３．５ｍ以内 内幅３，０００ｍｍ 内長５，５００ｍｍ 内高２，６００ｍ
ｍ 興建産業

ボックスガレージ ３ＰａＬＨ－Ｕ１　興建産業 基 535 ○ ○ 3601 車庫

ボックスガレージ―ブランド品― 3601030440
ボックスガレージ ＰＧ－１１１０Ｓ 土被り１．８ｍ以内 内幅３，２００ｍｍ 内長５，７００ｍｍ 内高２，１００ｍ
ｍ 鶴見コンクリート

ボックスガレージ ＰＧ－１１１０Ｓ　鶴見 基 535 ○ ○ 3601 車庫

ボックスガレージ―ブランド品― 3601030450
ボックスガレージ ＰＧ－４１１０ＨＳ 土被り２．８ｍ以内 内幅３，２００ｍｍ 内長５，７００ｍｍ 内高２，３００
ｍｍ 鶴見コンクリート

ボックスガレージ ＰＧ－４１１０ＨＳ　鶴見 基 535 ○ ○ 3601 車庫

自転車置場―ブランド品― 3605013026
自転車置場 シェルター型 サイクルロビー ＣＹ－ＬＦＫ２７２４－ＨＵ－Ｓ 幅３，０６８ｍｍ 長２，４５０ｍｍ 高
３，０９７ｍｍ ダイケン

自転車置場　サイクルロビー ＣＹ－ＬＦＫ２７２４－ＨＵ－Ｓ 組 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605013028
自転車置場 シェルター型 サイクルロビー ＣＹ－ＬＬＭ２５２０－Ｕ－Ｓ 幅２，９１８ｍｍ 長２，０００ｍｍ 高
２，３８３ｍｍ ダイケン

自転車置場　サイクルロビー ＣＹ－ＬＬＭ２５２０－Ｕ－Ｓ 組 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605013030
自転車置場 シェルター型 サイクルロビー ＣＹ－ＬＬＭ２８２０－Ｕ－Ｓ 幅３，２１８ｍｍ 長２，０００ｍｍ 高
２，３８３ｍｍ ダイケン

自転車置場　サイクルロビー ＣＹ－ＬＬＭ２８２０－Ｕ－Ｓ 組 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605012214
自転車置場 シェルター型 自転車置場 ＳＰ１２ＬＢ－Ｋ　基本部 幅２，５００ｍｍ 長２，０７１ｍｍ 高２，２４０
ｍｍ 田窪工業所

自転車置場 ＳＰ１２ＬＢ－Ｋ　基本部 棟 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605012216
自転車置場 シェルター型 自転車置場 ＳＰ１２ＬＢ－Ｌ　連棟部 幅２，５００ｍｍ 長２，０７１ｍｍ 高２，２４０
ｍｍ 田窪工業所

自転車置場 ＳＰ１２ＬＢ－Ｌ　連棟部 棟 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605012218
自転車置場 シェルター型 自転車置場 ＳＰ１３ＬＢ－Ｋ　基本部 幅２，７５０ｍｍ 長２，０７１ｍｍ 高２，２４０
ｍｍ 田窪工業所

自転車置場 ＳＰ１３ＬＢ－Ｋ　基本部 棟 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605012220
自転車置場 シェルター型 自転車置場 ＳＰ１３ＬＢ－Ｌ　連棟部 幅２，７５０ｍｍ 長２，０７１ｍｍ 高２，２４０
ｍｍ 田窪工業所

自転車置場 ＳＰ１３ＬＢ－Ｌ　連棟部 棟 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605013212
自転車置場 シェルター型 サイクルポート ＳＺ－Ｂ型　３４型 幅３，４５５ｍｍ 長２，２８３ｍｍ 高２，２２４ｍ
ｍ ＬＩＸＩＬ

自転車置場　サイクルポート ＳＺ－Ｂ型　３４型 基 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605012802
自転車置場 シェルター型 自転車置場 ＹＯＫＲ－２８０　基本 幅２，８００ｍｍ 長２，４１０ｍｍ 高２，１６０ｍ
ｍ 淀川製鋼所

自転車置場 ＹＯＫＲ－２８０　基本 棟 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605012804
自転車置場 シェルター型 自転車置場 ＹＯＫＲ－２８０　追加 幅２，８００ｍｍ 長２，４１０ｍｍ 高２，１６０ｍ
ｍ 淀川製鋼所

自転車置場 ＹＯＫＲ－２８０　追加 棟 536 ○ ○ 3605 自転車置場
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自転車置場―ブランド品― 3605012806
自転車置場 シェルター型 自転車置場 ＹＯＲ－２８０Ｂ　基本 幅２，８００ｍｍ 長２，０２０ｍｍ 高２，１６０ｍ
ｍ 淀川製鋼所

自転車置場 ＹＯＲ－２８０Ｂ　基本 棟 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605012808
自転車置場 シェルター型 自転車置場 ＹＯＲ－２８０Ｂ　追加 幅２，８００ｍｍ 長２，０２０ｍｍ 高２，１６０ｍ
ｍ 淀川製鋼所

自転車置場 ＹＯＲ－２８０Ｂ　追加 棟 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605011006 自転車置場 ラック型 自転車置場 ＺＡ６－２４ ６台用 積水樹脂 自転車置場 ＺＡ６－２４　６台用 基 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605013024 自転車置場 ラック型 サイクルスタンド ＫＳ－Ｃ２８４ ４台用 ダイケン 自転車置場　サイクルスタンド ＫＳ－Ｃ２８４　４台用 組 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605013420 自転車置場 ラック型 平置駐輪機 Ｃ－２Ａ１０型 前入れタイプ　アルミ製 オービックジャパン 自転車置場　平置駐輪機 Ｃ－２Ａ１０型　前入れ 台 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605013416 自転車置場 ラック型 平置駐輪機 Ｃ－ＡＢ１０型 前後入れタイプ　アルミ製 オービックジャパン 自転車置場　平置駐輪機 Ｃ－ＡＢ１０型　前後入れ 台 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605013412 自転車置場 ラック型 新２段式駐輪機 Ｃ２－Ｇ型　焼付 上段ガススプリング２本付 オービックジャパン 自転車置場　新２段式駐輪機 Ｃ２－Ｇ型　焼付 台 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605013418 自転車置場 ラック型 垂直２段式駐輪機 ＣＳ２Ｒ型 上段垂直上下動　オートリターン　アルミ製 オービックジャパン 自転車置場　垂直２段式駐輪機 ＣＳ２Ｒ型　上段垂直上下動 台 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605013422 自転車置場 ラック型 垂直２段式駐輪機 ＣＳ２ＡＦ型 上段垂直自動折畳式　アルミ製 オービックジャパン 自転車置場　垂直２段式駐輪機 ＣＳ２ＡＦ型上段垂直自動折畳式 台 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605012814 自転車置場 ラック型 ２段式サイクルスペース ＣＳＥ－２０－Ｓ　単列 ２（台分） 淀川製鋼所 ２段式サイクルスペース ＣＳＥ－２０－Ｓ　単列 基 536 ○ ○ 3605 自転車置場

自転車置場―ブランド品― 3605012816 自転車置場 ラック型 ２段式サイクルスペース ＣＳＥ－２０－Ｗ　複列 ４（台分） 淀川製鋼所 ２段式サイクルスペース ＣＳＥ－２０－Ｗ　複列 基 536 ○ ○ 3605 自転車置場

バス停（通路シェルター）【公表価格】 6949010080
バス停（通路シェルター） シティルーフシェルター ＰＵＢ－２０５－１Ｓ 間口５，０００×奥行２，０００×軒高
２，５００ｍｍ 積水樹脂

シティルーフシェルター ＰＵＢ－２０５－１Ｓ 基 536 ○ ○ 6949 シェルター

バス停（通路シェルター）【公表価格】 6949010090
バス停（通路シェルター） シティルーフシェルター ＰＵＢ－２５５－１Ｓ 間口５，０００×奥行２，５００×軒高
２，５００ｍｍ 積水樹脂

シティルーフシェルター ＰＵＢ－２５５－１Ｓ 基 536 ○ ○ 6949 シェルター

バス停（通路シェルター）【公表価格】 6949010117
バス停（通路シェルター） アーバンルーフ ＵＢＲ－２０－１Ｓ 間口４，１２５×奥行２，０００×軒高２，６００ｍ
ｍ 積水樹脂

アーバンルーフ ＵＢＲ－２０－１Ｓ 基 536 ○ ○ 6949 シェルター

バス停（通路シェルター）【公表価格】 6949010130
バス停（通路シェルター） 通路シェルター ＦＴＳ－Ｓ２４ー１Ｓ 間口４，９５６×奥行２，４００×軒高２，５９５
ｍｍ 積水樹脂

通路シェルター ＦＴＳ－Ｓ２４－１Ｓ 基 536 ○ ○ 6949 シェルター

バス停（通路シェルター）【公表価格】 6949010140
バス停（通路シェルター） 通路シェルター ＨＴＳ－Ｓ２０ＰＣ－Ｈ２５ー１Ｓ 間口６，１６０×奥行２，０００×軒
高２，５００ｍｍ 積水樹脂

通路シェルター　ＨＴＳ Ｓ２０ＰＣ－Ｈ２５－１Ｓ 基 536 ○ ○ 6949 シェルター

バス停（通路シェルター）【公表価格】 6949010150
バス停（通路シェルター） 通路シェルター ＴＳ－３００ＧＲー１Ｓ 間口５，７９２×奥行３，０００×軒高２，６５
０ｍｍ 積水樹脂

通路シェルター ＴＳ－３００ＧＲ－１Ｓ 基 536 ○ ○ 6949 シェルター

バス停（通路シェルター）【公表価格】 6949010160
バス停（通路シェルター） シティルーフエクシーレ ＸＳ－２００Ｐ３－１Ｓ 間口５，１４０×奥行２，０００×軒高
２，６００ｍｍ 積水樹脂

シティルーフエクシーレ ＸＳ－２００Ｐ３－１Ｓ 基 536 ○ ○ 6949 シェルター

1565 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

樋門上屋【公表価格】 6950010002
樋門上屋 トラス式樋門上屋 アルミ製 間口３，２００ｍｍ×奥行４，７００ｍｍ×軒高２，１００ｍｍ ＥＡＲＴＨ
ＣＲＥＡＴＥ

トラス式樋門上屋　アルミ製 ３２００×４７００×２１００ 棟 537 ○ ○ 6950 樋門

樋門上屋【公表価格】 6950010004
樋門上屋 トラス式樋門上屋 アルミ製 間口３，２００ｍｍ×奥行７，７００ｍｍ×軒高２，１００ｍｍ ＥＡＲＴＨ
ＣＲＥＡＴＥ

トラス式樋門上屋　アルミ製 ３２００×７７００×２１００ 棟 537 ○ ○ 6950 樋門

樋門上屋【公表価格】 6950010006
樋門上屋 トラス式樋門上屋 アルミ製 間口３，２００ｍｍ×奥行１７，７００ｍｍ×軒高２，１００ｍｍ ＥＡＲＴＨ
ＣＲＥＡＴＥ

トラス式樋門上屋　アルミ製 ３２００×１７７００×２１００ 棟 537 ○ ○ 6950 樋門

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011102
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） １．０ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量２．１ｋｇ １４ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ
Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 単線　１．０ｍｍ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011104
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） １．２ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量３．０ｋｇ １７ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ
Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 単線　１．２ｍｍ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011106
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） １．６ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量５．４ｋｇ ２７ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ
Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 単線　１．６ｍｍ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011108
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ２．０ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量８．４ｋｇ ３８ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ
Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 単線　２．０ｍｍ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011110
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ２．６ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量１４．２ｋｇ ６５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩ
Ｓ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 単線　２．６ｍｍ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011112
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ３．２ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量２１．４ｋｇ ９５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩ
Ｓ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 単線　３．２ｍｍ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011114
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ４．０ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量３３．５ｋｇ １４５ｋｇ／ｋｍ たば Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 単線　４．０ｍｍ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011116
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ５．０ｍｍ 単線 標準条長２００ｍ 銅質量３４．９ｋｇ ２２５ｋｇ／ｋｍ たば Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 単線　５．０ｍｍ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011202
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ０．９ｍｍ２ 素線数７ 素線径０．４ 標準条長３００ｍ 銅質量２．４ｋｇ １６ｋ
ｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　０．９ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011204
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） １．２５ｍｍ２ 素線数７ 素線径０．４５ 標準条長３００ｍ 銅質量３．５ｋｇ １
９ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　１．２５ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011206
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ２．０ｍｍ２ 素線数７ 素線径０．６ 標準条長３００ｍ 銅質量５．３ｋｇ ２８ｋ
ｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　２．０ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011208
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ３．５ｍｍ２ 素線数７ 素線径０．８ 標準条長３００ｍ 銅質量９．５ｋｇ ４５ｋ
ｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　３．５ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011210
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ５．５ｍｍ２ 素線数７ 素線径１．０ 標準条長３００ｍ 銅質量１４．８ｋｇ ７０
ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　５．５ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011212
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ８ｍｍ２ 素線数７ 素線径１．２ 標準条長３００ｍ 銅質量２１．４ｋｇ １０５ｋ
ｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　８ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011214
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） １４ｍｍ２ 素線数７ 素線径１．６ 標準条長３００ｍ 銅質量３８．０ｋｇ １７５
ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　１４ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線
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６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011216
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ２２ｍｍ２ 素線数７ 素線径２．０ 標準条長２００ｍ 銅質量３９．６ｋｇ ２６５
ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　２２ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011218
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ３８ｍｍ２ 素線数７ 素線径２．６ 標準条長１００ｍ 銅質量３３．４ｋｇ ４３０
ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　３８ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011220
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ６０ｍｍ２ 素線数１９ 素線径２．０ 標準条長３００ｍ 銅質量１６１ｋｇ ６５０
ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　６０ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011222
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） １００ｍｍ２ 素線数１９ 素線径２．６ 標準条長３００ｍ 銅質量２７２ｋｇ １，
０８０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　１００ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011224
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） １５０ｍｍ２ 素線数３７ 素線径２．３ 標準条長３００ｍ 銅質量４１７ｋｇ １，
６１０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　１５０ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011226
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ２００ｍｍ２ 素線数３７ 素線径２．６ 標準条長３００ｍ 銅質量５３３ｋｇ ２，
０４０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　２００ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011228
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ２５０ｍｍ２ 素線数６１ 素線径２．３ 標準条長２００ｍ 銅質量４６０ｋｇ ２，
６１０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　２５０ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 4001011230
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） ３２５ｍｍ２ 素線数６１ 素線径２．６ 標準条長２００ｍ 銅質量５８７ｋｇ ３，
３２０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３０７

６００Ｖ　ＩＶ電線 より線　３２５ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021102
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） １．２ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量３．０ｋｇ １７ｋｇ／ｋｍ たば
ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 単線　１．２ｍｍ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021104
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） １．６ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量５．４ｋｇ ２７ｋｇ／ｋｍ たば
ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 単線　１．６ｍｍ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021106
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） ２．０ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量８．４ｋｇ ３８ｋｇ／ｋｍ たば
ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 単線　２．０ｍｍ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021108
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） ２．６ｍｍ 単線 標準条長３００ｍ 銅質量１４．２ｋｇ ６５ｋｇ／ｋｍ た
ば ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 単線　２．６ｍｍ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021202
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） ０．９ｍｍ２ 素線数７ 素線径０．４ 標準条長３００ｍ 銅質量２．４ｋｇ
１６ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 より線　０．９ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021204
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） １．２５ｍｍ２ 素線数７ 素線径０．４５ 標準条長３００ｍ 銅質量３．５ｋ
ｇ １９ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 より線　１．２５ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021206
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） ２．０ｍｍ２ 素線数７ 素線径０．６ 標準条長３００ｍ 銅質量５．３ｋｇ
２８ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 より線　２．０ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021208
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） ３．５ｍｍ２ 素線数７ 素線径０．８ 標準条長３００ｍ 銅質量９．５ｋｇ
４５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 より線　３．５ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021210
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） ５．５ｍｍ２ 素線数７ 素線径１．０ 標準条長３００ｍ 銅質量１４．８ｋｇ
７０ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 より線　５．５ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021212
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） ８ｍｍ２ 素線数７ 素線径１．２ 標準条長３００ｍ 銅質量２１．４ｋｇ １
０５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 より線　８ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線
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６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021214
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） １４ｍｍ２ 素線数７ 素線径１．６ 標準条長３００ｍ 銅質量３８．０ｋｇ
１７０ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 より線　１４ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021216
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） ２２ｍｍ２ 素線数７ 素線径２．０ 標準条長２００ｍ 銅質量３９．６ｋｇ
２６０ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 より線　２２ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021218
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） ３８ｍｍ２ 素線数７ 素線径２．６ 標準条長１００ｍ 銅質量３３．４ｋｇ
４３０ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 より線　３８ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021220
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） ６０ｍｍ２ 素線数１９ 素線径２．０ 標準条長３００ｍ 銅質量１６１ｋｇ
６５０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 より線　６０ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021222
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） １００ｍｍ２ 素線数１９ 素線径２．６ 標準条長３００ｍ 銅質量２７２ｋｇ
１，０７０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 より線　１００ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021224
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） １５０ｍｍ２ 素線数３７ 素線径２．３ 標準条長３００ｍ 銅質量４１７ｋｇ
１，６００ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 より線　１５０ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021226
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） ２００ｍｍ２ 素線数３７ 素線径２．６ 標準条長３００ｍ 銅質量５３３ｋｇ
２，０２０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 より線　２００ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021228
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） ２５０ｍｍ２ 素線数６１ 素線径２．３ 標準条長２００ｍ 銅質量４６０ｋｇ
２，５８０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 より線　２５０ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 4001021230
６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） ３２５ｍｍ２ 素線数６１ 素線径２．６ 標準条長２００ｍ 銅質量５８７ｋｇ
３，２８０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３１７

６００Ｖ　ＨＩＶ電線 より線　３２５ｍｍ２ ｍ 539 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平
形）（ＶＶ－Ｆ）

4001036202
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶ－Ｆ） １．６ｍｍ ２心 単線 標準条長１００ｍ 銅質量３．
６ｋｇ １０５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｆケーブル １．６ｍｍ　２心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平
形）（ＶＶ－Ｆ）

4001036204
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶ－Ｆ） ２．０ｍｍ ２心 単線 標準条長１００ｍ 銅質量５．
６ｋｇ １３０ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｆケーブル ２ｍｍ　２心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平
形）（ＶＶ－Ｆ）

4001036206
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶ－Ｆ） ２．６ｍｍ ２心 単線 標準条長１００ｍ 銅質量９．
４ｋｇ １９５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｆケーブル ２．６ｍｍ　２心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平
形）（ＶＶ－Ｆ）

4001036302
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶ－Ｆ） １．６ｍｍ ３心 単線 標準条長１００ｍ 銅質量５．
４ｋｇ １４５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｆケーブル １．６ｍｍ　３心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平
形）（ＶＶ－Ｆ）

4001036304
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶ－Ｆ） ２．０ｍｍ ３心 単線 標準条長１００ｍ 銅質量８．
４ｋｇ １９０ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｆケーブル ２ｍｍ　３心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平
形）（ＶＶ－Ｆ）

4001036306
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶ－Ｆ） ２．６ｍｍ ３心 単線 標準条長１００ｍ 銅質量１
４．２ｋｇ ２８５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｆケーブル ２．６ｍｍ　３心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平
形）（ＶＶ－Ｆ）

4001036402
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶ－Ｆ） １．６ｍｍ ４心 単線 標準条長１００ｍ 銅質量７．
１ｋｇ １７０ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３４２準拠

６００Ｖ　ＶＶ－Ｆケーブル １．６ｍｍ　４心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平
形）（ＶＶ－Ｆ）

4001036404
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（平形）（ＶＶ－Ｆ） ２．０ｍｍ ４心 単線 標準条長１００ｍ 銅質量１
１．１ｋｇ ２２５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３４２準拠

６００Ｖ　ＶＶ－Ｆケーブル ２ｍｍ　４心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035202
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） １．６ｍｍ ２心 単線 標準条長３００ｍ 銅質量１０．７ｋｇ
１２０ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル １．６ｍｍ　２心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線
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６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035204
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） ２．０ｍｍ ２心 単線 標準条長２００ｍ 銅質量１１．２ｋｇ
１５５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル ２．０ｍｍ　２心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035208
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） ５．５ｍｍ２ ２心 素線数７　素線径１．０ 標準条長１５０
ｍ 銅質量１４．８ｋｇ ２４５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル ５．５ｍｍ２　２心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035210
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） ８ｍｍ２ ２心 素線数７　素線径１．２ 標準条長１５０ｍ 銅
質量２１．４ｋｇ ３３５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル ８ｍｍ２　２心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035212
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） １４ｍｍ２ ２心 素線数７　素線径１．６ 標準条長３００ｍ
銅質量７６．０ｋｇ ５２０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル １４ｍｍ２　２心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035214
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） ２２ｍｍ２ ２心 素線数７　素線径２．０ 標準条長３００ｍ
銅質量１１９ｋｇ ７６０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル ２２ｍｍ２　２心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035216
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） ３８ｍｍ２ ２心 素線数７　素線径２．６ 標準条長３００ｍ
銅質量２０１ｋｇ １，１９０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル ３８ｍｍ２　２心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035302
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） １．６ｍｍ ３心 単線 標準条長２００ｍ 銅質量１０．７ｋｇ
１５０ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル １．６ｍｍ　３心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035304
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） ２．０ｍｍ ３心 単線 標準条長１５０ｍ 銅質量１２．６ｋｇ
１９５ｋｇ／ｋｍ たば ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル ２．０ｍｍ　３心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035308
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） ５．５ｍｍ２ ３心 素線数７　素線径１．０ 標準条長３００
ｍ 銅質量４４．５ｋｇ ３２０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル ５．５ｍｍ２　３心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035310
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） ８ｍｍ２ ３心 素線数７　素線径１．２ 標準条長３００ｍ 銅
質量６４．１ｋｇ ４４０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル ８ｍｍ２　３心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035312
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） １４ｍｍ２ ３心 素線数７　素線径１．６ 標準条長３００ｍ
銅質量１１４ｋｇ ６９０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル １４ｍｍ２　３心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035314
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） ２２ｍｍ２ ３心 素線数７　素線径２．０ 標準条長３００ｍ
銅質量１７８ｋｇ １，０２０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル ２２ｍｍ２　３心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035316
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） ３８ｍｍ２ ３心 素線数７　素線径２．６ 標準条長３００ｍ
銅質量３０１ｋｇ １，６２０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル ３８ｍｍ２　３心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035318
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） ６０ｍｍ２ ３心 素線数１９　素線径２．０ 標準条長３００
ｍ 銅質量４８３ｋｇ ２，４００ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル ６０ｍｍ２　３心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035320
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） １００ｍｍ２ ３心 素線数１９　素線径２．６ 標準条長３０
０ｍ 銅質量８１７ｋｇ ３，８７０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル １００ｍｍ２　３心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（Ｖ
Ｖ－Ｒ）

4001035322
６００Ｖビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶ－Ｒ） １５０ｍｍ２ ３心 素線数３７　素線径２．３ 標準条長３０
０ｍ 銅質量１，２５１ｋｇ ５，７２０ｋｇ／ｋｍ ドラム ＪＩＳ　Ｃ　３３４２

６００Ｖ　ＶＶ－Ｒケーブル １５０ｍｍ２　３心 ｍ 540 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041102
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２．０ｍｍ２ 単心 素線数７　素線径０．６ 標準条長
３００ｍ 銅質量５．３ｋｇ ６０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ２．０ｍｍ２　単心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041104
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３．５ｍｍ２ 単心 素線数７　素線径０．８ 標準条長
３００ｍ 銅質量９．５ｋｇ ８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ３．５ｍｍ２　単心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線
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６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041106
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ５．５ｍｍ２ 単心 素線数７　素線径１．０ 標準条長
３００ｍ 銅質量１４．８ｋｇ １１５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ５．５ｍｍ２　単心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041108
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ８ｍｍ２ 単心 素線数７　素線径１．２ 標準条長３０
０ｍ 銅質量２１．４ｋｇ １３５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ８ｍｍ２　単心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041110
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １４ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量３
８．０ｋｇ ２００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル １４ｍｍ２　単心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041112
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２２ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量５
９．４ｋｇ ２９０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ２２ｍｍ２　単心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041114
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３８ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１
００ｋｇ ４５５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ３８ｍｍ２　単心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041116
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１
６１ｋｇ ６８５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ６０ｍｍ２　単心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041118
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １００ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量
２７２ｋｇ １，１２０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル １００ｍｍ２　単心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041120
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １５０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量
４１７ｋｇ １，６００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル １５０ｍｍ２　単心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041122
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２００ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量
３５５ｋｇ ２，１５０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ２００ｍｍ２　単心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041124
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２５０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量
４６０ｋｇ ２，６７０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ２５０ｍｍ２　単心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041126
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３２５ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量
５９５ｋｇ ３，４１０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ３２５ｍｍ２　単心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041202
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２．０ｍｍ２ ２心 素線数７　素線径０．６ 標準条長
３００ｍ 銅質量１０．７ｋｇ １２０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ２．０ｍｍ２　２心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041204
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３．５ｍｍ２ ２心 素線数７　素線径０．８ 標準条長
３００ｍ 銅質量１９．０ｋｇ １６５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ３．５ｍｍ２　２心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041206
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ５．５ｍｍ２ ２心 素線数７　素線径１．０ 標準条長
３００ｍ 銅質量２９．７ｋｇ ２３５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ５．５ｍｍ２　２心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041208
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ８ｍｍ２ ２心 素線数７　素線径１．２ 標準条長３０
０ｍ 銅質量４２．７ｋｇ ３００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ８ｍｍ２　２心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041210
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １４ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量７
６．０ｋｇ ４３５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル １４ｍｍ２　２心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041212
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２２ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１
１９ｋｇ ６３５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ２２ｍｍ２　２心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041214
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３８ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量２
０１ｋｇ １，０２０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ３８ｍｍ２　２心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線
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６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041216
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６０ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量３
２２ｋｇ １，５７０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ６０ｍｍ２　２心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041218
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １００ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量
５４５ｋｇ ２，５８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル １００ｍｍ２　２心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041220
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １５０ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量
８３４ｋｇ ３，７１０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル １５０ｍｍ２　２心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041222
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２００ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量
７１０ｋｇ ４，９８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ２００ｍｍ２　２心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041224
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２５０ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量
９１９ｋｇ ６，１４０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ２５０ｍｍ２　２心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041226
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３２５ｍｍ２ ２心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量
１，１７４ｋｇ ７，８２０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ３２５ｍｍ２　２心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041302
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２．０ｍｍ２ ３心 素線数７　素線径０．６ 標準条長
３００ｍ 銅質量１６．０ｋｇ １５０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ２．０ｍｍ２　３心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041304
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３．５ｍｍ２ ３心 素線数７　素線径０．８ 標準条長
３００ｍ 銅質量２８．５ｋｇ ２１０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ３．５ｍｍ２　３心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041306
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ５．５ｍｍ２ ３心 素線数７　素線径１．０ 標準条長
３００ｍ 銅質量４４．５ｋｇ ３００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ５．５ｍｍ２　３心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041308
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ８ｍｍ２ ３心 素線数７　素線径１．２ 標準条長３０
０ｍ 銅質量６４．１ｋｇ ３８５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ８ｍｍ２　３心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041310
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １４ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１
１４ｋｇ ５８５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル １４ｍｍ２　３心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041312
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２２ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１
７８ｋｇ ８６０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ２２ｍｍ２　３心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041314
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３８ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量３
０１ｋｇ １，４１０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ３８ｍｍ２　３心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041316
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６０ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量４
８３ｋｇ ２，１７０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ６０ｍｍ２　３心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041318
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １００ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量
８１７ｋｇ ３，５８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル １００ｍｍ２　３心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041320
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １５０ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量
１，２５１ｋｇ ５，１８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル １５０ｍｍ２　３心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041322
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２００ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量
１，０６６ｋｇ ６，９４０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ２００ｍｍ２　３心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041324
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２５０ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量
１，３７９ｋｇ ８，６００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ２５０ｍｍ２　３心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線
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６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041326
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３２５ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量
１，７６２ｋｇ １１，０００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ３２５ｍｍ２　３心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041402
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２．０ｍｍ２ ４心 素線数７　素線径０．６ 標準条長
３００ｍ 銅質量２１．４ｋｇ １８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ２．０ｍｍ２　４心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041404
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３．５ｍｍ２ ４心 素線数７　素線径０．８ 標準条長
３００ｍ 銅質量３８ｋｇ ２６０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ３．５ｍｍ２　４心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041406
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ５．５ｍｍ２ ４心 素線数７　素線径１．０ 標準条長
３００ｍ 銅質量５９．４ｋｇ ３７０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ５．５ｍｍ２　４心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041408
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ８ｍｍ２ ４心 素線数７　素線径１．２ 標準条長３０
０ｍ 銅質量８５．４ｋｇ ４８５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ８ｍｍ２　４心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041410
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １４ｍｍ２ ４心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量１
５２ｋｇ ７４５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル １４ｍｍ２　４心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041412
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２２ｍｍ２ ４心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量２
３７ｋｇ １，１２０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ２２ｍｍ２　４心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041414
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３８ｍｍ２ ４心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量４
０１ｋｇ １，８３０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ３８ｍｍ２　４心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041416
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６０ｍｍ２ ４心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量６
４４ｋｇ ２，８３０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ６０ｍｍ２　４心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041418
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １００ｍｍ２ ４心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量
１，０８９ｋｇ ４，６８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル １００ｍｍ２　４心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041420
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） １５０ｍｍ２ ４心 円形圧縮 標準条長３００ｍ 銅質量
１，６６８ｋｇ ６，７９０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル １５０ｍｍ２　４心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041422
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２００ｍｍ２ ４心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量
１，４２１ｋｇ ９，１００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ２００ｍｍ２　４心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041424
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ２５０ｍｍ２ ４心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量
１，８３８ｋｇ １１，３００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ２５０ｍｍ２　４心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶ）

4001041426
６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３２５ｍｍ２ ４心 円形圧縮 標準条長２００ｍ 銅質量
２，３８１ｋｇ １４，５００ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０５

６００Ｖ　ＣＶケーブル ３２５ｍｍ２　４心 ｍ 541 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051102
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） ８ｍｍ２ 単心 素線数７　素線径１．２ 標
準条長３００ｍ 銅質量２１．４ｋｇ ２４５ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル ８ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051104
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） １４ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００
ｍ 銅質量３８．０ｋｇ ３１５ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル １４ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051106
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） ２２ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００
ｍ 銅質量５９．４ｋｇ ４１５ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル ２２ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051108
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） ３８ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００
ｍ 銅質量１００ｋｇ ５９５ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル ３８ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線
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高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051110
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） ６０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００
ｍ 銅質量１６１ｋｇ ８８５ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル ６０ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051112
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） １００ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３０
０ｍ 銅質量２７２ｋｇ １，３２０ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル １００ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051114
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） １５０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３０
０ｍ 銅質量４１７ｋｇ １，８５０ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル １５０ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051116
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） ２００ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長２０
０ｍ 銅質量３５５ｋｇ ２，４２０ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル ２００ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051118
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） ２５０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長２０
０ｍ 銅質量４６０ｋｇ ２，９６０ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル ２５０ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051120
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） ３２５ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長２０
０ｍ 銅質量５８７ｋｇ ３，７３０ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル ３２５ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051302
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） ８ｍｍ２ ３心 素線数７　素線径１．２ 標
準条長３００ｍ 銅質量６４．１ｋｇ ６７５ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル ８ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051304
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） １４ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００
ｍ 銅質量１１４ｋｇ ９１０ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル １４ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051306
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） ２２ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００
ｍ 銅質量１７８ｋｇ １，２２０ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル ２２ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051308
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） ３８ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００
ｍ 銅質量３０１ｋｇ １，８２０ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル ３８ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051310
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） ６０ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００
ｍ 銅質量４８３ｋｇ ２，７２０ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル ６０ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051312
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） １００ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３０
０ｍ 銅質量８１７ｋｇ ４，１１０ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル １００ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051314
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） １５０ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３０
０ｍ 銅質量１，２５１ｋｇ ５，８２０ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル １５０ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051316
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） ２００ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長２０
０ｍ 銅質量１，０６６ｋｇ ７，６９０ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル ２００ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051318
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） ２５０ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長２０
０ｍ 銅質量１，３７９ｋｇ ９，３９０ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル ２５０ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001051320
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ３ｋＶ（ＣＶ） ３２５ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長２０
０ｍ 銅質量１，７６２ｋｇ １２，０００ｋｇ／ｋｍ

３ｋＶ　ＣＶケーブル ３２５ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052102
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） ８ｍｍ２ 単心 素線数７　素線径１．２ 標
準条長３００ｍ 銅質量２１．４ｋｇ ３６５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル ８ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052104
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） １４ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００
ｍ 銅質量３８．０ｋｇ ４６０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル １４ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線
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高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052106
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） ２２ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００
ｍ 銅質量５９．４ｋｇ ５２５ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル ２２ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052108
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） ３８ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００
ｍ 銅質量１００ｋｇ ７３０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル ３８ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052110
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） ６０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長３００
ｍ 銅質量１６１ｋｇ １，０７０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル ６０ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052112
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） １００ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長２０
０ｍ 銅質量１８１ｋｇ １，４７０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル １００ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052114
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） １５０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長２０
０ｍ 銅質量２７８ｋｇ １，９８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル １５０ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052116
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） ２００ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長１５
０ｍ 銅質量２６６ｋｇ ２，５５０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル ２００ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052118
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） ２５０ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長１５
０ｍ 銅質量３４５ｋｇ ３，０７０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル ２５０ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052120
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） ３２５ｍｍ２ 単心 円形圧縮 標準条長１５
０ｍ 銅質量４４１ｋｇ ３，７５０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル ３２５ｍｍ２　単心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052302
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） ８ｍｍ２ ３心 素線数７　素線径１．２ 標
準条長３００ｍ 銅質量６４．１ｋｇ １，１９０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル ８ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052304
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） １４ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００
ｍ 銅質量１１４ｋｇ １，４８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル １４ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052306
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） ２２ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００
ｍ 銅質量１７８ｋｇ １，７８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル ２２ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052308
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） ３８ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００
ｍ 銅質量３０１ｋｇ ２，４３０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル ３８ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052310
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） ６０ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長３００
ｍ 銅質量４８３ｋｇ ３，２８０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル ６０ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052312
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） １００ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長２０
０ｍ 銅質量５４５ｋｇ ４，６７０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル １００ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052314
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） １５０ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長２０
０ｍ 銅質量８３４ｋｇ ６，４２０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル １５０ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052316
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） ２００ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長１５
０ｍ 銅質量７９９ｋｇ ８，３３０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル ２００ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052318
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） ２５０ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長１５
０ｍ 銅質量１，０３４ｋｇ １０，０２０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル ２５０ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブ
ル（ＣＶ）

4001052320
高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） ６ｋＶ（ＣＶ） ３２５ｍｍ２ ３心 円形圧縮 標準条長１５
０ｍ 銅質量１，３２２ｋｇ １２，９９０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶケーブル ３２５ｍｍ２　３心 ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線
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デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＤ）

4001440002
デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ） ６００Ｖ（ＣＶＤ） １４ｍｍ２ ４０５ｋｇ
／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＤケーブル １４ｍｍ２ ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＤ）

4001440004
デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ） ６００Ｖ（ＣＶＤ） ２２ｍｍ２ ５９０ｋｇ
／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＤケーブル ２２ｍｍ２ ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＤ）

4001440006
デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ） ６００Ｖ（ＣＶＤ） ３８ｍｍ２ ９２０ｋｇ
／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＤケーブル ３８ｍｍ２ ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＤ）

4001440008
デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ） ６００Ｖ（ＣＶＤ） ６０ｍｍ２ １，４００
ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＤケーブル ６０ｍｍ２ ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＤ）

4001440010
デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ） ６００Ｖ（ＣＶＤ） １００ｍｍ２ ２，２５
０ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＤケーブル １００ｍｍ２ ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＤ）

4001440012
デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ） ６００Ｖ（ＣＶＤ） １５０ｍｍ２ ３，２４
０ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＤケーブル １５０ｍｍ２ ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＤ）

4001440014
デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ） ６００Ｖ（ＣＶＤ） ２００ｍｍ２ ４，３４
０ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＤケーブル ２００ｍｍ２ ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＤ）

4001440016
デュプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＤ） ６００Ｖ（ＣＶＤ） ２５０ｍｍ２ ５，３３
０ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＤケーブル ２５０ｍｍ２ ｍ 542 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061118
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６００Ｖ（ＣＶＴ） １４ｍｍ２ ６０５ｋｇ
／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＴケーブル １４ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061102
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６００Ｖ（ＣＶＴ） ２２ｍｍ２ ８８０ｋｇ
／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＴケーブル ２２ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061104
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６００Ｖ（ＣＶＴ） ３８ｍｍ２ １，３８０
ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＴケーブル ３８ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061106
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６００Ｖ（ＣＶＴ） ６０ｍｍ２ ２，１００
ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＴケーブル ６０ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061108
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６００Ｖ（ＣＶＴ） １００ｍｍ２ ３，３８
０ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＴケーブル １００ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061110
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６００Ｖ（ＣＶＴ） １５０ｍｍ２ ４，８６
０ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＴケーブル １５０ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061112
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６００Ｖ（ＣＶＴ） ２００ｍｍ２ ６，５１
０ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＴケーブル ２００ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061114
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６００Ｖ（ＣＶＴ） ２５０ｍｍ２ ７，９９
０ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＴケーブル ２５０ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061116
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６００Ｖ（ＣＶＴ） ３２５ｍｍ２ １０，３
００ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＴケーブル ３２５ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061202
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６ｋＶ（ＣＶＴ） ２２ｍｍ２ １，５９０ｋ
ｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶＴケーブル ２２ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線
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トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061204
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６ｋＶ（ＣＶＴ） ３８ｍｍ２ ２，１９０ｋ
ｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶＴケーブル ３８ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061206
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６ｋＶ（ＣＶＴ） ６０ｍｍ２ ２，９７０ｋ
ｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶＴケーブル ６０ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061208
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６ｋＶ（ＣＶＴ） １００ｍｍ２ ４，３４０
ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶＴケーブル １００ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061210
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６ｋＶ（ＣＶＴ） １５０ｍｍ２ ５，９８０
ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶＴケーブル １５０ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061212
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６ｋＶ（ＣＶＴ） ２００ｍｍ２ ７，９２０
ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶＴケーブル ２００ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061214
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６ｋＶ（ＣＶＴ） ２５０ｍｍ２ ９，３２０
ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶＴケーブル ２５０ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061216
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６ｋＶ（ＣＶＴ） ３２５ｍｍ２ １１，６０
０ｋｇ／ｋｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６

６ｋＶ　ＣＶＴケーブル ３２５ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061302
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６ｋＶ（ＣＶＴ（ＥＥ）） ２２ｍｍ２ １，
６００ｋｇ／ｋｍ

６ｋＶ　ＣＶＴ（ＥＥ）ケーブル ２２ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061304
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６ｋＶ（ＣＶＴ（ＥＥ）） ３８ｍｍ２ ２，
２００ｋｇ／ｋｍ

６ｋＶ　ＣＶＴ（ＥＥ）ケーブル ３８ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061306
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６ｋＶ（ＣＶＴ（ＥＥ）） ６０ｍｍ２ ３，
０００ｋｇ／ｋｍ

６ｋＶ　ＣＶＴ（ＥＥ）ケーブル ６０ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061308
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６ｋＶ（ＣＶＴ（ＥＥ）） １００ｍｍ２
４，３００ｋｇ／ｋｍ

６ｋＶ　ＣＶＴ（ＥＥ）ケーブル １００ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061310
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６ｋＶ（ＣＶＴ（ＥＥ）） １５０ｍｍ２
５，９００ｋｇ／ｋｍ

６ｋＶ　ＣＶＴ（ＥＥ）ケーブル １５０ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061312
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６ｋＶ（ＣＶＴ（ＥＥ）） ２００ｍｍ２
７，６００ｋｇ／ｋｍ

６ｋＶ　ＣＶＴ（ＥＥ）ケーブル ２００ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061314
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６ｋＶ（ＣＶＴ（ＥＥ）） ２５０ｍｍ２
９，１５０ｋｇ／ｋｍ

６ｋＶ　ＣＶＴ（ＥＥ）ケーブル ２５０ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニル
シースケーブル（ＣＶＴ）

4001061316
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＴ） ６ｋＶ（ＣＶＴ（ＥＥ）） ３２５ｍｍ２ １
１，５００ｋｇ／ｋｍ

６ｋＶ　ＣＶＴ（ＥＥ）ケーブル ３２５ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニ
ルシースケーブル（ＣＶＱ）

4001430002
カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ） ６００Ｖ（ＣＶＱ） １４ｍｍ２ ８０５ｋ
ｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＱケーブル １４ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニ
ルシースケーブル（ＣＶＱ）

4001430004
カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ） ６００Ｖ（ＣＶＱ） ２２ｍｍ２ １，１８
０ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＱケーブル ２２ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニ
ルシースケーブル（ＣＶＱ）

4001430006
カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ） ６００Ｖ（ＣＶＱ） ３８ｍｍ２ １，８４
０ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＱケーブル ３８ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線
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カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニ
ルシースケーブル（ＣＶＱ）

4001430008
カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ） ６００Ｖ（ＣＶＱ） ６０ｍｍ２ ２，７９
０ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＱケーブル ６０ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニ
ルシースケーブル（ＣＶＱ）

4001430010
カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ） ６００Ｖ（ＣＶＱ） １００ｍｍ２ ４，５
００ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＱケーブル １００ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニ
ルシースケーブル（ＣＶＱ）

4001430012
カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ） ６００Ｖ（ＣＶＱ） １５０ｍｍ２ ６，４
８０ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＱケーブル １５０ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニ
ルシースケーブル（ＣＶＱ）

4001430014
カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ） ６００Ｖ（ＣＶＱ） ２００ｍｍ２ ８，６
７０ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＱケーブル ２００ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニ
ルシースケーブル（ＣＶＱ）

4001430016
カドラプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＱ） ６００Ｖ（ＣＶＱ） ２５０ｍｍ２ １０，
７００ｋｇ／ｋｍ

６００Ｖ　ＣＶＱケーブル ２５０ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

アルミ導体ケーブル【公表価格】 4001460002 アルミ導体ケーブル ６００Ｖ（ＡＬ－ＣＶＴ） らくらくアルミケーブル ３８ｍｍ２ 古河電工産業電線 ６００Ｖらくらくアルミケーブル ３８ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

アルミ導体ケーブル【公表価格】 4001460004 アルミ導体ケーブル ６００Ｖ（ＡＬ－ＣＶＴ） らくらくアルミケーブル ６０ｍｍ２ 古河電工産業電線 ６００Ｖらくらくアルミケーブル ６０ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

アルミ導体ケーブル【公表価格】 4001460006 アルミ導体ケーブル ６００Ｖ（ＡＬ－ＣＶＴ） らくらくアルミケーブル １００ｍｍ２ 古河電工産業電線 ６００Ｖらくらくアルミケーブル １００ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

アルミ導体ケーブル【公表価格】 4001460008 アルミ導体ケーブル ６００Ｖ（ＡＬ－ＣＶＴ） らくらくアルミケーブル １５０ｍｍ２ 古河電工産業電線 ６００Ｖらくらくアルミケーブル １５０ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

アルミ導体ケーブル【公表価格】 4001460010 アルミ導体ケーブル ６００Ｖ（ＡＬ－ＣＶＴ） らくらくアルミケーブル ２００ｍｍ２ 古河電工産業電線 ６００Ｖらくらくアルミケーブル ２００ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

アルミ導体ケーブル【公表価格】 4001460012 アルミ導体ケーブル ６００Ｖ（ＡＬ－ＣＶＴ） らくらくアルミケーブル ２５０ｍｍ２ 古河電工産業電線 ６００Ｖらくらくアルミケーブル ２５０ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

アルミ導体ケーブル【公表価格】 4001460014 アルミ導体ケーブル ６００Ｖ（ＡＬ－ＣＶＴ） らくらくアルミケーブル ３２５ｍｍ２ 古河電工産業電線 ６００Ｖらくらくアルミケーブル ３２５ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

アルミ導体ケーブル【公表価格】 4001460016 アルミ導体ケーブル ６００Ｖ（ＡＬ－ＣＶＴ） らくらくアルミケーブル ４００ｍｍ２ 古河電工産業電線 ６００Ｖらくらくアルミケーブル ４００ｍｍ２ ｍ 543 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231010
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） １．２５ｍｍ２　２心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231020
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ２．０ｍｍ２ ２心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ２．０ｍｍ２　２心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231030
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ３．５ｍｍ２ ２心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ３．５ｍｍ２　２心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231040
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ５．５ｍｍ２ ２心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ５．５ｍｍ２　２心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231050
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ８ｍｍ２ ２心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ
Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ８ｍｍ２　２心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線
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制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231080
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） １．２５ｍｍ２ ３心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） １．２５ｍｍ２　３心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231090
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ２．０ｍｍ２ ３心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ２．０ｍｍ２　３心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231100
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ３．５ｍｍ２ ３心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ３．５ｍｍ２　３心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231110
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ５．５ｍｍ２ ３心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ５．５ｍｍ２　３心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231120
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ８ｍｍ２ ３心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ
Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ８ｍｍ２　３心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231150
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） １．２５ｍｍ２ ４心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） １．２５ｍｍ２　４心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231160
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ２．０ｍｍ２ ４心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ２．０ｍｍ２　４心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231170
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ３．５ｍｍ２ ４心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ３．５ｍｍ２　４心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231180
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ５．５ｍｍ２ ４心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ５．５ｍｍ２　４心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231190
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ８ｍｍ２ ４心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ
Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ８ｍｍ２　４心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231220
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） １．２５ｍｍ２ ５心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） １．２５ｍｍ２　５心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231230
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ２．０ｍｍ２ ５心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ２．０ｍｍ２　５心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231240
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ３．５ｍｍ２ ５心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ３．５ｍｍ２　５心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231250
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ５．５ｍｍ２ ５心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ５．５ｍｍ２　５心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231260
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ８ｍｍ２ ５心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ
Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ８ｍｍ２　５心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231280
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） １．２５ｍｍ２ ６心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） １．２５ｍｍ２　６心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231290
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ２．０ｍｍ２ ６心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ２．０ｍｍ２　６心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231300
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ３．５ｍｍ２ ６心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ３．５ｍｍ２　６心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線
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制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231310
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ５．５ｍｍ２ ６心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ５．５ｍｍ２　６心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231320
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ８ｍｍ２ ６心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ
Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ８ｍｍ２　６心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231340
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） １．２５ｍｍ２ ７心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） １．２５ｍｍ２　７心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231350
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ２．０ｍｍ２ ７心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ２．０ｍｍ２　７心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231360
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ３．５ｍｍ２ ７心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ３．５ｍｍ２　７心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231370
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ５．５ｍｍ２ ７心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ５．５ｍｍ２　７心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231380
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ８ｍｍ２ ７心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ
Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ８ｍｍ２　７心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231390
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） １．２５ｍｍ２ ８心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） １．２５ｍｍ２　８心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231400
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ２．０ｍｍ２ ８心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ２．０ｍｍ２　８心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231410
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ３．５ｍｍ２ ８心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ３．５ｍｍ２　８心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231420
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ５．５ｍｍ２ ８心 標準条長３００ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ５．５ｍｍ２　８心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231430
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ８ｍｍ２ ８心 標準条長３００ｍ ＪＩＳ
Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ８ｍｍ２　８心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231440
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） １．２５ｍｍ２ １０心 標準条長３００
ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） １．２５ｍｍ２　１０心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231450
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ２．０ｍｍ２ １０心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ２．０ｍｍ２　１０心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231460
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ３．５ｍｍ２ １０心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ３．５ｍｍ２　１０心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231470
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ５．５ｍｍ２ １０心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ５．５ｍｍ２　１０心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231480
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ８ｍｍ２ １０心 標準条長３００ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ８ｍｍ２　１０心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231490
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） １．２５ｍｍ２ １２心 標準条長３００
ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） １．２５ｍｍ２　１２心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線
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制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231500
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ２．０ｍｍ２ １２心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ２．０ｍｍ２　１２心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231510
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ３．５ｍｍ２ １２心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ３．５ｍｍ２　１２心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231520
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ５．５ｍｍ２ １２心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ５．５ｍｍ２　１２心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231530
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ８ｍｍ２ １２心 標準条長３００ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ８．０ｍｍ２　１２心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231540
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） １．２５ｍｍ２ １５心 標準条長３００
ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） １．２５ｍｍ２　１５心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231550
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ２．０ｍｍ２ １５心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ２．０ｍｍ２　１５心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231560
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ３．５ｍｍ２ １５心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ３．５ｍｍ２　１５心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231570
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ５．５ｍｍ２ １５心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ５．５ｍｍ２　１５心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231580
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） １．２５ｍｍ２ ２０心 標準条長３００
ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） １．２５ｍｍ２　２０心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231590
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ２．０ｍｍ２ ２０心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ２．０ｍｍ２　２０心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231600
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ３．５ｍｍ２ ２０心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ３．５ｍｍ２　２０心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231610
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ５．５ｍｍ２ ２０心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ５．５ｍｍ２　２０心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231620
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） １．２５ｍｍ２ ３０心 標準条長３００
ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） １．２５ｍｍ２　３０心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231630
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ２．０ｍｍ２ ３０心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ２．０ｍｍ２　３０心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231640
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ３．５ｍｍ２ ３０心 標準条長３００ｍ
ＪＩＳ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ３．５ｍｍ２　３０心 ｍ 544 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241010
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） １．２５ｍｍ２　２心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241020
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ２．０ｍｍ２　２心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241030
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ３．５ｍｍ２　２心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線
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静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241040
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ５．５ｍｍ２　２心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241050
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） １．２５ｍｍ２　３心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241060
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ２．０ｍｍ２　３心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241070
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ３．５ｍｍ２　３心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241080
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ５．５ｍｍ２　３心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241090
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） １．２５ｍｍ２　４心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241100
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ２．０ｍｍ２　４心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241110
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ３．５ｍｍ２　４心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241120
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ５．５ｍｍ２　４心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241130
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ５心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） １．２５ｍｍ２　５心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241140
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ５心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ２．０ｍｍ２　５心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241150
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ５心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ３．５ｍｍ２　５心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241160
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ５心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ５．５ｍｍ２　５心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241170
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ６心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） １．２５ｍｍ２　６心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241180
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ６心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ２．０ｍｍ２　６心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241190
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ６心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ３．５ｍｍ２　６心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241200
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ６心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ５．５ｍｍ２　６心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241210
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ７心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） １．２５ｍｍ２　７心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線
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静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241220
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ７心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ２．０ｍｍ２　７心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241230
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ７心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ３．５ｍｍ２　７心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241240
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ７心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ５．５ｍｍ２　７心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241250
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ８心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） １．２５ｍｍ２　８心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241260
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ８心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ２．０ｍｍ２　８心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241270
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ８心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ３．５ｍｍ２　８心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241280
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ８心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ５．５ｍｍ２　８心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241290
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ １０心 受注品 ＪＣ
Ｓ　４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） １．２５ｍｍ２　１０心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241300
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ １０心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ２．０ｍｍ２　１０心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241310
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ １０心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ３．５ｍｍ２　１０心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241320
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ １０心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ５．５ｍｍ２　１０心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241330
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ １２心 受注品 ＪＣ
Ｓ　４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） １．２５ｍｍ２　１２心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241340
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ １２心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ２．０ｍｍ２　１２心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241350
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ １２心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ３．５ｍｍ２　１２心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241360
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ １２心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ５．５ｍｍ２　１２心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241370
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ １５心 受注品 ＪＣ
Ｓ　４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） １．２５ｍｍ２　１５心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241380
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ １５心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ２．０ｍｍ２　１５心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241390
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ １５心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ３．５ｍｍ２　１５心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線
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静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241400
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ １５心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ５．５ｍｍ２　１５心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241410
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ２０心 受注品 ＪＣ
Ｓ　４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） １．２５ｍｍ２　２０心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241420
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ２０心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ２．０ｍｍ２　２０心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241430
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ２０心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ３．５ｍｍ２　２０心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241440
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ２０心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ５．５ｍｍ２　２０心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242010
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） １．２５ｍｍ２　２心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242020
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ２．０ｍｍ２　２心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242030
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ３．５ｍｍ２　２心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242040
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ５．５ｍｍ２　２心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242050
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） １．２５ｍｍ２　３心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242060
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ２．０ｍｍ２　３心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242070
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ３．５ｍｍ２　３心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242080
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ５．５ｍｍ２　３心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242090
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） １．２５ｍｍ２　４心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242100
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ２．０ｍｍ２　４心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242110
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ３．５ｍｍ２　４心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242120
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ５．５ｍｍ２　４心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242130
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ ５心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） １．２５ｍｍ２　５心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線
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静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242140
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ ５心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ２．０ｍｍ２　５心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242150
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ ５心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ３．５ｍｍ２　５心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242160
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ ５心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ５．５ｍｍ２　５心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242170
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ ６心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） １．２５ｍｍ２　６心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242180
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ ６心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ２．０ｍｍ２　６心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242190
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ ６心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ３．５ｍｍ２　６心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242200
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ ６心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ５．５ｍｍ２　６心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242210
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ ７心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） １．２５ｍｍ２　７心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242220
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ ７心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ２．０ｍｍ２　７心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242230
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ ７心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ３．５ｍｍ２　７心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242240
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ ７心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ５．５ｍｍ２　７心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242250
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ ８心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） １．２５ｍｍ２　８心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242260
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ ８心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ２．０ｍｍ２　８心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242270
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ ８心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ３．５ｍｍ２　８心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242280
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ ８心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ５．５ｍｍ２　８心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242290
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ １０心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） １．２５ｍｍ２　１０心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242300
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ １０心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ２．０ｍｍ２　１０心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242310
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ １０心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ３．５ｍｍ２　１０心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線
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静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242320
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ １０心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ５．５ｍｍ２　１０心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242330
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ １２心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） １．２５ｍｍ２　１２心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242340
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ １２心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ２．０ｍｍ２　１２心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242350
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ １２心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ３．５ｍｍ２　１２心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242360
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ １２心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ５．５ｍｍ２　１２心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242370
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ １５心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） １．２５ｍｍ２　１５心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242380
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ １５心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ２．０ｍｍ２　１５心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242390
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ １５心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ３．５ｍｍ２　１５心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242400
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ １５心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ５．５ｍｍ２　１５心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242410
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 １．２５ｍｍ２ ２０心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） １．２５ｍｍ２　２０心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242420
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ２．０ｍｍ２ ２０心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ２．０ｍｍ２　２０心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242430
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ３．５ｍｍ２ ２０心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ３．５ｍｍ２　２０心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001242440
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅編組 ５．５ｍｍ２ ２０心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅編組） ５．５ｍｍ２　２０心 ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

６ｋＶ高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線
（ＰＤＣ）

4001151202
６ｋＶ高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＰＤＣ） ５．５ｍｍ２ １０５ｋｇ／ｋｍ 受注品 ＪＩＳ　Ｃ　３６０
９

６ｋＶ　ＰＤＣ電線 より線　５．５ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

６ｋＶ高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線
（ＰＤＣ）

4001151204 ６ｋＶ高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＰＤＣ） ８ｍｍ２ １３５ｋｇ／ｋｍ 受注品 ＪＩＳ　Ｃ　３６０９ ６ｋＶ　ＰＤＣ電線 より線　８ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

６ｋＶ高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線
（ＰＤＣ）

4001151206 ６ｋＶ高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＰＤＣ） １４ｍｍ２ ２０５ｋｇ／ｋｍ 受注品 ＪＩＳ　Ｃ　３６０９ ６ｋＶ　ＰＤＣ電線 より線　１４ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

６ｋＶ高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線
（ＰＤＣ）

4001151208 ６ｋＶ高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＰＤＣ） ２２ｍｍ２ ２９０ｋｇ／ｋｍ 受注品 ＪＩＳ　Ｃ　３６０９ ６ｋＶ　ＰＤＣ電線 より線　２２ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

６ｋＶ高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線
（ＰＤＣ）

4001151216
６ｋＶ高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＰＤＣ） ３８ｍｍ２ ４４０ｋｇ／ｋｍ 受注品 ＪＩＳ　Ｃ　３６０９
準拠

６ｋＶ　ＰＤＣ電線 より線　３８ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線
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縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ） 4001161208 縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ） ２２ｍｍ２ ２４０ｋｇ／ｋｍ 受注品 ＪＣ電線 より線　２２ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ） 4001161210 縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ） ３８ｍｍ２ ４２０ｋｇ／ｋｍ 受注品 ＪＣ電線 より線　３８ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ） 4001161212 縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ） ６０ｍｍ２ ６００ｋｇ／ｋｍ 受注品 ＪＣ電線 より線　６０ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ） 4001161214 縁廻用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＪＣ） １００ｍｍ２ ９５０ｋｇ／ｋｍ 受注品 ＪＣ電線 より線　１００ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ） 4001131108 屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ） ５ｍｍ ２２０ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０６ ＯＥ電線 単線　５．０ｍｍ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ） 4001131208 屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ） ２２ｍｍ２ ２５５ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０６ ＯＥ電線 より線　２２ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ） 4001131210 屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ） ３８ｍｍ２ ４１０ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０６ ＯＥ電線 より線　３８ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ） 4001131212 屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ） ６０ｍｍ２ ６４５ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０６ ＯＥ電線 より線　６０ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ） 4001131214 屋外用ポリエチレン絶縁電線（ＯＥ） １００ｍｍ２ １，０５０ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０６ ＯＥ電線 より線　１００ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ） 4001141108 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ） ５ｍｍ ２２０ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０７ ＯＣ電線 単線　５．０ｍｍ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ） 4001141208 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ） ２２ｍｍ２ ２５５ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０７ ＯＣ電線 より線　２２ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ） 4001141210 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ） ３８ｍｍ２ ４１０ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０７ ＯＣ電線 より線　３８ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ） 4001141212 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ） ６０ｍｍ２ ６４５ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０７ ＯＣ電線 より線　６０ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ） 4001141214 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線（ＯＣ） １００ｍｍ２ １，０５０ｋｇ／ｋｍ 受注品 電力規格Ｃ－１０７ ＯＣ電線 より線　１００ｍｍ２ ｍ 545 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） 4001071102 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） ２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３４０ 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） 単線　２．０ｍｍ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） 4001071104 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） ２．６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３４０ 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） 単線　２．６ｍｍ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） 4001071106 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） ３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３４０ 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） 単線　３．２ｍｍ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） 4001071108 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） ４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３４０ 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） 単線　４．０ｍｍ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

1586 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） 4001071110 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） ５．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３４０ 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） 単線　５．０ｍｍ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） 4001071202 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） １４ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３３４０ 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） より線　１４ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） 4001071204 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） ２２ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３３４０ 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） より線　２２ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） 4001071206 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） ３８ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３３４０ 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） より線　３８ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） 4001071208 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） ６０ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３３４０ 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） より線　６０ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） 4001071210 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） １００ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３３４０ 屋外用ビニル絶縁電線（ＯＷ） より線　１００ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081102 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２．０ｍｍ ２心平形 ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２．０ｍｍ　２心平形 ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081104 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２．６ｍｍ ２心平形 ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２．６ｍｍ　２心平形 ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081106 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ３．２ｍｍ ２心平形 ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ３．２ｍｍ　２心平形 ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081202 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ８ｍｍ２ ２個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ８ｍｍ２　２個より ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081204 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） １４ｍｍ２ ２個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） １４ｍｍ２　２個より ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081206 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２２ｍｍ２ ２個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２２ｍｍ２　２個より ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081208 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ３８ｍｍ２ ２個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ３８ｍｍ２　２個より ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081210 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ６０ｍｍ２ ２個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ６０ｍｍ２　２個より ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081302 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２．０ｍｍ ３心平形 ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２．０ｍｍ　３心平形 ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081304 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２．６ｍｍ ３心平形 ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２．６ｍｍ　３心平形 ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081306 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ３．２ｍｍ ３心平形 ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ３．２ｍｍ　３心平形 ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081402 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ８ｍｍ２ ３個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ８ｍｍ２　３個より ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線
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引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081404 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） １４ｍｍ２ ３個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） １４ｍｍ２　３個より ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081406 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２２ｍｍ２ ３個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２２ｍｍ２　３個より ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081408 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ３８ｍｍ２ ３個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ３８ｍｍ２　３個より ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081410 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ６０ｍｍ２ ３個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ６０ｍｍ２　３個より ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） 4001091010 ６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） ０．７５ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３３１６ 電気機器用ビニル絶縁電線ＫＩＶ ６００Ｖ　０．７５ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） 4001091020 ６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） １．２５ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３３１６ 電気機器用ビニル絶縁電線ＫＩＶ ６００Ｖ　１．２５ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） 4001091030 ６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） ２．０ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３３１６ 電気機器用ビニル絶縁電線ＫＩＶ ６００Ｖ　２．０ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） 4001091040 ６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） ３．５ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３３１６ 電気機器用ビニル絶縁電線ＫＩＶ ６００Ｖ　３．５ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） 4001091050 ６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） ５．５ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３３１６ 電気機器用ビニル絶縁電線ＫＩＶ ６００Ｖ　５．５ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） 4001091060 ６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） ８ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３３１６ 電気機器用ビニル絶縁電線ＫＩＶ ６００Ｖ　８ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） 4001091070 ６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） １４ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３３１６ 電気機器用ビニル絶縁電線ＫＩＶ ６００Ｖ　１４ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） 4001091080 ６００Ｖ電気機器用ビニル絶縁電線（ＫＩＶ） ２２ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３３１６準拠 電気機器用ビニル絶縁電線ＫＩＶ ６００Ｖ　２２ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

６ｋＶ高圧電気機器内配線電線（ＫＩＰ） 4001101010 ６ｋＶ高圧電気機器内配線電線（ＫＩＰ） ８ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１１ 高圧機器内配線用電線（ＫＩＰ） ６ｋＶ　８ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

６ｋＶ高圧電気機器内配線電線（ＫＩＰ） 4001101020 ６ｋＶ高圧電気機器内配線電線（ＫＩＰ） １４ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１１ 高圧機器内配線用電線（ＫＩＰ） ６ｋＶ　１４ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

６ｋＶ高圧電気機器内配線電線（ＫＩＰ） 4001101030 ６ｋＶ高圧電気機器内配線電線（ＫＩＰ） ２２ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１１ 高圧機器内配線用電線（ＫＩＰ） ６ｋＶ　２２ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

６ｋＶ高圧電気機器内配線電線（ＫＩＰ） 4001101040 ６ｋＶ高圧電気機器内配線電線（ＫＩＰ） ３８ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１１ 高圧機器内配線用電線（ＫＩＰ） ６ｋＶ　３８ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

６ｋＶ高圧電気機器内配線電線（ＫＩＰ） 4001101050 ６ｋＶ高圧電気機器内配線電線（ＫＩＰ） ６０ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１１ 高圧機器内配線用電線（ＫＩＰ） ６ｋＶ　６０ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線

６ｋＶ高圧電気機器内配線電線（ＫＩＰ） 4001101060 ６ｋＶ高圧電気機器内配線電線（ＫＩＰ） １００ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１１ 高圧機器内配線用電線（ＫＩＰ） ６ｋＶ　１００ｍｍ２ ｍ 546 ○ ○ 4001 電力用電線
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６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265202 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ０．７５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　０．７５ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265204 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　１．２５ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265206 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ２．０ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　２．０ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265208 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ３．５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　３．５ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265210 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ５．５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　５．５ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265212 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ８ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　８ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265214 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ １４ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　１４ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265216 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ２２ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　２２ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265218 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ３８ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　３８ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265224 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ０．７５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　０．７５ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265226 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ １．２５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　１．２５ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265228 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ２．０ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　２．０ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265230 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ３．５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　３．５ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265232 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ５．５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　５．５ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265234 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ８ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　８ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265236 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ １４ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　１４ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265238 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ２２ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　２２ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265240 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ３８ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　３８ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線
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６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265242 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ６０ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　６０ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265244 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ １００ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　１００ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265246 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ０．７５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　０．７５ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265248 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ １．２５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　１．２５ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265250 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ２．０ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　２．０ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265252 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ３．５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　３．５ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265254 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ５．５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　５．５ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265256 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ８ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　８ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265258 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ １４ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　１４ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265260 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ２２ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　２２ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265262 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ ３８ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＣＴ　３８ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265834 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ０．７５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ０．７５ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265836 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ１．２５ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265838 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ２．０ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　２．０ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265840 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ３．５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265842 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ５．５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　５．５ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265844 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ８ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　８ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265846 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ １４ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　１４ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線
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６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265848 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ２２ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　２２ｍｍ２　２心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265802 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ０．７５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ０．７５ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265804 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ １．２５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ１．２５ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265806 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ２．０ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　２．０ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265808 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ３．５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265810 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ５．５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　５．５ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265812 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ８ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　８ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265814 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ １４ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　１４ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265816 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ２２ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　２２ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265850 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ３８ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　３８ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265852 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ６０ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　６０ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265854 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ １００ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　１００ｍｍ２　３心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265818 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ０．７５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ０．７５ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265820 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ １．２５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ１．２５ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265822 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ２．０ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　２．０ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265824 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ３．５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265826 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ５．５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　５．５ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265828 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ８ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　８ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線
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６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265830 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ １４ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　１４ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル 4001265832 ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ ２２ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３２７ ゴムキャブタイヤケーブル ２ＰＮＣＴ　２２ｍｍ２　４心 ｍ 547 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275205
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ０．７５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３
３１２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ０．７５ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275210
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３
３１２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル １．２５ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275215
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ２．０ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３
１２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ２ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275220
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ３．５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３
１２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ３．５ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275225
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ５．５ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３
１２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ５．５ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275230 ６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ８ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２ ６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ８ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275235
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） １４ｍｍ２ ２心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１
２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル １４ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275305
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ０．７５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３
３１２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ０．７５ｍｍ２　３心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275310
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） １．２５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３
３１２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル １．２５ｍｍ２　３心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275315
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ２．０ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３
１２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ２ｍｍ２　３心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275320
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ３．５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３
１２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ３．５ｍｍ２　３心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275325
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ５．５ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３
１２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ５．５ｍｍ２　３心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275330 ６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ８ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２ ６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ８ｍｍ２　３心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275335
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） １４ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１
２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル １４ｍｍ２　３心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275340
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ２２ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１
２準拠

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ２２ｍｍ２　３心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275345
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ３８ｍｍ２ ３心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１
２準拠

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ３８ｍｍ２　３心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線
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６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275405
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ０．７５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３
３１２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ０．７５ｍｍ２　４心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275410
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） １．２５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３
３１２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル １．２５ｍｍ２　４心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275415
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ２．０ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３
１２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ２ｍｍ２　４心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275420
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ３．５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３
１２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ３．５ｍｍ２　４心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275425
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ５．５ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３
１２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ５．５ｍｍ２　４心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275430 ６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ８ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１２ ６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ８ｍｍ２　４心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275435
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） １４ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１
２

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル １４ｍｍ２　４心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275440
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ２２ｍｍ２ ４心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３１
２準拠

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ２２ｍｍ２　４心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275505
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ０．７５ｍｍ２ ５心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３
３１２準拠

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ０．７５ｍｍ２　５心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275510
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） １．２５ｍｍ２ ５心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３
３１２準拠

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル １．２５ｍｍ２　５心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275515
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ２．０ｍｍ２ ５心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３
１２準拠

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ２ｍｍ２　５心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275520
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ３．５ｍｍ２ ５心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３
１２準拠

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ３．５ｍｍ２　５心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275605
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ０．７５ｍｍ２ ６心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３
３１２準拠

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ０．７５ｍｍ２　６心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275610
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） １．２５ｍｍ２ ６心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３
３１２準拠

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル １．２５ｍｍ２　６心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275615
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ２．０ｍｍ２ ６心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３
１２準拠

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ２ｍｍ２　６心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブ
ル（ＶＣＴ）

4001275620
６００Ｖビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（ＶＣＴ） ３．５ｍｍ２ ６心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３
１２準拠

６００Ｖ　ＶＣＴケーブル ３．５ｍｍ２　６心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

溶接用ケーブル（ＷＣＴ） 4001285110 溶接用ケーブル（ＷＣＴ） １種 ２２ｍｍ２　単心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３４０４ ＷＣＴケーブル（１種） ２２ｍｍ２　単心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

溶接用ケーブル（ＷＣＴ） 4001285120 溶接用ケーブル（ＷＣＴ） １種 ３８ｍｍ２　単心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３４０４ ＷＣＴケーブル（１種） ３８ｍｍ２　単心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

1593 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

溶接用ケーブル（ＷＣＴ） 4001285130 溶接用ケーブル（ＷＣＴ） １種 ６０ｍｍ２　単心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３４０４ ＷＣＴケーブル（１種） ６０ｍｍ２　単心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

溶接用ケーブル（ＷＣＴ） 4001285140 溶接用ケーブル（ＷＣＴ） １種 １００ｍｍ２　単心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３４０４ ＷＣＴケーブル（１種） １００ｍｍ２　単心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295110 器具用ビニルコード ＶＣＴＦ ０．７５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＣＴＦ ０．７５ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295120 器具用ビニルコード ＶＣＴＦ １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＣＴＦ １．２５ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295130 器具用ビニルコード ＶＣＴＦ ２．０ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＣＴＦ ２．０ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295140 器具用ビニルコード ＶＣＴＦ ０．７５ｍｍ２ ３心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＣＴＦ ０．７５ｍｍ２　３心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295150 器具用ビニルコード ＶＣＴＦ １．２５ｍｍ２ ３心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＣＴＦ １．２５ｍｍ２　３心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295160 器具用ビニルコード ＶＣＴＦ ２．０ｍｍ２ ３心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＣＴＦ ２．０ｍｍ２　３心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295170 器具用ビニルコード ＶＣＴＦ ０．７５ｍｍ２ ４心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＣＴＦ ０．７５ｍｍ２　４心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295180 器具用ビニルコード ＶＣＴＦ １．２５ｍｍ２ ４心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＣＴＦ １．２５ｍｍ２　４心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295190 器具用ビニルコード ＶＣＴＦ ２．０ｍｍ２ ４心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＣＴＦ ２．０ｍｍ２　４心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295210 器具用ビニルコード ＶＣＴＦＫ ０．７５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＣＴＦＫ ０．７５ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295220 器具用ビニルコード ＶＣＴＦＫ １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＣＴＦＫ １．２５ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295230 器具用ビニルコード ＶＣＴＦＫ ２．０ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＣＴＦＫ ２ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295310 器具用ビニルコード ＶＳＦ ０．５ｍｍ２ 単心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＳＦ ０．５ｍｍ２　単心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295320 器具用ビニルコード ＶＳＦ ０．７５ｍｍ２ 単心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＳＦ ０．７５ｍｍ２　単心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295330 器具用ビニルコード ＶＳＦ １．２５ｍｍ２ 単心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＳＦ １．２５ｍｍ２　単心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295340 器具用ビニルコード ＶＳＦ ２．０ｍｍ２ 単心 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＳＦ ２ｍｍ２　単心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線
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器具用ビニルコード 4001295410 器具用ビニルコード ＶＦＦ ０．５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＦＦ ０．５ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295420 器具用ビニルコード ＶＦＦ ０．７５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＦＦ ０．７５ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295430 器具用ビニルコード ＶＦＦ １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＦＦ １．２５ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

器具用ビニルコード 4001295440 器具用ビニルコード ＶＦＦ ２．０ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３３０６ 器具用ビニルコード　ＶＦＦ ２．０ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4001 電力用電線

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） 4003015110 マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） ０．５ｍｍ２ 単心 標準条長１００ｍ マイクロホン用ビニルコード ０．５ｍｍ２　単心 ｍ 548 ○ ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） 4003015120 マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） ０．７５ｍｍ２ 単心 標準条長１００ｍ マイクロホン用ビニルコード ０．７５ｍｍ２　単心 ｍ 548 ○ ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） 4003015130 マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） １．２５ｍｍ２ 単心 標準条長１００ｍ マイクロホン用ビニルコード １．２５ｍｍ２　単心 ｍ 548 ○ ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） 4003015210 マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） ０．５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ マイクロホン用ビニルコード ０．５ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） 4003015220 マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） ０．７５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ マイクロホン用ビニルコード ０．７５ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） 4003015230 マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長１００ｍ マイクロホン用ビニルコード １．２５ｍｍ２　２心 ｍ 548 ○ ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） 4003015310 マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） ０．５ｍｍ２ ３心 標準条長１００ｍ マイクロホン用ビニルコード ０．５ｍｍ２　３心 ｍ 548 ○ ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） 4003015320 マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） ０．７５ｍｍ２ ３心 標準条長１００ｍ マイクロホン用ビニルコード ０．７５ｍｍ２　３心 ｍ 548 ○ ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） 4003015330 マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） １．２５ｍｍ２ ３心 標準条長１００ｍ マイクロホン用ビニルコード １．２５ｍｍ２　３心 ｍ 548 ○ ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） 4003015410 マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） ０．５ｍｍ２ ４心 標準条長１００ｍ マイクロホン用ビニルコード ０．５ｍｍ２　４心 ｍ 548 ○ ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） 4003015420 マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） ０．７５ｍｍ２ ４心 標準条長１００ｍ マイクロホン用ビニルコード ０．７５ｍｍ２　４心 ｍ 548 ○ ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） 4003015430 マイクロホン用ビニルコード（ＭＶＶＳ） １．２５ｍｍ２ ４心 標準条長１００ｍ マイクロホン用ビニルコード １．２５ｍｍ２　４心 ｍ 548 ○ ○ 4003 通信用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370002 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） １．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル 単線　６００Ｖ　１．０ｍｍ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370004 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） １．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル 単線　６００Ｖ　１．２ｍｍ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線
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屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370006 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） １．６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル 単線　６００Ｖ　１．６ｍｍ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370008 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） ２．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル 単線　６００Ｖ　２．０ｍｍ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370010 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） ２．６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル 単線　６００Ｖ　２．６ｍｍ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370012 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） ０．９ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル より線　６００Ｖ　０．９ｍｍ２ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370014 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） １．２５ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル より線　６００Ｖ１．２５ｍｍ２ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370016 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） ２．０ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル より線　６００Ｖ　２．０ｍｍ２ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370018 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） ３．５ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル より線　６００Ｖ　３．５ｍｍ２ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370020 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） ５．５ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル より線　６００Ｖ　５．５ｍｍ２ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370022 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） ８ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル より線　６００Ｖ　８ｍｍ２ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370024 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） １４ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル より線　６００Ｖ　１４ｍｍ２ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370026 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） ２２ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル より線　６００Ｖ　２２ｍｍ２ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370028 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） ３８ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル より線　６００Ｖ　３８ｍｍ２ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370030 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） ６０ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル より線　６００Ｖ　６０ｍｍ２ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370032 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） １００ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル より線　６００Ｖ　１００ｍｍ２ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370034 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） １５０ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル より線　６００Ｖ　１５０ｍｍ２ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370036 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） ２００ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル より線　６００Ｖ　２００ｍｍ２ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370038 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） ２５０ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル より線　６００Ｖ　２５０ｍｍ２ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

屋内用絶縁電線６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－Ｉ
Ｅ）

4001370040 屋内用絶縁電線　６００Ｖ　ＩＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＩＥ） ３２５ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６１２ ＩＥ／Ｆ（ＥＭ－ＩＥ）ケーブル より線　６００Ｖ　３２５ｍｍ２ ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線
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低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ
（ＥＭ－ＥＥＦ）

4001382005 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　（ＥＭ－ＥＥＦ） １．６ｍｍ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　ケーブル １．６ｍｍ　２心 ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ
（ＥＭ－ＥＥＦ）

4001382010 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　（ＥＭ－ＥＥＦ） ２．０ｍｍ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　ケーブル ２．０ｍｍ　２心 ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ
（ＥＭ－ＥＥＦ）

4001382015 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　（ＥＭ－ＥＥＦ） ２．６ｍｍ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　ケーブル ２．６ｍｍ　２心 ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ
（ＥＭ－ＥＥＦ）

4001383005 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　（ＥＭ－ＥＥＦ） １．６ｍｍ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　ケーブル １．６ｍｍ　３心 ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ
（ＥＭ－ＥＥＦ）

4001383010 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　（ＥＭ－ＥＥＦ） ２．０ｍｍ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　ケーブル ２．０ｍｍ　３心 ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ
（ＥＭ－ＥＥＦ）

4001383015 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　（ＥＭ－ＥＥＦ） ２．６ｍｍ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＥＥＦ／Ｆ　ケーブル ２．６ｍｍ　３心 ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ
－ＣＥ）

4001395302 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ８ｍｍ２　３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ８ｍｍ２　３心 ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ
－ＣＥ）

4001395304 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） １４ｍｍ２　３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル １４ｍｍ２　３心 ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ
－ＣＥ）

4001395306 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２２ｍｍ２　３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２２ｍｍ２　３心 ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ
－ＣＥ）

4001395308 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ３８ｍｍ２　３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ３８ｍｍ２　３心 ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ
－ＣＥ）

4001395310 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ６０ｍｍ２　３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ６０ｍｍ２　３心 ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ
－ＣＥ）

4001395312 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） １００ｍｍ２　３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル １００ｍｍ２　３心 ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ
－ＣＥ）

4001395314 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） １５０ｍｍ２　３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル １５０ｍｍ２　３心 ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ
－ＣＥ）

4001395316 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２００ｍｍ２　３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２００ｍｍ２　３心 ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ
－ＣＥ）

4001395318 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２５０ｍｍ２　３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２５０ｍｍ２　３心 ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ（ＥＭ
－ＣＥ）

4001395320 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ３２５ｍｍ２　３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ６ｋＶ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ３２５ｍｍ２　３心 ｍ 549 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390102 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２．０ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２．０ｍｍ２　単心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390104 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ３．５ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ３．５ｍｍ２　単心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線
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低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390106 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ５．５ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ５．５ｍｍ２　単心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390108 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ８ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ８ｍｍ２　単心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390110 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） １４ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル １４ｍｍ２　単心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390112 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２２ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２２ｍｍ２　単心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390114 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ３８ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ３８ｍｍ２　単心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390116 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ６０ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ６０ｍｍ２　単心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390118 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） １００ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル １００ｍｍ２　単心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390120 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） １５０ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル １５０ｍｍ２　単心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390122 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２００ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２００ｍｍ２　単心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390124 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２５０ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２５０ｍｍ２　単心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390126 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ３２５ｍｍ２ 単心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ３２５ｍｍ２　単心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390202 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２．０ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２．０ｍｍ２　２心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390204 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ３．５ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ３．５ｍｍ２　２心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390206 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ５．５ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ５．５ｍｍ２　２心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390208 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ８ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ８ｍｍ２　２心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390210 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） １４ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル １４ｍｍ２　２心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390212 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２２ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２２ｍｍ２　２心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390214 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ３８ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ３８ｍｍ２　２心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線
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低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390216 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ６０ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ６０ｍｍ２　２心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390218 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） １００ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル １００ｍｍ２　２心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390220 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） １５０ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル １５０ｍｍ２　２心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390222 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２００ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２００ｍｍ２　２心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390224 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２５０ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２５０ｍｍ２　２心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390226 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ３２５ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ３２５ｍｍ２　２心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390302 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２．０ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２．０ｍｍ２　３心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390304 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ３．５ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ３．５ｍｍ２　３心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390306 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ５．５ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ５．５ｍｍ２　３心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390308 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ８ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ８ｍｍ２　３心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390310 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） １４ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル １４ｍｍ２　３心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390312 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２２ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２２ｍｍ２　３心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390314 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ３８ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ３８ｍｍ２　３心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390316 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ６０ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ６０ｍｍ２　３心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390318 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） １００ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル １００ｍｍ２　３心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390320 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） １５０ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル １５０ｍｍ２　３心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390322 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２００ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２００ｍｍ２　３心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390324 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２５０ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２５０ｍｍ２　３心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線
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低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390326 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ３２５ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ３２５ｍｍ２　３心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390402 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２．０ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２．０ｍｍ２　４心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390404 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ３．５ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ３．５ｍｍ２　４心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390406 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ５．５ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ５．５ｍｍ２　４心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390408 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ８ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ８ｍｍ２　４心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390410 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） １４ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル １４ｍｍ２　４心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390412 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２２ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２２ｍｍ２　４心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390414 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ３８ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ３８ｍｍ２　４心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390416 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ６０ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ６０ｍｍ２　４心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390418 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） １００ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル １００ｍｍ２　４心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390420 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） １５０ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル １５０ｍｍ２　４心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390422 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２００ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２００ｍｍ２　４心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390424 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ２５０ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ２５０ｍｍ２　４心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥ）

4001390426 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥ） ３２５ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３６０５ ６００Ｖ　ＣＥ／Ｆ　ケーブル ３２５ｍｍ２　４心 ｍ 550 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400202 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） １．２５ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 １．２５ｍｍ２　２心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400204 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ２．０ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ２．０ｍｍ２　２心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400206 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ３．５ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ３．５ｍｍ２　２心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400208 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ５．５ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ５．５ｍｍ２　２心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線
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【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400210 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ８ｍｍ２ ２心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ８ｍｍ２　２心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400302 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） １．２５ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 １．２５ｍｍ２　３心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400304 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ２．０ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ２．０ｍｍ２　３心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400306 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ３．５ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ３．５ｍｍ２　３心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400308 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ５．５ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ５．５ｍｍ２　３心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400310 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ８ｍｍ２ ３心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ８ｍｍ２　３心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400402 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） １．２５ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 １．２５ｍｍ２　４心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400404 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ２．０ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ２．０ｍｍ２　４心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400406 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ３．５ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ３．５ｍｍ２　４心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400408 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ５．５ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ５．５ｍｍ２　４心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400410 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ８ｍｍ２ ４心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ８ｍｍ２　４心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400502 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） １．２５ｍｍ２ ５心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 １．２５ｍｍ２　５心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400504 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ２．０ｍｍ２ ５心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ２．０ｍｍ２　５心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400506 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ３．５ｍｍ２ ５心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ３．５ｍｍ２　５心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400508 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ５．５ｍｍ２ ５心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ５．５ｍｍ２　５心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400510 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ８ｍｍ２ ５心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ８ｍｍ２　５心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400602 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） １．２５ｍｍ２ ６心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 １．２５ｍｍ２　６心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400604 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ２．０ｍｍ２ ６心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ２．０ｍｍ２　６心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線
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制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400606 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ３．５ｍｍ２ ６心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ３．５ｍｍ２　６心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400608 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ５．５ｍｍ２ ６心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ５．５ｍｍ２　６心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400610 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ８ｍｍ２ ６心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ８ｍｍ２　６心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400702 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） １．２５ｍｍ２ ７心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 １．２５ｍｍ２　７心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400704 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ２．０ｍｍ２ ７心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ２．０ｍｍ２　７心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400706 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ３．５ｍｍ２ ７心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ３．５ｍｍ２　７心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400708 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ５．５ｍｍ２ ７心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ５．５ｍｍ２　７心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400710 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ８ｍｍ２ ７心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ８ｍｍ２　７心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400802 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） １．２５ｍｍ２ ８心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 １．２５ｍｍ２　８心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400804 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ２．０ｍｍ２ ８心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ２．０ｍｍ２　８心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400806 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ３．５ｍｍ２ ８心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ３．５ｍｍ２　８心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400808 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ５．５ｍｍ２ ８心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ５．５ｍｍ２　８心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001400810 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ８ｍｍ２ ８心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ８ｍｍ２　８心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001401002 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） １．２５ｍｍ２ １０心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 １．２５ｍｍ２　１０心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001401004 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ２．０ｍｍ２ １０心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ２．０ｍｍ２　１０心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001401006 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ３．５ｍｍ２ １０心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ３．５ｍｍ２　１０心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001401008 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ５．５ｍｍ２ １０心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ５．５ｍｍ２　１０心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001401010 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ８ｍｍ２ １０心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ８ｍｍ２　１０心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線
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制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001401202 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） １．２５ｍｍ２ １２心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 １．２５ｍｍ２　１２心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001401204 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ２．０ｍｍ２ １２心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ２．０ｍｍ２　１２心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001401206 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ３．５ｍｍ２ １２心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ３．５ｍｍ２　１２心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001401208 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ５．５ｍｍ２ １２心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ５．５ｍｍ２　１２心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001401210 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ８ｍｍ２ １２心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ８ｍｍ２　１２心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001401502 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） １．２５ｍｍ２ １５心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 １．２５ｍｍ２　１５心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001401504 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ２．０ｍｍ２ １５心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ２．０ｍｍ２　１５心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001401506 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ３．５ｍｍ２ １５心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ３．５ｍｍ２　１５心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001401508 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ５．５ｍｍ２ １５心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ５．５ｍｍ２　１５心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001402002 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） １．２５ｍｍ２ ２０心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 １．２５ｍｍ２　２０心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001402004 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ２．０ｍｍ２ ２０心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ２．０ｍｍ２　２０心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001402006 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ３．５ｍｍ２ ２０心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ３．５ｍｍ２　２０心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001402008 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ５．５ｍｍ２ ２０心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ５．５ｍｍ２　２０心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001403002 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） １．２５ｍｍ２ ３０心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 １．２５ｍｍ２　３０心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001403004 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ２．０ｍｍ２ ３０心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ２．０ｍｍ２　３０心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ） 4001403006 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＥ） ３．５ｍｍ２ ３０心 ＪＩＳ　Ｃ　３４０１ ＣＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＥ）電線 ３．５ｍｍ２　３０心 ｍ 551 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410202 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ２心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２５ｍｍ２　２心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410204 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ２心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　２．０ｍｍ２　２心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線
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制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410206 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ２心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　３．５ｍｍ２　２心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410208 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ２心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　５．５ｍｍ２　２心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410302 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ３心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２５ｍｍ２　３心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410304 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ３心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　２．０ｍｍ２　３心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410306 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ３心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　３．５ｍｍ２　３心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410308 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ３心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　５．５ｍｍ２　３心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410402 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ４心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２５ｍｍ２　４心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410404 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ４心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　２．０ｍｍ２　４心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410406 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ４心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　３．５ｍｍ２　４心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410408 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ４心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　５．５ｍｍ２　４心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410502 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ５心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２５ｍｍ２　５心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410504 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ５心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　２．０ｍｍ２　５心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410506 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ５心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　３．５ｍｍ２　５心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410508 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ５心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　５．５ｍｍ２　５心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410602 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ６心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２５ｍｍ２　６心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410604 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ６心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　２．０ｍｍ２　６心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410606 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ６心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　３．５ｍｍ２　６心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410608 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ６心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　５．５ｍｍ２　６心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線
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制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410702 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ７心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２５ｍｍ２　７心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410704 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ７心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　２．０ｍｍ２　７心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410706 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ７心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　３．５ｍｍ２　７心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410708 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ７心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　５．５ｍｍ２　７心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410802 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ８心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２５ｍｍ２　８心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410804 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ８心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　２．０ｍｍ２　８心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410806 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ８心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　３．５ｍｍ２　８心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001410808 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ８心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　５．５ｍｍ２　８心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001411002 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ １０心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ１．２５ｍｍ２　１０心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001411004 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ １０心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　２．０ｍｍ２　１０心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001411006 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ １０心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　３．５ｍｍ２　１０心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001411008 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ １０心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　５．５ｍｍ２　１０心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001411202 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ １２心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ１．２５ｍｍ２　１２心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001411204 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ １２心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　２．０ｍｍ２　１２心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001411206 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ １２心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　３．５ｍｍ２　１２心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001411208 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ １２心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　５．５ｍｍ２　１２心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001411502 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ １５心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ１．２５ｍｍ２　１５心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001411504 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ １５心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　２．０ｍｍ２　１５心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線
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制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001411506 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ １５心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　３．５ｍｍ２　１５心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001411508 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ １５心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　５．５ｍｍ２　１５心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001412002 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ２０心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ１．２５ｍｍ２　２０心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001412004 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ２０心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　２．０ｍｍ２　２０心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001412006 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ２０心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　３．５ｍｍ２　２０心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001412008 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ５．５ｍｍ２ ２０心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　５．５ｍｍ２　２０心 ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ
（ＥＭ－ＣＥＴ）

4001420002 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） １４ｍｍ２ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６００Ｖ　１４ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ
（ＥＭ－ＣＥＴ）

4001420004 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） ２２ｍｍ２ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６００Ｖ　２２ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ
（ＥＭ－ＣＥＴ）

4001420006 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） ３８ｍｍ２ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６００Ｖ　３８ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ
（ＥＭ－ＣＥＴ）

4001420008 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） ６０ｍｍ２ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６００Ｖ　６０ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ
（ＥＭ－ＣＥＴ）

4001420010 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） １００ｍｍ２ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６００Ｖ　１００ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ
（ＥＭ－ＣＥＴ）

4001420012 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） １５０ｍｍ２ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６００Ｖ　１５０ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ
（ＥＭ－ＣＥＴ）

4001420014 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） ２００ｍｍ２ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６００Ｖ　２００ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ
（ＥＭ－ＣＥＴ）

4001420016 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） ２５０ｍｍ２ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６００Ｖ　２５０ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ
（ＥＭ－ＣＥＴ）

4001420018 低圧電力用ケーブル　６００Ｖ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） ３２５ｍｍ２ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６００Ｖ　３２５ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥＴ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥＴ）

4001425002 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） ２２ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６ｋＶ　２２ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥＴ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥＴ）

4001425004 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） ３８ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６ｋＶ　３８ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥＴ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥＴ）

4001425006 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） ６０ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６ｋＶ　６０ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線
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高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥＴ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥＴ）

4001425008 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） １００ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６ｋＶ　１００ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥＴ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥＴ）

4001425010 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） １５０ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６ｋＶ　１５０ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥＴ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥＴ）

4001425012 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） ２００ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６ｋＶ　２００ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥＴ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥＴ）

4001425014 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） ２５０ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６ｋＶ　２５０ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥＴ／Ｆ（Ｅ
Ｍ－ＣＥＴ）

4001425016 高圧電力用ケーブル　６ｋＶ　ＣＥＴ／Ｆ　（ＥＭ－ＣＥＴ） ３２５ｍｍ２ ＪＩＳ　Ｃ　３６０６ ＣＥＴ／Ｆ（ＥＭ－ＣＥＴ）電線 ６ｋＶ　３２５ｍｍ２ ｍ 552 ○ ○ 4001 電力用電線

通信・信号用ケーブル 4003091010 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．４ｍｍ １０Ｐ ６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．４ｍｍ　１０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091020 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．４ｍｍ ３０Ｐ １４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．４ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091030 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．４ｍｍ ５０Ｐ ２１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．４ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091040 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．４ｍｍ １００Ｐ ３７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．４ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091050 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．４ｍｍ ２００Ｐ ６９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．４ｍｍ　２００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091060 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．５ｍｍ １０Ｐ ９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．５ｍｍ　１０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091070 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．５ｍｍ ３０Ｐ ２００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．５ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091080 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．５ｍｍ ５０Ｐ ３００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．５ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091090 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．５ｍｍ １００Ｐ ５４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．５ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091100 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．５ｍｍ ２００Ｐ １，０２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．５ｍｍ　２００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091110 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．６５ｍｍ １０Ｐ １２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．６５ｍｍ　１０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091120 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ ３１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．６５ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091130 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ ４６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．６５ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003091140 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ ８５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．６５ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091150
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．６５ｍｍ ２００Ｐ １，６７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００
ｍ

ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．６５ｍｍ　２００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091160 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．９ｍｍ １０Ｐ ２１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．９ｍｍ　１０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091170 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．９ｍｍ ３０Ｐ ５２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．９ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091180 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．９ｍｍ ５０Ｐ ８４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．９ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091190 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．９ｍｍ １００Ｐ １，６１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．９ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003092010 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．４ｍｍ ３０Ｐ ３１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル ０．４ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003092020 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．４ｍｍ ５０Ｐ ３８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル ０．４ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003092030
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．４ｍｍ １００Ｐ ５４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００
ｍ

ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル ０．４ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003092040
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．４ｍｍ ２００Ｐ ８９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００
ｍ

ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル ０．４ｍｍ　２００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003092050 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．５ｍｍ ３０Ｐ ３７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル ０．５ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003092060 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．５ｍｍ ５０Ｐ ４７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル ０．５ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003092070
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．５ｍｍ １００Ｐ ７４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００
ｍ

ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル ０．５ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003092080
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．５ｍｍ ２００Ｐ １，２９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５
００ｍ

ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル ０．５ｍｍ　２００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003092090
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ ４８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００
ｍ

ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル ０．６５ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003092100
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ ６３０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００
ｍ

ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル ０．６５ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003092110
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ １，０６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長
５００ｍ

ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル ０．６５ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003092120 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．９ｍｍ ３０Ｐ ７２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル ０．９ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003092130
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳ） ０．９ｍｍ ５０Ｐ １，０４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５０
０ｍ

ＣＣＰ－Ｐ－ＳＳケーブル ０．９ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093010 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．４ｍｍ １０Ｐ ９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．４ｍｍ　１０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093020 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．４ｍｍ ３０Ｐ １８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．４ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093030 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．４ｍｍ ５０Ｐ ２５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．４ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093040 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．４ｍｍ １００Ｐ ４２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．４ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093050 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．４ｍｍ ２００Ｐ ７５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．４ｍｍ　２００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093060 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．５ｍｍ １０Ｐ １２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．５ｍｍ　１０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093070 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．５ｍｍ ３０Ｐ ２４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．５ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093080 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．５ｍｍ ５０Ｐ ３４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．５ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093090 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．５ｍｍ １００Ｐ ６００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．５ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093100
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．５ｍｍ ２００Ｐ １，０８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００
ｍ

ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．５ｍｍ　２００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093110 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．６５ｍｍ １０Ｐ １６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．６５ｍｍ　１０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093120 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ ３４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．６５ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093130 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ ５１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．６５ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093140 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ ９４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．６５ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093150
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．６５ｍｍ ２００Ｐ １，７４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５０
０ｍ

ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．６５ｍｍ　２００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093160 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．９ｍｍ １０Ｐ ２４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．９ｍｍ　１０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093170 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．９ｍｍ ３０Ｐ ５８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．９ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003093180 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．９ｍｍ ５０Ｐ ９００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．９ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003093190
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ） ０．９ｍｍ １００Ｐ １，６７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００
ｍ

ＣＣＰ－ＡＰケーブル ０．９ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003094010
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．４ｍｍ ３０Ｐ ３５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００
ｍ

ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル ０．４ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003094020
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．４ｍｍ ５０Ｐ ４３０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００
ｍ

ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル ０．４ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003094030
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．４ｍｍ １００Ｐ ５９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５０
０ｍ

ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル ０．４ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003094040
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．４ｍｍ ２００Ｐ ９６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５０
０ｍ

ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル ０．４ｍｍ　２００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003094050
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．５ｍｍ ３０Ｐ ４１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００
ｍ

ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル ０．５ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003094060
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．５ｍｍ ５０Ｐ ５１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００
ｍ

ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル ０．５ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003094070
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．５ｍｍ １００Ｐ ８１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５０
０ｍ

ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル ０．５ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003094080
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．５ｍｍ ２００Ｐ １，３５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長
５００ｍ

ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル ０．５ｍｍ　２００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003094090
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ ５１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５０
０ｍ

ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル ０．６５ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003094100
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ ７２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５０
０ｍ

ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル ０．６５ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003094110
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ １，２００ｋｇ／ｋｍ 標準条
長５００ｍ

ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル ０．６５ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003094120
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．９ｍｍ ３０Ｐ ７９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００
ｍ

ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル ０．９ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003094130
市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳ） ０．９ｍｍ ５０Ｐ １，１７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５
００ｍ

ＣＣＰ－ＡＰ－ＳＳケーブル ０．９ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260002
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ １Ｐ ２５ｋｇ／ｋｍ
標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　１Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260004
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ２Ｐ ４０ｋｇ／ｋｍ
標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　２Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260006
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ３Ｐ ５０ｋｇ／ｋｍ
標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　３Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003260008
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ５Ｐ ７０ｋｇ／ｋｍ
標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　５Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260010
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ７Ｐ ８０ｋｇ／ｋｍ
標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　７Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260012
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ １０Ｐ １２０ｋｇ／
ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　１０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260014
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ １５Ｐ １６０ｋｇ／
ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　１５Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260016
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ２０Ｐ ２００ｋｇ／
ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　２０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260018
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ ２８０ｋｇ／
ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260020
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ ４５０ｋｇ／
ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260022
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ７０Ｐ ６３０ｋｇ／
ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　７０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260024
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ ８６０ｋｇ
／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260026
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ １５０Ｐ １，３００
ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　１５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260028
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ２００Ｐ １，７００
ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　２００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260030
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ １Ｐ ３５ｋｇ／ｋｍ
標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　１Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260032
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ２Ｐ ６５ｋｇ／ｋｍ
標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　２Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260034
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ３Ｐ ８０ｋｇ／ｋｍ
標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　３Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260036
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ５Ｐ １１０ｋｇ／ｋｍ
標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　５Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260038
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ７Ｐ １３５ｋｇ／ｋｍ
標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　７Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260040
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ １０Ｐ １９０ｋｇ／ｋ
ｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　１０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260042
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ １５Ｐ ２９０ｋｇ／ｋ
ｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　１５Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003260044
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ２０Ｐ ３７０ｋｇ／ｋ
ｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　２０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260046
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ３０Ｐ ５２０ｋｇ／ｋ
ｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260048
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ５０Ｐ ８５０ｋｇ／ｋ
ｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260050
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ７０Ｐ １，２００ｋｇ
／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　７０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260052
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ １００Ｐ １，７００ｋ
ｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260054
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ １５０Ｐ ２，４００ｋ
ｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　１５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260056
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ２００Ｐ ３，２００ｋ
ｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　２００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260058
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ １Ｐ ５０ｋｇ／ｋｍ
標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル １．２ｍｍ　１Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260060
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ２Ｐ ９５ｋｇ／ｋｍ
標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル １．２ｍｍ　２Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260062
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ３Ｐ １１０ｋｇ／ｋｍ
標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル １．２ｍｍ　３Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260064
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ５Ｐ １７０ｋｇ／ｋｍ
標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル １．２ｍｍ　５Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260066
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ７Ｐ ２１５ｋｇ／ｋｍ
標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル １．２ｍｍ　７Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260068
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ １０Ｐ ３００ｋｇ／ｋ
ｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル １．２ｍｍ　１０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260070
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ １５Ｐ ４６０ｋｇ／ｋ
ｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル １．２ｍｍ　１５Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260072
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ２０Ｐ ６００ｋｇ／ｋ
ｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル １．２ｍｍ　２０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260074
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ３０Ｐ ８７０ｋｇ／ｋ
ｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル １．２ｍｍ　３０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260076
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ５０Ｐ １，４００ｋｇ
／ｋｍ 標準条長２５０ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル １．２ｍｍ　５０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260078
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ７０Ｐ ２，０００ｋｇ
／ｋｍ 標準条長２５０ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル １．２ｍｍ　７０Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003260080
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ １００Ｐ ２，８００ｋ
ｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル １．２ｍｍ　１００Ｐ ｍ 553 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261002
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ２
Ｐ ５１ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　２Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261004
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ３
Ｐ ６０ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　３Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261006
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ５
Ｐ ８０ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　５Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261008
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ７
Ｐ ９５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　７Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261010
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ １
０Ｐ １２０ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　１０Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261012
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ １
５Ｐ １６５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　１５Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261014
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ２
０Ｐ ２０５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　２０Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261016
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ３
０Ｐ ２８５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　３０Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261018
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ５
０Ｐ ４５０ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　５０Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261020
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ７
０Ｐ ６２０ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　７０Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261022
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ １
００Ｐ ８６０ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　１００Ｐ銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261024
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ １
５０Ｐ １，２６０ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　１５０Ｐ銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261026
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ２
００Ｐ １，６６０ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　２００Ｐ銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261028
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ２Ｐ
７３ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　２Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261030
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ３Ｐ
９０ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　３Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261032
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ５Ｐ
１２５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　５Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261034
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ７Ｐ
１５０ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　７Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003261036
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ １０
Ｐ １９５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　１０Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261038
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ １５
Ｐ ２７５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　１５Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261040
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ２０
Ｐ ３５５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　２０Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261042
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ３０
Ｐ ５１５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　３０Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261044
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ５０
Ｐ ８２０ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　５０Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261046
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ７０
Ｐ １，１２５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　７０Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261048
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ １０
０Ｐ １，５７５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　１００Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261050
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ １５
０Ｐ ２，３２５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　１５０Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261052
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ２０
０Ｐ ３，０８０ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　２００Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261054
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ １Ｐ
５８ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル １．２ｍｍ　１Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261056
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ２Ｐ
１０５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル １．２ｍｍ　２Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261058
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ３Ｐ
１３５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル １．２ｍｍ　３Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261060
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ５Ｐ
１９５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル １．２ｍｍ　５Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261062
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ７Ｐ
２３５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル １．２ｍｍ　７Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261064
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ １０
Ｐ ３１５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル １．２ｍｍ　１０Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261066
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ １５
Ｐ ４５５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル １．２ｍｍ　１５Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261068
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ２０
Ｐ ５９５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル １．２ｍｍ　２０Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261070
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ３０
Ｐ ８７０ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル １．２ｍｍ　３０Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003261072
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ５０
Ｐ １，４００ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル １．２ｍｍ　５０Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261074
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ７０
Ｐ １，９４０ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル １．２ｍｍ　７０Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261076
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ １０
０Ｐ ２，７４０ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル １．２ｍｍ　１００Ｐ　銅テープ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241005 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ １Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．５ｍｍ２　１Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241010 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ２Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．５ｍｍ２　２Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241015 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ５Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．５ｍｍ２　５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241020 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ １０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．５ｍｍ２　１０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241025 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ １５Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．５ｍｍ２　１５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241030 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ２０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．５ｍｍ２　２０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241035 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ２５Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．５ｍｍ２　２５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241040 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ３０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．５ｍｍ２　３０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241045 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ４０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．５ｍｍ２　４０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241050 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ５０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．５ｍｍ２　５０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241055 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ６０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．５ｍｍ２　６０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241060 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ７０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．５ｍｍ２　７０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241065 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ ８０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．５ｍｍ２　８０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241070 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．５ｍｍ２ １００Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．５ｍｍ２　１００Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241075 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ １Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　１Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003241080 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ２Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　２Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241085 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ５Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241090 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ １０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　１０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241095 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ １５Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　１５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241100 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ２０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　２０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241105 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ２５Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　２５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241110 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ３０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　３０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241115 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ４０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　４０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241120 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ５０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　５０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241125 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ６０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　６０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241130 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ７０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　７０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241135 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ ８０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　８０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241140 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ０．７５ｍｍ２ １００Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　１００Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241145 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） １．２５ｍｍ２ １Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル １．２５ｍｍ２　１Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241150 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） １．２５ｍｍ２ ２Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル １．２５ｍｍ２　２Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241155 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） １．２５ｍｍ２ ５Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル １．２５ｍｍ２　５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241160 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） １．２５ｍｍ２ １０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル １．２５ｍｍ２　１０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241165 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） １．２５ｍｍ２ １５Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル １．２５ｍｍ２　１５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003241170 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） １．２５ｍｍ２ ２０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル １．２５ｍｍ２　２０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241175 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ２．０ｍｍ２ １Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ２ｍｍ２　１Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241180 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ２．０ｍｍ２ ２Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ２ｍｍ２　２Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241185 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ２．０ｍｍ２ ５Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ２ｍｍ２　５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241190 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ２．０ｍｍ２ １０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ２ｍｍ２　１０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241195 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ２．０ｍｍ２ １５Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ２ｍｍ２　１５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241200 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ） ２．０ｍｍ２ ２０Ｐ ＫＰＥＶ　ケーブル ２ｍｍ２　２０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241205 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．５ｍｍ２ １Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．５ｍｍ２　１Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241210 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．５ｍｍ２ ２Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．５ｍｍ２　２Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241215 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．５ｍｍ２ ５Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．５ｍｍ２　５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241220 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．５ｍｍ２ １０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．５ｍｍ２　１０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241225 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．５ｍｍ２ １５Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．５ｍｍ２　１５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241230 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．５ｍｍ２ ２０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．５ｍｍ２　２０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241235 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．５ｍｍ２ ２５Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．５ｍｍ２　２５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241240 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．５ｍｍ２ ３０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．５ｍｍ２　３０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241245 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．５ｍｍ２ ４０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．５ｍｍ２　４０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241250 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．５ｍｍ２ ５０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．５ｍｍ２　５０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241255 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．５ｍｍ２ ６０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．５ｍｍ２　６０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003241260 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．５ｍｍ２ ７０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．５ｍｍ２　７０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241265 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．５ｍｍ２ ８０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．５ｍｍ２　８０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241270 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．５ｍｍ２ １００Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．５ｍｍ２　１００Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241275 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．７５ｍｍ２ １Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　１Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241280 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．７５ｍｍ２ ２Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　２Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241285 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．７５ｍｍ２ ５Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241290 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．７５ｍｍ２ １０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　１０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241295 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．７５ｍｍ２ １５Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　１５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241300 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．７５ｍｍ２ ２０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　２０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241305 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．７５ｍｍ２ ２５Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　２５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241310 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．７５ｍｍ２ ３０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　３０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241315 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．７５ｍｍ２ ４０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　４０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241320 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．７５ｍｍ２ ５０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　５０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241325 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．７５ｍｍ２ ６０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　６０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241330 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．７５ｍｍ２ ７０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　７０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241335 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．７５ｍｍ２ ８０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　８０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241340 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．７５ｍｍ２ １００Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ０．７５ｍｍ２　１００Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241345 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２５ｍｍ２ １Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル １．２５ｍｍ２　１Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003241350 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２５ｍｍ２ ２Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル １．２５ｍｍ２　２Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241355 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２５ｍｍ２ ５Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル １．２５ｍｍ２　５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241360 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２５ｍｍ２ １０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル １．２５ｍｍ２　１０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241365 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２５ｍｍ２ １５Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル １．２５ｍｍ２　１５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241370 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２５ｍｍ２ ２０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル １．２５ｍｍ２　２０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241375 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ２．０ｍｍ２ １Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ２ｍｍ２　１Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241380 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ２．０ｍｍ２ ２Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ２ｍｍ２　２Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241385 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ２．０ｍｍ２ ５Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ２ｍｍ２　５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241390 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ２．０ｍｍ２ １０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ２ｍｍ２　１０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241395 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ２．０ｍｍ２ １５Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ２ｍｍ２　１５Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003241400 計装用 計装ケーブル （ＫＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ２．０ｍｍ２ ２０Ｐ ＫＰＥＶ－Ｓ　ケーブル ２ｍｍ２　２０Ｐ ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003080010 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ６心 ４５ｋｇ／ｋｍ ＳＷＶＰケーブル ０．５ｍｍ　６心 ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003080020 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ １２心 ７０ｋｇ／ｋｍ ＳＷＶＰケーブル ０．５ｍｍ　１２心 ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003080030 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ２２心 １００ｋｇ／ｋｍ ＳＷＶＰケーブル ０．５ｍｍ　２２心 ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003080040 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ２４心 １０５ｋｇ／ｋｍ ＳＷＶＰケーブル ０．５ｍｍ　２４心 ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003080050 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ３３心 １４０ｋｇ／ｋｍ ＳＷＶＰケーブル ０．５ｍｍ　３３心 ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003080060 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ４０心 １６５ｋｇ／ｋｍ ＳＷＶＰケーブル ０．５ｍｍ　４０心 ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003080070 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ４８心 １９０ｋｇ／ｋｍ ＳＷＶＰケーブル ０．５ｍｍ　４８心 ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003080080 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ６０心 ２３０ｋｇ／ｋｍ ＳＷＶＰケーブル ０．５ｍｍ　６０心 ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003080090 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ７５心 ２８０ｋｇ／ｋｍ ＳＷＶＰケーブル ０．５ｍｍ　７５心 ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003080100 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ ８０心 ２９５ｋｇ／ｋｍ ＳＷＶＰケーブル ０．５ｍｍ　８０心 ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003080110 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ １００心 ３６０ｋｇ／ｋｍ ＳＷＶＰケーブル ０．５ｍｍ　１００心 ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003080120 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ １２０心 ４２５ｋｇ／ｋｍ ＳＷＶＰケーブル ０．５ｍｍ　１２０心 ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003080130 電話用 局内ビニル絶縁・ビニルシースプリントケーブル （ＳＷＶＰ）０．５ｍｍ １５０心 ５２０ｋｇ／ｋｍ ＳＷＶＰケーブル ０．５ｍｍ　１５０心 ｍ 554 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100010 電話用 構内用ケーブル ０．４ｍｍ １０Ｐ ７５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．４ｍｍ　１０Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100020 電話用 構内用ケーブル ０．４ｍｍ ２０Ｐ １２５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．４ｍｍ　２０Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100030 電話用 構内用ケーブル ０．４ｍｍ ３０Ｐ １５５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．４ｍｍ　３０Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100040 電話用 構内用ケーブル ０．４ｍｍ ５０Ｐ ２２５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．４ｍｍ　５０Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100050 電話用 構内用ケーブル ０．４ｍｍ １００Ｐ ４０５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．４ｍｍ　１００Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100060 電話用 構内用ケーブル ０．４ｍｍ ２００Ｐ ７５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．４ｍｍ　２００Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100070 電話用 構内用ケーブル ０．５ｍｍ １０Ｐ １００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．５ｍｍ　１０Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100080 電話用 構内用ケーブル ０．５ｍｍ ２０Ｐ １６５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．５ｍｍ　２０Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100090 電話用 構内用ケーブル ０．５ｍｍ ３０Ｐ ２１５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．５ｍｍ　３０Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100100 電話用 構内用ケーブル ０．５ｍｍ ５０Ｐ ３２５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．５ｍｍ　５０Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100110 電話用 構内用ケーブル ０．５ｍｍ １００Ｐ ５９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．５ｍｍ　１００Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100120 電話用 構内用ケーブル ０．５ｍｍ ２００Ｐ １，１２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．５ｍｍ　２００Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003100130 電話用 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ １０Ｐ １４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ　１０Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100140 電話用 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ ２０Ｐ ２４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ　２０Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100150 電話用 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ ３０Ｐ ３２５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ　３０Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003130010 電話用 ＳＤワイヤー ０．６５ｍｍ １Ｐ ７５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＳＤワイヤー ０．６５ｍｍ　１Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003130020 電話用 ＳＤワイヤー ０．６５ｍｍ ２Ｐ ９５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＳＤワイヤー ０．６５ｍｍ　２Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003130030 電話用 ＳＤワイヤー ０．６５ｍｍ ６Ｐ １６５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＳＤワイヤー ０．６５ｍｍ　６Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003130040 電話用 ＳＤワイヤー ０．９ｍｍ １Ｐ ８５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＳＤワイヤー ０．９ｍｍ　１Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003130050 電話用 ＳＤワイヤー ０．９ｍｍ ２Ｐ １１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＳＤワイヤー ０．９ｍｍ　２Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003130060 電話用 ＳＤワイヤー ０．９ｍｍ ６Ｐ ２１５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ＳＤワイヤー ０．９ｍｍ　６Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003110010 電話用 ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ １０Ｐ ４５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ　１０Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003110020 電話用 ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ ２０Ｐ ７５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ　２０Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003110030 電話用 ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ ３０Ｐ １１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ　３０Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003120010 電話用 電子ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ ２Ｐ 電子ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ　２Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003120012 電話用 電子ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ ３Ｐ 電子ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ　３Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003120014 電話用 電子ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ ４Ｐ 電子ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ　４Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003120020 電話用 電子ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ １０Ｐ 電子ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ　１０Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003120030 電話用 電子ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ ２０Ｐ 電子ボタン電話用ケーブル ０．４ｍｍ　２０Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003151010 電話用 ＰＶＣ屋内線（ＴＩＶＦ） ０．６５ｍｍ ２心並列 ＰＶＣ屋内線　ＴＩＶＦ ０．６５ｍｍ　２心　並列 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003151020 電話用 ＰＶＣ屋内線（ＴＩＶＦ） ０．６５ｍｍ ３心並列 ＰＶＣ屋内線　ＴＩＶＦ ０．６５ｍｍ　３心　並列 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003151030 電話用 ＰＶＣ屋内線（ＴＩＶＦ） ０．８ｍｍ ２心並列 ＰＶＣ屋内線　ＴＩＶＦ ０．８ｍｍ　２心　並列 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003151040 電話用 ＰＶＣ屋内線（ＴＩＶＦ） ０．８ｍｍ ３心並列 ＰＶＣ屋内線　ＴＩＶＦ ０．８ｍｍ　３心　並列 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003161010 電話用 鋼線入ＰＶＣ屋外線（ＴＯＶ－ＳＳ） ０．６５ｍｍ ２心鋼心１．２ｍｍ ＰＶＣ屋外線　ＴＯＶ－ＳＳ ０．６５ｍｍ　２心　鋼心１．２ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003161020 電話用 鋼線入ＰＶＣ屋外線（ＴＯＶ－ＳＳ） ０．８ｍｍ ２心鋼心１．２ｍｍ ＰＶＣ屋外線　ＴＯＶ－ＳＳ ０．８ｍｍ　２心　鋼心１．２ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003161030 電話用 鋼線入ＰＶＣ屋外線（ＴＯＶ－ＳＳ） １．２ｍｍ ２心鋼心１．４ｍｍ ＰＶＣ屋外線　ＴＯＶ－ＳＳ １．２ｍｍ　２心　鋼心１．４ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003301010 電話用 ＰＶＣジャンパー線（ＴＪＶ） ０．５ｍｍ 単心 ３ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ ＰＶＣジャンパー線 ＴＪＶ　０．５ｍｍ　単心 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003301020 電話用 ＰＶＣジャンパー線（ＴＪＶ） ０．５ｍｍ ２個より ６ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ ＰＶＣジャンパー線 ＴＪＶ　０．５ｍｍ　２個より ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003301030 電話用 ＰＶＣジャンパー線（ＴＪＶ） ０．５ｍｍ ３個より ８ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ ＰＶＣジャンパー線 ＴＪＶ　０．５ｍｍ　３個より ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003301040 電話用 ＰＶＣジャンパー線（ＴＪＶ） ０．５ｍｍ ４個より １１ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ ＰＶＣジャンパー線 ＴＪＶ　０．５ｍｍ　４個より ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003301050 電話用 ＰＶＣジャンパー線（ＴＪＶ） ０．５ｍｍ ６個より １７ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ ＰＶＣジャンパー線 ＴＪＶ　０．５ｍｍ　６個より ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003140504
高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ３Ｃ－２Ｖ ＪＩＳ　Ｃ　３５０１　単線 ４２ｋｇ／ｋ
ｍ

高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ ポリ絶縁　３Ｃ－２Ｖ　単線 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003140506 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ３Ｃ－２Ｗ 単線 ７５ｋｇ／ｋｍ 高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ ポリ絶縁　３Ｃ－２Ｗ　単線 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003140510
高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ５Ｃ－２Ｖ ＪＩＳ　Ｃ　３５０１　単線 ７４ｋｇ／ｋ
ｍ

高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ ポリ絶縁　５Ｃ－２Ｖ　単線 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003140512
高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ５Ｃ－２Ｗ ＪＩＳ　Ｃ　３５０１　単線 １２０ｋｇ／
ｋｍ

高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ ポリ絶縁　５Ｃ－２Ｗ　単線 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003140514
高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ７Ｃ－２Ｖ ＪＩＳ　Ｃ　３５０１　７／０．４ １４０
ｋｇ／ｋｍ

高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ ポリ絶縁　７Ｃ－２Ｖ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003140516
高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） １０Ｃ－２Ｖ ＪＩＳ　Ｃ　３５０１　７／０．５ ２２
０ｋｇ／ｋｍ

高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ ポリ絶縁　１０Ｃ－２Ｖ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003140518 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） １０Ｃ－２Ｗ ７／０．５ ３３５ｋｇ／ｋｍ 高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ ポリ絶縁　１０Ｃ－２Ｗ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003140532
高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ３Ｄ－２Ｖ ＪＩＳ　Ｃ　３５０１　７／０．３２ ４４
ｋｇ／ｋｍ

高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ ポリ絶縁　３Ｄ－２Ｖ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003140520 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ３Ｄ－２Ｗ ７／０．３２ ７５ｋｇ／ｋｍ 高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ ポリ絶縁　３Ｄ－２Ｗ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003140522
高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ５Ｄ－２Ｖ ＪＩＳ　Ｃ　３５０１　単線 ８０ｋｇ／ｋ
ｍ

高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ ポリ絶縁　５Ｄ－２Ｖ　単線 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003140524
高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ５Ｄ－２Ｗ ＪＩＳ　Ｃ　３５０１　単線 １１０ｋｇ／
ｋｍ

高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ ポリ絶縁　５Ｄ－２Ｗ　単線 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003140526
高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ８Ｄ－２Ｖ ＪＩＳ　Ｃ　３５０１　７／０．８ １８０
ｋｇ／ｋｍ

高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ ポリ絶縁　８Ｄ－２Ｖ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003140528 高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） ８Ｄ－２Ｗ ７／０．８ ２５０ｋｇ／ｋｍ 高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ ポリ絶縁　８Ｄ－２Ｗ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003140530
高周波伝送・給電用 ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル（ＥＣＸ） １０Ｄ－２Ｖ ＪＩＳ　Ｃ　３５０１　単線 ２６０ｋｇ
／ｋｍ

高周波同軸ケーブル　ＥＣＸ ポリ絶縁　１０Ｄ－２Ｖ　単線 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003231040 テレビ共聴用 編組同軸ケーブル（低損失） Ｓ－５Ｃ－ＦＢ ６３ｋｇ／ｋｍ 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３５０２ 編組同軸　Ｓ－５Ｃ－ＦＢ ＪＩＳ　Ｃ　３５０２ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003231050
テレビ共聴用 編組同軸ケーブル（低損失） Ｓ－７Ｃ－ＦＢ １０５ｋｇ／ｋｍ 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３５０
２

編組同軸　Ｓ－７Ｃ－ＦＢ ＪＩＳ　Ｃ　３５０２ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003231060 テレビ共聴用 編組同軸ケーブル（低損失） Ｓ－１０Ｃ－ＦＢ 編組同軸ケーブル Ｓ－１０Ｃ－ＦＢ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003232110
テレビ共聴用 ラミネートケーブル（低損失） Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ ５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長１００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３５
０２

ラミネート　Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ ＪＩＳ　Ｃ　３５０２ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003232120
テレビ共聴用 ラミネートケーブル（低損失） Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ ８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ　３５
０２

ラミネート　Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ ＪＩＳ　Ｃ　３５０２ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003232130
テレビ共聴用 ラミネートケーブル（低損失） Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ １２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ ＪＩＳ　Ｃ
３５０２

ラミネート　Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ ＪＩＳ　Ｃ　３５０２ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003232090
テレビ共聴用 ラミネートケーブル（低損失） Ｓ－５Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ １４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長１００ｍ ＪＩＳ
Ｃ　３５０２

ラミネートＳ５Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ ＪＩＳ　Ｃ　３５０２ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003232100
テレビ共聴用 ラミネートケーブル（低損失） Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ １７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ ＪＩＳ
Ｃ　３５０２

ラミネートＳ７Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ ＪＩＳ　Ｃ　３５０２ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003232140
テレビ共聴用 ラミネートケーブル（低損失） Ｓ－１０Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ ２５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長２００ｍ ＪＩＳ
Ｃ　３５０２

ラミネートＳ１０ＣＨＦＬ－ＳＳ ＪＩＳ　Ｃ　３５０２ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003233010 テレビ共聴用 ＴＶ受信ケーブル ＴＶＥＣＸ　１／０．６ ＪＩＳ　Ｃ　３５０２ ＴＶ受信ケーブル ＴＶＥＣＸ　１／０．６ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003233020 テレビ共聴用 ＴＶ受信ケーブル ＴＶＥＦＣＸ　１／０．８ ＪＩＳ　Ｃ　３５０２ ＴＶ受信ケーブル ＴＶＥＦＣＸ　１／０．８ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003234010 テレビ共聴用 衛星放送ケーブル ＢＳＣＸ　１／０．８ 衛星放送ケーブル ＢＳＣＸ　１／０．８ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003145202 高周波同軸ケーブル ＴＦＰＸ ５Ｄ １２０ｋｇ／ｋｍ 日立金属 高周波同軸ケーブル　ＴＦＰＸ ５Ｄ　日立金属 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003145204 高周波同軸ケーブル ＴＦＰＸ ８Ｄ １６０ｋｇ／ｋｍ 日立金属 高周波同軸ケーブル　ＴＦＰＸ ８Ｄ　日立金属 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003145508 高周波同軸ケーブル ＬＨＰＸ １０Ｄ（ＡＮ）－ＣＣＡ ２００ｋｇ／ｋｍ 日立金属 高周波同軸ケーブル　ＬＨＰＸ １０Ｄ（ＡＮ）－ＣＣＡ日立金属 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003145510 高周波同軸ケーブル ＬＨＰＸ ２０Ｄ（ＡＮ）－ＣＷＴ ３６０ｋｇ／ｋｍ 日立金属 高周波同軸ケーブル　ＬＨＰＸ ２０Ｄ（ＡＮ）－ＣＷＴ日立金属 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003145506 高周波同軸ケーブル ＬＨＰＸ ３９Ｄ（ＡＮ） １，３８０ｋｇ／ｋｍ 日立金属 高周波同軸ケーブル　ＬＨＰＸ ３９Ｄ（ＡＮ）　日立金属 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003146002 高周波同軸ケーブル Ｆ－Ｌ－ＬＣＸ－４３Ｄ ５０－ＨＲ １，７００ｋｇ／ｋｍ 日立金属 高周波同軸ケーブルＦＬ－ＬＣＸ ４３Ｄ　５０－ＨＲ　日立金属 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003146004 高周波同軸ケーブル Ｆ－Ｌ－ＬＣＸ－４３Ｄ ５５－ＨＲ １，７００ｋｇ／ｋｍ 日立金属 高周波同軸ケーブルＦＬ－ＬＣＸ ４３Ｄ　５５－ＨＲ　日立金属 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003146006 高周波同軸ケーブル Ｆ－Ｌ－ＬＣＸ－４３Ｄ ６５－ＨＲ １，７００ｋｇ／ｋｍ 日立金属 高周波同軸ケーブルＦＬ－ＬＣＸ ４３Ｄ　６５－ＨＲ　日立金属 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003146008 高周波同軸ケーブル Ｆ－Ｌ－ＬＣＸ－４３Ｄ ７５－ＨＲ １，７００ｋｇ／ｋｍ 日立金属 高周波同軸ケーブルＦＬ－ＬＣＸ ４３Ｄ　７５－ＨＲ　日立金属 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003144004 高周波同軸ケーブル ＣＸ－Ｄ ２０ＺＥ ８２０ｋｇ／ｋｍ 古河電気工業 高周波同軸ケーブル　ＣＸ－Ｄ ２０ＺＥ　古河電気工業 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003144006 高周波同軸ケーブル ＣＸ－Ｄ ３９ＺＥ ２，０００ｋｇ／ｋｍ 古河電気工業 高周波同軸ケーブル　ＣＸ－Ｄ ３９ＺＥ　古河電気工業 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

ＬＡＮ用ケーブル 4003251010 イーサネット同軸ケーブル ＩＥＥＥ８０２．３規格 １０ＢＡＳＥ－５用 イーサネット同軸ケーブル １０ＢＡＳＥ－５用 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

ＬＡＮ用ケーブル 4003251020 チーパネット同軸ケーブル ＩＥＥＥ８０２．３規格 １０ＢＡＳＥ－２用 チーパネット同軸ケーブル １０ＢＡＳＥ－２用 ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

ＬＡＮ用ケーブル 4003253100 ＵＴＰケーブル カテゴリー５ｅ ４Ｐ ＵＴＰケーブル カテゴリー５ｅ　４Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

ＬＡＮ用ケーブル 4003253110 ＵＴＰケーブル カテゴリー５ｅ ８Ｐ ＵＴＰケーブル カテゴリー５ｅ　８Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

ＬＡＮ用ケーブル 4003253120 ＵＴＰケーブル カテゴリー５ｅ ２４Ｐ ＵＴＰケーブル カテゴリー５ｅ　２４Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

ＬＡＮ用ケーブル 4003253130 ＵＴＰケーブル カテゴリー６ ４Ｐ ＵＴＰケーブル カテゴリー６　４Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線
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ＬＡＮ用ケーブル 4003253132 ＵＴＰケーブル カテゴリー６Ａ ４Ｐ ＵＴＰケーブル カテゴリー６Ａ　４Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

ＬＡＮ用ケーブル 4003330002 ＥＭ－ＵＴＰケーブル カテゴリー５ｅ ４Ｐ ＥＭ－ＵＴＰケーブル カテゴリー５ｅ　４Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

ＬＡＮ用ケーブル 4003330004 ＥＭ－ＵＴＰケーブル カテゴリー５ｅ ２４Ｐ ＥＭ－ＵＴＰケーブル カテゴリー５ｅ　２４Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

ＬＡＮ用ケーブル 4003330006 ＥＭ－ＵＴＰケーブル カテゴリー６ ４Ｐ ＥＭ－ＵＴＰケーブル カテゴリー６　４Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

ＬＡＮ用ケーブル 4003330008 ＥＭ－ＵＴＰケーブル カテゴリー６Ａ ４Ｐ ＥＭ－ＵＴＰケーブル カテゴリー６Ａ　４Ｐ ｍ 555 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003061010 一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６０１０Ｂ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．６５ｍｍ　Ｕ－６０１０Ｂ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003061020 一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６０２０Ｂ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．６５ｍｍ　Ｕ－６０２０Ｂ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003061030 一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６０３０Ｂ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．６５ｍｍ　Ｕ－６０３０Ｂ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003061040 一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６０５０Ｂ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．６５ｍｍ　Ｕ－６０５０Ｂ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003061050 一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６１００Ｂ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．６５ｍｍ　Ｕ－６１００Ｂ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003061060 一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．９ｍｍ Ｕ－９０１０Ｂ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｕ－９０１０Ｂ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003061070 一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．９ｍｍ Ｕ－９０２０Ｂ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｕ－９０２０Ｂ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003061080 一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．９ｍｍ Ｕ－９０３０Ｂ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｕ－９０３０Ｂ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003061090 一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．９ｍｍ Ｕ－９０５０Ｂ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｕ－９０５０Ｂ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003061100 一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．９ｍｍ Ｕ－９１００Ｂ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｕ－９１００Ｂ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003061110 一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．９ｍｍ Ｓ－９００２Ｂ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｓ－９００２Ｂ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003061120 一般通信ケーブル（Ｂ型） ０．９ｍｍ Ｓ－９００６Ｂ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｓ－９００６Ｂ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003062010 一般通信ケーブル（ＢＤ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６０１０ＢＤ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．６５ｍｍ　Ｕ－６０１０ＢＤ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003062020 一般通信ケーブル（ＢＤ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６０２０ＢＤ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．６５ｍｍ　Ｕ－６０２０ＢＤ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003062030 一般通信ケーブル（ＢＤ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６０３０ＢＤ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．６５ｍｍ　Ｕ－６０３０ＢＤ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003062040 一般通信ケーブル（ＢＤ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６０５０ＢＤ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．６５ｍｍ　Ｕ－６０５０ＢＤ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003062050 一般通信ケーブル（ＢＤ型） ０．９ｍｍ Ｕ－９０１０ＢＤ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｕ－９０１０ＢＤ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003062060 一般通信ケーブル（ＢＤ型） ０．９ｍｍ Ｕ－９０２０ＢＤ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｕ－９０２０ＢＤ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003062070 一般通信ケーブル（ＢＤ型） ０．９ｍｍ Ｕ－９０３０ＢＤ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｕ－９０３０ＢＤ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003062080 一般通信ケーブル（ＢＤ型） ０．９ｍｍ Ｕ－９０５０ＢＤ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｕ－９０５０ＢＤ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003063010 一般通信ケーブル（Ｃ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６０１０Ｃ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．６５ｍｍ　Ｕ－６０１０Ｃ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003063020 一般通信ケーブル（Ｃ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６０２０Ｃ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．６５ｍｍ　Ｕ－６０２０Ｃ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003063030 一般通信ケーブル（Ｃ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６０３０Ｃ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．６５ｍｍ　Ｕ－６０３０Ｃ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003063040 一般通信ケーブル（Ｃ型） ０．６５ｍｍ Ｕ－６０５０Ｃ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．６５ｍｍ　Ｕ－６０５０Ｃ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003063050 一般通信ケーブル（Ｃ型） ０．９ｍｍ Ｕ－９０１０Ｃ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｕ－９０１０Ｃ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003063060 一般通信ケーブル（Ｃ型） ０．９ｍｍ Ｕ－９０２０Ｃ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｕ－９０２０Ｃ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003063070 一般通信ケーブル（Ｃ型） ０．９ｍｍ Ｕ－９０３０Ｃ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｕ－９０３０Ｃ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003063080 一般通信ケーブル（Ｃ型） ０．９ｍｍ Ｕ－９０５０Ｃ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｕ－９０５０Ｃ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003063090 一般通信ケーブル（Ｃ型） ０．９ｍｍ Ｓ－９００２Ｃ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｓ－９００２Ｃ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003063100 一般通信ケーブル（Ｃ型） ０．９ｍｍ Ｓ－９００６Ｃ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｓ－９００６Ｃ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003063110 一般通信ケーブル（Ｃ型） ０．９ｍｍ Ｕ－９０１０Ａ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｕ－９０１０Ａ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003063120 一般通信ケーブル（Ｃ型） ０．９ｍｍ Ｕ－９０２０Ａ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｕ－９０２０Ａ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003063130 一般通信ケーブル（Ｃ型） ０．９ｍｍ Ｕ－９０３０Ａ 標準条長５００ｍ 一般通信ケーブル　ＪＲ ０．９ｍｍ　Ｕ－９０３０Ａ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003050010 ＰＥナイロン絶縁シールドビニル線（ＥＹＶＳ） ０．９ｍｍ １Ｐ 標準条長５００ｍ ＥＹＶＳビニル電線　ＪＲ ０．９ｍｍ　１Ｐ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003050020 ＰＥナイロン絶縁シールドビニル線（ＥＹＶＳ） ０．９ｍｍ ２Ｐ 標準条長５００ｍ ＥＹＶＳビニル電線　ＪＲ ０．９ｍｍ　２Ｐ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003050030 ＰＥナイロン絶縁シールドビニル線（ＥＹＶＳ） １．２ｍｍ １Ｐ 標準条長５００ｍ ＥＹＶＳビニル電線　ＪＲ １．２ｍｍ　１Ｐ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003050040 ＰＥナイロン絶縁シールドビニル線（ＥＹＶＳ） １．２ｍｍ ２Ｐ 標準条長５００ｍ ＥＹＶＳビニル電線　ＪＲ １．２ｍｍ　２Ｐ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003041010 信号用６００Ｖビニル電線（ＷＶＯ） ０．５ｍｍ２ ２０／０．１８（軟銅） 標準条長１００ｍ 信号用６００Ｖ電線ＷＶＯ　ＪＲ ０．５ｍｍ２ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003041020 信号用６００Ｖビニル電線（ＷＶＯ） ０．７５ｍｍ２ ３０／０．１８（軟銅） 標準条長１００ｍ 信号用６００Ｖ電線ＷＶＯ　ＪＲ ０．７５ｍｍ２ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003041030 信号用６００Ｖビニル電線（ＷＶＯ） １．２５ｍｍ２ ５０／０．１８（軟銅） 標準条長１００ｍ 信号用６００Ｖ電線ＷＶＯ　ＪＲ １．２５ｍｍ２ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003041040 信号用６００Ｖビニル電線（ＷＶＯ） ２．０ｍｍ２ ３７／０．２６（軟銅） 標準条長１００ｍ 信号用６００Ｖ電線ＷＶＯ　ＪＲ ２ｍｍ２ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003041050 信号用６００Ｖビニル電線（ＷＶＯ） ３．５ｍｍ２ ４５／０．３２（軟銅） 標準条長１００ｍ 信号用６００Ｖ電線ＷＶＯ　ＪＲ ３．５ｍｍ２ ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031010 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　２心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031020 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） １．２５ｍｍ２ ４心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　４心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031030 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） １．２５ｍｍ２ ６心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　６心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031040 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） １．２５ｍｍ２ ８心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　８心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031050 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） １．２５ｍｍ２ １２心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　１２心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031060 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） １．２５ｍｍ２ ２０心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　２０心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031070 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） １．２５ｍｍ２ ４０心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　４０心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031080 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） １．２５ｍｍ２ ８０心 標準条長３００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　８０心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031090 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） ２．０ｍｍ２ ２心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ ２ｍｍ２　２心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031100 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） ２．０ｍｍ２ ４心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ ２ｍｍ２　４心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031110 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） ２．０ｍｍ２ ６心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ ２ｍｍ２　６心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031120 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） ２．０ｍｍ２ ８心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ ２ｍｍ２　８心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031130 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） ２．０ｍｍ２ １２心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ ２ｍｍ２　１２心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031140 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） ２．０ｍｍ２ １９心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ ２ｍｍ２　１９心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031150 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） ２．０ｍｍ２ ３０心 標準条長３００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ ２ｍｍ２　３０心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031160 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） １０ｍｍ２ ２心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ １０ｍｍ２　２心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031170 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） １０ｍｍ２ ４心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ １０ｍｍ２　４心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031180 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ） ３０ｍｍ２ ２心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブル　ＳＶＶ　ＪＲ ３０ｍｍ２　２心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003032010 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　２心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003032020 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） １．２５ｍｍ２ ４心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　４心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003032030 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） １．２５ｍｍ２ ６心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　６心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003032040 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） １．２５ｍｍ２ ８心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　８心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003032050 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） １．２５ｍｍ２ １２心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　１２心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003032060 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） １．２５ｍｍ２ ２０心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　２０心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003032070 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） １．２５ｍｍ２ ４０心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　４０心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003032080 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） ２．０ｍｍ２ ２心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ ２ｍｍ２　２心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003032090 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） ２．０ｍｍ２ ４心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ ２ｍｍ２　４心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003032100 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） ２．０ｍｍ２ ６心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ ２ｍｍ２　６心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003032110 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） ２．０ｍｍ２ ８心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ ２ｍｍ２　８心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003032120 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） ２．０ｍｍ２ １２心 標準条長３００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ ２ｍｍ２　１２心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003032130 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） ２．０ｍｍ２ １９心 標準条長３００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ ２ｍｍ２　１９心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003032140 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） ２．０ｍｍ２ ３０心 標準条長３００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ ２ｍｍ２　３０心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003032150 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） １０ｍｍ２ ２心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ １０ｍｍ２　２心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003032160 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＳＳ） １０ｍｍ２ ４心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＳＳ　ＪＲ １０ｍｍ２　４心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031402 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １．２５ｍｍ２ ２心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＣＶ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　２心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031404 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １．２５ｍｍ２ ４心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＣＶ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　４心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031406 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １．２５ｍｍ２ ６心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＣＶ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　６心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031408 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １．２５ｍｍ２ ８心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＣＶ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　８心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031410 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １．２５ｍｍ２ １２心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＣＶ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　１２心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031412 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １．２５ｍｍ２ ２０心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＣＶ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　２０心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031414 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １．２５ｍｍ２ ４０心 標準条長３００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＣＶ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　４０心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031416 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １．２５ｍｍ２ ８０心 標準条長３００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＣＶ　ＪＲ １．２５ｍｍ２　８０心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031418 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １０ｍｍ２ ２心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＣＶ　ＪＲ １０ｍｍ２　２心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031420 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） １０ｍｍ２ ４心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＣＶ　ＪＲ １０ｍｍ２　４心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（ＪＲ向け） 4003031422 信号用ビニルケーブル（ＳＶＶ－ＣＶ） ３０ｍｍ２ ２心 標準条長５００ｍ 信号用ケーブルＳＶＶＣＶ　ＪＲ ３０ｍｍ２　２心 ｍ 556 ○ ○ 4003 通信用電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011005 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．２ｍｍ　単心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011010 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．６ｍｍ　単心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011015 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ　単心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011025 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011030 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３．５ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011035 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ５．５ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011040 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ８ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ８ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011045 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １４ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １４ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011050 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２２ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２２ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011055 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３８ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３８ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011060 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ６０ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ６０ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011065 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １００ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １００ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011070 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １５０ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １５０ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011075 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２００ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２００ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011080 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２５０ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２５０ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011085 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３２５ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３２５ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線
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耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011092 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．２ｍｍ　２心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011097 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．６ｍｍ　２心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011102 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ　２心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011112 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ２　２心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011115 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３．５ｍｍ２　２心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011120 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ５．５ｍｍ２　２心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011125 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ８ｍｍ２ ２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ８ｍｍ２　２心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011130 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １４ｍｍ２ ２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １４ｍｍ２　２心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011135 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２２ｍｍ２ ２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２２ｍｍ２　２心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011140 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３８ｍｍ２ ２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３８ｍｍ２　２心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011145 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ６０ｍｍ２ ２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ６０ｍｍ２　２心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011150 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １００ｍｍ２ ２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １００ｍｍ２　２心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011155 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １５０ｍｍ２ ２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １５０ｍｍ２　２心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011160 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２００ｍｍ２ ２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２００ｍｍ２　２心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011165 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２５０ｍｍ２ ２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２５０ｍｍ２　２心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011170 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３２５ｍｍ２ ２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３２５ｍｍ２　２心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011177 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ３心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．２ｍｍ　３心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011182 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ３心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．６ｍｍ　３心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

1631 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011187 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ３心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ　３心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011197 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ３心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ２　３心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011200 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ３心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３．５ｍｍ２　３心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011205 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ３心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ５．５ｍｍ２　３心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011210 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ８ｍｍ２ ３心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ８ｍｍ２　３心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011215 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １４ｍｍ２ ３心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １４ｍｍ２　３心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011220 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２２ｍｍ２ ３心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２２ｍｍ２　３心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011225 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３８ｍｍ２ ３心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３８ｍｍ２　３心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011230 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ６０ｍｍ２ ３心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ６０ｍｍ２　３心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011235 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １００ｍｍ２ ３心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １００ｍｍ２　３心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011240 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １５０ｍｍ２ ３心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １５０ｍｍ２　３心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011245 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２００ｍｍ２ ３心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２００ｍｍ２　３心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011250 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２５０ｍｍ２ ３心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２５０ｍｍ２　３心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011255 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３２５ｍｍ２ ３心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３２５ｍｍ２　３心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011260 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ４心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．２ｍｍ　４心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011265 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ４心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．６ｍｍ　４心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011270 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ４心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ　４心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011280 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ４心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ２　４心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線
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耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011285 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ４心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３．５ｍｍ２　４心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011290 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ４心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ５．５ｍｍ２　４心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011295 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ８ｍｍ２ ４心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ８ｍｍ２　４心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011300 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １４ｍｍ２ ４心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １４ｍｍ２　４心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011305 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２２ｍｍ２ ４心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２２ｍｍ２　４心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011310 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３８ｍｍ２ ４心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３８ｍｍ２　４心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011315 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ６０ｍｍ２ ４心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ６０ｍｍ２　４心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011320 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １００ｍｍ２ ４心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １００ｍｍ２　４心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011325 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １５０ｍｍ２ ４心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １５０ｍｍ２　４心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011330 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２００ｍｍ２ ４心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２００ｍｍ２　４心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011335 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２５０ｍｍ２ ４心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２５０ｍｍ２　４心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011340 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３２５ｍｍ２ ４心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３２５ｍｍ２　４心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011345 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ５心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．２ｍｍ　５心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011350 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ５心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．６ｍｍ　５心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011355 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ５心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ　５心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011360 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ５心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ２　５心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011365 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ５心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３．５ｍｍ２　５心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011370 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ５心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ５．５ｍｍ２　５心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線
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耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011375 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ６心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．２ｍｍ　６心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011380 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ６心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．６ｍｍ　６心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011385 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ６心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ　６心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011390 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ６心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ２　６心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011395 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ６心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３．５ｍｍ２　６心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011400 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ６心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ５．５ｍｍ２　６心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011405 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ７心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．２ｍｍ　７心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011410 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ７心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．６ｍｍ　７心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011415 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ７心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ　７心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011420 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ７心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ２　７心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011425 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ７心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３．５ｍｍ２　７心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011430 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ７心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ５．５ｍｍ２　７心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011435 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ８心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．２ｍｍ　８心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011440 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ８心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．６ｍｍ　８心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011445 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ８心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ　８心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011450 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ８心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ２　８心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011455 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ８心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３．５ｍｍ２　８心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011460 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ８心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ５．５ｍｍ２　８心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線
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耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011465 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ １０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．２ｍｍ　１０心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011470 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ １０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．６ｍｍ　１０心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011475 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ １０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ　１０心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011480 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ １０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ２　１０心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011485 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ １０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３．５ｍｍ２　１０心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011490 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ １０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ５．５ｍｍ２　１０心　丸形 ｍ 557 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011495 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ １２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．２ｍｍ　１２心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011500 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ １２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．６ｍｍ　１２心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011505 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ １２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ　１２心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011510 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ １２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ２　１２心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011515 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ １２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３．５ｍｍ２　１２心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011520 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ １２心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ５．５ｍｍ２　１２心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011525 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ １５心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．２ｍｍ　１５心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011530 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ １５心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．６ｍｍ　１５心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011535 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ １５心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ　１５心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011540 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ １５心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ２　１５心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011545 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ １５心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３．５ｍｍ２　１５心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011550 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ １５心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ５．５ｍｍ２　１５心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線
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耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011555 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ２０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．２ｍｍ　２０心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011560 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ２０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．６ｍｍ　２０心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011565 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ２０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ　２０心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011570 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ２０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ２　２０心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011575 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ２０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３．５ｍｍ２　２０心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011580 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ２０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ５．５ｍｍ２　２０心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011585 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．２ｍｍ ３０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．２ｍｍ　３０心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011590 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ １．６ｍｍ ３０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ １．６ｍｍ　３０心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011600 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ ３０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ　３０心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011605 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ２．０ｍｍ２ ３０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ２．０ｍｍ２　３０心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011610 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ３．５ｍｍ２ ３０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ３．５ｍｍ２　３０心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011615 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ ５．５ｍｍ２ ３０心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ５．５ｍｍ２　３０心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011620 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ １４ｍｍ２ 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ＦＰ－ＣＴ　１４ｍｍ２　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011625 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ ２２ｍｍ２ 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ＦＰ－ＣＴ　２２ｍｍ２　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011630 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ ３８ｍｍ２ 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ＦＰ－ＣＴ　３８ｍｍ２　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011635 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ ６０ｍｍ２ 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ＦＰ－ＣＴ　６０ｍｍ２　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011640 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ １００ｍｍ２ 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ＦＰ－ＣＴ　１００ｍｍ２　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011645 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ １５０ｍｍ２ 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ＦＰ－ＣＴ　１５０ｍｍ２　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線
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耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011650 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ ２００ｍｍ２ 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ＦＰ－ＣＴ　２００ｍｍ２　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011655 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ ２５０ｍｍ２ 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ＦＰ－ＣＴ　２５０ｍｍ２　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011660 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ－ＣＴ ３２５ｍｍ２ 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６００Ｖ ＦＰ－ＣＴ　３２５ｍｍ２　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005012015 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６ｋＶ：受注品 ３８ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６ｋＶ ３８ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005012020 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６ｋＶ：受注品 ６０ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６ｋＶ ６０ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005012025 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６ｋＶ：受注品 １００ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６ｋＶ １００ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005012026 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６ｋＶ：受注品 １５０ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６ｋＶ １５０ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005012027 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６ｋＶ：受注品 ２００ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６ｋＶ ２００ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005012028 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６ｋＶ：受注品 ２５０ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６ｋＶ ２５０ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005012029 耐火電線（ＦＰ－Ｃ）（エコマテリアル仕様） 高圧６ｋＶ：受注品 ３２５ｍｍ２ 単心 丸形 耐火電線　ＥＭ仕様　６ｋＶ ３２５ｍｍ２　単心　丸形 ｍ 558 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021176 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ２心 平型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　２心　平型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021104 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ３心 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　３心　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021106 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ４心 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　４心　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021162 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ６心 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　６心　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021108 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ５Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　５Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021110 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ １０Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　１０Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021112 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ １５Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　１５Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021114 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ２０Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　２０Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線
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警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021116 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　３０Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021118 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　５０Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021120 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　１００Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021178 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ２心 平型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　２心　平型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021124 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ３心 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　３心　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021126 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ４心 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　４心　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021164 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ６心 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　６心　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021128 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ５Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　５Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021166 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ６Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　６Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021168 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ７Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　７Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021130 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ １０Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　１０Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021132 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ １５Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　１５Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021134 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ２０Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　２０Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021136 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ３０Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　３０Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021138 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ５０Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　５０Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021140 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ １００Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　１００Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021180 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ２心 平型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　２心　平型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021144 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ３心 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　３心　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線
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警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021146 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ４心 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　４心　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021170 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ６心 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　６心　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021172 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ４Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　４Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021148 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ５Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　５Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021174 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ７Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　７Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021150 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ １０Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　１０Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021152 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ １５Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　１５Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021154 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ２０Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　２０Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021156 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ３０Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　３０Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021158 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ５０Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　５０Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021160 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ １００Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　１００Ｐ　丸型 ｍ 558 ○ ○ 4003 通信用電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021012 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ２心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　２心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021020 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ４心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　４心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021030 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ６心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　６心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021045 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ５Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　５Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021055 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ １０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　１０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021060 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ １５Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　１５Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021065 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ２０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　２０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線
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耐熱電線（ＨＰ） 4005021075 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　３０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021080 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ４０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　４０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021085 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　５０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021095 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　１００Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021112 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ２心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　２心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021117 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ３心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　３心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021120 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ４心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　４心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021125 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ５心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　５心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021130 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ６心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　６心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021135 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ７心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　７心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021140 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ３Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　３Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021145 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ５Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　５Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021150 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ７Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　７Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021155 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ １０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　１０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021160 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ １５Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　１５Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021165 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ２０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　２０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021170 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ２５Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　２５Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021175 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ３０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　３０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線
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耐熱電線（ＨＰ） 4005021180 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ４０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　４０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021185 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ５０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　５０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021190 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ ７５Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　７５Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021195 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ １００Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　１００Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021212 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ ２心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　２心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021217 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ ３心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　３心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021220 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ ４心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　４心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021225 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ ５心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　５心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021230 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ ６心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　６心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021235 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ ７心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　７心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021240 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ ３Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　３Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021245 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ ５Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　５Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021250 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ ７Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　７Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021255 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ １０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　１０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021260 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ １５Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　１５Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021265 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ ２０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　２０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021270 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ ２５Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　２５Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021275 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ ３０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　３０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線
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耐熱電線（ＨＰ） 4005021280 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ ４０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　４０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021285 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ ５０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　５０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021290 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ ７５Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　７５Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021295 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ １００Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　１００Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021312 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ ２心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ　２心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021317 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ ３心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ　３心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021320 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ ４心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ　４心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021325 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ ５心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ　５心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021330 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ ６心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ　６心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021340 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ ３Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ　３Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021345 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ ５Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ　５Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021350 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ ７Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ　７Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021355 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ １０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ　１０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021360 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ １５Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ　１５Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021365 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ ２０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ　２０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021370 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ ２５Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ　２５Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021375 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ ３０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ　３０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021380 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ ４０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ　４０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線
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耐熱電線（ＨＰ） 4005021385 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ ５０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．６ｍｍ　５０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021412 耐熱電線（ＨＰ） ２．０ｍｍ ２心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ２．０ｍｍ　２心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021417 耐熱電線（ＨＰ） ２．０ｍｍ ３心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ２．０ｍｍ　３心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021420 耐熱電線（ＨＰ） ２．０ｍｍ ４心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ２．０ｍｍ　４心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021430 耐熱電線（ＨＰ） ２．０ｍｍ ６心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ２．０ｍｍ　６心　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021440 耐熱電線（ＨＰ） ２．０ｍｍ １０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ２．０ｍｍ　１０Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021445 耐熱電線（ＨＰ） ２．０ｍｍ １５Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ２．０ｍｍ　１５Ｐ　丸型 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ）―ブランド品― 4005021520 耐熱電線（ＨＰ） ０．７５ｍｍ２ ２心 ＨＦＡ－ＭＣＶＳ（耐熱マイクロホンコード） 冨士電線 耐熱マイクロホンコード ０．７５ｍｍ２　２心　冨士電線 ｍ 559 ○ ○ 4005 耐火・耐熱電線

電気用裸銅線 4007010010 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ０．４ｍｍ １．１１７ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　０．４ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010020 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ０．４５ｍｍ １．４１４ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　０．４５ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010030 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ０．５ｍｍ １．７４６ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　０．５ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010040 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ０．５５ｍｍ ２．１１２ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　０．５５ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010050 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ０．６ｍｍ ２．５１３ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　０．６ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010060 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ０．６５ｍｍ ２．９５０ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　０．６５ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010070 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ０．７ｍｍ ３．４２１ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　０．７ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010080 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ０．８ｍｍ ４．４６９ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　０．８ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010090 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ０．９ｍｍ ５．６５６ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　０．９ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010100 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） １．０ｍｍ ６．９８２ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　１ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線
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電気用裸銅線 4007010110 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） １．２ｍｍ １０．０５ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　１．２ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010120 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） １．４ｍｍ １３．６８ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　１．４ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010130 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） １．６ｍｍ １７．８８ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　１．６ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010140 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） １．８ｍｍ ２２．６３ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　１．８ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010150 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ２．０ｍｍ ２７．９３ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　２ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010160 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ２．３ｍｍ ３６．９４ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　２．３ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010170 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ２．６ｍｍ ４７．２０ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　２．６ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010180 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ２．９ｍｍ ５８．７２ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　２．９ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010190 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ３．２ｍｍ ７１．４９ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　３．２ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010200 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ３．５ｍｍ ８５．５３ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　３．５ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010210 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ４．０ｍｍ １１１．７ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　４ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010220 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ４．５ｍｍ １４１．４ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　４．５ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010230 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ５．０ｍｍ １７４．６ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　５ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010240 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ６．０ｍｍ ２５１．３ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　６ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010250 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ７．０ｍｍ ３４２．１ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　７ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010260 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ８．０ｍｍ ４４６．９ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　８ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010270 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） ９．０ｍｍ ５６５．６ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　９ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007010280 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） １０．０ｍｍ ６９８．２ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　１０ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線
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電気用裸銅線 4007010290 電気用裸銅線 硬銅線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０１） １２．０ｍｍ １，００５ｋｇ／ｋｍ 硬銅線 Ｈ　１２ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007021010
電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ０．９ｍｍ２ 素線数７　素線径０．４ ７．９１３ｋｇ／ｋ
ｍ

硬銅より線 Ｈ　０．９ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007021020
電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） １．４ｍｍ２ 素線数７　素線径０．５ １２．３７ｋｇ／ｋ
ｍ

硬銅より線 Ｈ　１．４ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007021030
電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ２．０ｍｍ２ 素線数７　素線径０．６ １７．８０ｋｇ／ｋ
ｍ

硬銅より線 Ｈ　２ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007021040
電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ３．５ｍｍ２ 素線数７　素線径０．８ ３１．６６ｋｇ／ｋ
ｍ

硬銅より線 Ｈ　３．５ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007021050
電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ５．５ｍｍ２ 素線数７　素線径１．０ ４９．４６ｋｇ／ｋ
ｍ

硬銅より線 Ｈ　５．５ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007021060 電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ８ｍｍ２ 素線数７　素線径１．２ ７１．１９ｋｇ／ｋｍ 硬銅より線 Ｈ　８ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007021070 電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） １４ｍｍ２ 素線数７　素線径１．６ １２６．７ｋｇ／ｋｍ 硬銅より線 Ｈ　１４ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007021080 電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ２２ｍｍ２ 素線数７　素線径２．０ １９７．９ｋｇ／ｋｍ 硬銅より線 Ｈ　２２ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007021090 電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ３８ｍｍ２ 素線数７　素線径２．６ ３３４．４ｋｇ／ｋｍ 硬銅より線 Ｈ　３８ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007021100
電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ６０ｍｍ２ 素線数１９　素線径２．０ ５３７．０ｋｇ／ｋ
ｍ

硬銅より線 Ｈ　６０ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007021110
電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） １００ｍｍ２ 素線数１９　素線径２．６ ９０７．６ｋｇ／
ｋｍ

硬銅より線 Ｈ　１００ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007021120
電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） １５０ｍｍ２ 素線数３７　素線径２．３ １，３９０ｋｇ／
ｋｍ

硬銅より線 Ｈ　１５０ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007021130
電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ２００ｍｍ２ 素線数３７　素線径２．６ １，７７６ｋｇ／
ｋｍ

硬銅より線 Ｈ　２００ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007021140
電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ２５０ｍｍ２ 素線数６１　素線径２．３ ２，２９８ｋｇ／
ｋｍ

硬銅より線 Ｈ　２５０ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007021150
電気用裸銅線 硬銅より線：Ｈ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ３２５ｍｍ２ 素線数６１　素線径２．６ ２，９３７ｋｇ／
ｋｍ

硬銅より線 Ｈ　３２５ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007022010
電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ２２ｍｍ２ 素線数７　素線径２．０ １９７．９ｋｇ／ｋ
ｍ

硬銅より線 ＰＨ　２２ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007022020
電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ３８ｍｍ２ 素線数７　素線径２．６ ３３４．４ｋｇ／ｋ
ｍ

硬銅より線 ＰＨ　３８ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線
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電気用裸銅線 4007022030
電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ５５ｍｍ２ 素線数７　素線径３．２ ５０６．４ｋｇ／ｋ
ｍ

硬銅より線 ＰＨ　５５ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007022040
電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ７５ｍｍ２ 素線数７　素線径３．７ ６７７．０ｋｇ／ｋ
ｍ

硬銅より線 ＰＨ　７５ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007022050
電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） １００ｍｍ２ 素線数７　素線径４．３ ９１４．５ｋｇ／
ｋｍ

硬銅より線 ＰＨ　１００ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007022060
電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） １５０ｍｍ２ 素線数１９　素線径３．２ １，３７５ｋｇ
／ｋｍ

硬銅より線 ＰＨ　１５０ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007022070
電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） １８０ｍｍ２ 素線数１９　素線径３．５ １，６４５ｋｇ
／ｋｍ

硬銅より線 ＰＨ　１８０ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007022080
電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ２００ｍｍ２ 素線数１９　素線径３．７ １，８３８ｋｇ
／ｋｍ

硬銅より線 ＰＨ　２００ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007022090
電気用裸銅線 硬銅より線：ＰＨ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０５） ２４０ｍｍ２ 素線数１９　素線径４．０ ２，１４８ｋｇ
／ｋｍ

硬銅より線 ＰＨ　２４０ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4611040002 電気用裸銅線 鬼より線（避雷導線） ４０ｍｍ２ 素線数１３　素線径２．０ ３７２．２ｋｇ／ｋｍ 避雷導線　鬼より線 ４０ｍｍ２　１３／２．０ ｍ 560 ○ ○ 4611 接地材料

電気用裸銅線 4611040006 電気用裸銅線 鬼より線（避雷導線） ６０ｍｍ２ 素線数１９　素線径２．０ ５３７．０ｋｇ／ｋｍ 避雷導線　鬼より線 ６０ｍｍ２　１９／２．０ ｍ 560 ○ ○ 4611 接地材料

電気用裸銅線 4007030010 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．１ｍｍ ０．０６９８２ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．１ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030020 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．１２ｍｍ ０．１００５ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．１２ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030030 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．１４ｍｍ ０．１３６８ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．１４ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030040 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．１６ｍｍ ０．１７８８ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．１６ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030050 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．１８ｍｍ ０．２２６３ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．１８ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030060 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．２０ｍｍ ０．２７９３ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．２ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030070 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．２３ｍｍ ０．３６９４ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．２３ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030080 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．２６ｍｍ ０．４７２０ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．２６ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030090 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．２９ｍｍ ０．５８７２ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．２９ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

1646 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

電気用裸銅線 4007030100 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．３２ｍｍ ０．７１４９ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．３２ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030110 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．３５ｍｍ ０．８５５３ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．３５ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030120 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．４０ｍｍ １．１１７ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．４ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030130 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．４５ｍｍ １．４１４ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．４５ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030140 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．５０ｍｍ １．７４６ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．５ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030150 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．５５ｍｍ ２．１１２ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．５５ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030160 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．６０ｍｍ ２．５１３ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．６ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030170 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．６５ｍｍ ２．９５０ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．６５ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030180 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．７ｍｍ ３．４２１ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．７ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030190 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．８ｍｍ ４．４６９ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．８ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030200 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ０．９ｍｍ ５．６５６ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　０．９ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030210 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） １．０ｍｍ ６．９８２ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　１ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030220 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） １．２ｍｍ １０．０５ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　１．２ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030230 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） １．４ｍｍ １３．６８ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　１．４ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030240 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） １．６ｍｍ １７．８８ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　１．６ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030250 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） １．８ｍｍ ２２．６３ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　１．８ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030260 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ２．０ｍｍ ２７．９３ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　２ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030270 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ２．３ｍｍ ３６．９４ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　２．３ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線
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電気用裸銅線 4007030280 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ２．６ｍｍ ４７．２０ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　２．６ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030290 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ２．９ｍｍ ５８．７２ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　２．９ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030300 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ３．２ｍｍ ７１．４９ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　３．２ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030310 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ３．５ｍｍ ８５．５３ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　３．５ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030320 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ４．０ｍｍ １１１．７ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　４ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030330 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ４．５ｍｍ １４１．４ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　４．５ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030340 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ５．０ｍｍ １７４．６ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　５ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030350 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ６．０ｍｍ ２５１．３ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　６ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030360 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ７．０ｍｍ ３４２．１ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　７ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030370 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ８．０ｍｍ ４４６．９ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　８ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030380 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） ９．０ｍｍ ５６５．６ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　９ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030390 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） １０．０ｍｍ ６９８．２ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　１０ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007030400 電気用裸銅線 軟銅線：Ａ（ＪＩＳ　Ｃ　３１０２） １２．０ｍｍ １，００５ｋｇ／ｋｍ 軟銅線 Ａ　１２ｍｍ　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007040010 電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６） ０．９ｍｍ２ 素線数７　素線径０．４ ７．９１３ｋｇ／ｋｍ 軟銅より線 Ａ　０．９ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007040020 電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６） ２．０ｍｍ２ 素線数７　素線径０．６ １７．８０ｋｇ／ｋｍ 軟銅より線 Ａ　２ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007040030 電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６） ３．５ｍｍ２ 素線数７　素線径０．８ ３１．６６ｋｇ／ｋｍ 軟銅より線 Ａ　３．５ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007040040 電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６） ５．５ｍｍ２ 素線数７　素線径１．０ ４９．４６ｋｇ／ｋｍ 軟銅より線 Ａ　５．５ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007040050 電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６） ８ｍｍ２ 素線数７　素線径１．２ ７１．１９ｋｇ／ｋｍ 軟銅より線 Ａ　８ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線
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電気用裸銅線 4007040060 電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６） １４ｍｍ２ 素線数７　素線径１．６ １２６．７ｋｇ／ｋｍ 軟銅より線 Ａ　１４ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007040070 電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６） ２２ｍｍ２ 素線数７　素線径２．０ １９７．９ｋｇ／ｋｍ 軟銅より線 Ａ　２２ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007040080 電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６） ３８ｍｍ２ 素線数７　素線径２．６ ３３４．４ｋｇ／ｋｍ 軟銅より線 Ａ　３８ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007040090 電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６） ６０ｍｍ２ 素線数１９　素線径２．０ ５３７．０ｋｇ／ｋｍ 軟銅より線 Ａ　６０ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007040100 電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６） １００ｍｍ２ 素線数１９　素線径２．６ ９０７．６ｋｇ／ｋｍ 軟銅より線 Ａ　１００ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007040110 電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６） １５０ｍｍ２ 素線数３７　素線径２．３ １，３９０ｋｇ／ｋｍ 軟銅より線 Ａ　１５０ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007040120 電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６） ２００ｍｍ２ 素線数３７　素線径２．６ １，７７６ｋｇ／ｋｍ 軟銅より線 Ａ　２００ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007040130 電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６） ２５０ｍｍ２ 素線数６１　素線径２．３ ２，２９８ｋｇ／ｋｍ 軟銅より線 Ａ　２５０ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

電気用裸銅線 4007040140 電気用裸銅線 軟銅より線：Ａ（ＪＣＳ　１２２６） ３２５ｍｍ２ 素線数６１　素線径２．６ ２，９３７ｋｇ／ｋｍ 軟銅より線 Ａ　３２５ｍｍ２　電気用 ｋｇ 560 ○ ○ 4007 裸電線

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110388
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） １４ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯＩ１－
１４ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 １４ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110390
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ２２ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯＩ１－
２２ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ２２ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110392
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ３８ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯＩ１－
３８ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ３８ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110394
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ６０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯＩ１－
６０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ６０ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110396
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） １００ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯＩ１
－１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 １００ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110398
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） １５０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯＩ１
－１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 １５０ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110400
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ２００ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯＩ１
－２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ２００ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110402
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ２５０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯＩ１
－２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ２５０ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110404
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ３２５ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯＩ１
－３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ３２５ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110424
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） １４ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯＩ３－
１４ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 １４ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110426
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ２２ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯＩ３－
２２ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ２２ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110428
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ３８ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯＩ３－
３８ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ３８ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110430
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ６０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯＩ３－
６０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ６０ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110432
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） １００ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯＩ３
－１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 １００ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110434
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） １５０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯＩ３
－１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 １５０ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110436
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ２００ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯＩ３
－２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ２００ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110438
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ２５０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯＩ３
－２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ２５０ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110440
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ３２５ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯＩ３
－３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ３２５ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110442
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＯＩＴ
－１４ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110444
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＯＩＴ
－２２ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110446
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＯＩＴ
－３８ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110448
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＯＩＴ
－６０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110450
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＯＩ
Ｔ－１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110452
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＯＩ
Ｔ－１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110454
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＯＩ
Ｔ－２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110456
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＯＩ
Ｔ－２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110458
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＯＩ
Ｔ－３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110820
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） １４ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯ
Ｉ１－１４ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 １４ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110822
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ２２ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯ
Ｉ１－２２ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ２２ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110824
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ３８ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯ
Ｉ１－３８ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ３８ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110826
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ６０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＯ
Ｉ１－６０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ６０ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110828
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） １００ｍｍ２ 単心 ０６Ｃ
ＯＩ１－１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 １００ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110830
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） １５０ｍｍ２ 単心 ０６Ｃ
ＯＩ１－１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 １５０ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110832
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ２００ｍｍ２ 単心 ０６Ｃ
ＯＩ１－２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ２００ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110834
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ２５０ｍｍ２ 単心 ０６Ｃ
ＯＩ１－２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ２５０ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110836
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ３２５ｍｍ２ 単心 ０６Ｃ
ＯＩ１－３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ３２５ｍｍ２　単心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110838
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） １４ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯ
Ｉ３－１４ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 １４ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110840
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ２２ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯ
Ｉ３－２２ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ２２ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110842
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ３８ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯ
Ｉ３－３８ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ３８ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110844
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ６０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＯ
Ｉ３－６０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ６０ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110846
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） １００ｍｍ２ ３心 ０６Ｃ
ＯＩ３－１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 １００ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110848
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） １５０ｍｍ２ ３心 ０６Ｃ
ＯＩ３－１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 １５０ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110850
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ２００ｍｍ２ ３心 ０６Ｃ
ＯＩ３－２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ２００ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110852
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ２５０ｍｍ２ ３心 ０６Ｃ
ＯＩ３－２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ２５０ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110854
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ３２５ｍｍ２ ３心 ０６Ｃ
ＯＩ３－３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ３２５ｍｍ２　３心　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113002
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ０６Ｃ
ＯＩＴ－１４ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113004
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ０６Ｃ
ＯＩＴ－２２ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113006
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ０６Ｃ
ＯＩＴ－３８ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113008
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６Ｃ
ＯＩＴ－６０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113010
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ０６
ＣＯＩＴ－１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113012
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６
ＣＯＩＴ－１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113014
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ０６
ＣＯＩＴ－２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113016
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６
ＣＯＩＴ－２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113018
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ０６
ＣＯＩＴ－３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110496
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １４ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－１４ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １４ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110498
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２２ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－２２ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２２ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110500
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ３８ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－３８ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３８ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110502
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ６０ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－６０ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ６０ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110504
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １００ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－１００
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １００ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110506
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－１５０
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １５０ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110508
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２００ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－２００
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２００ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110510
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－２５０
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２５０ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110512
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－３２５
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３２５ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110514
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １４ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－１４ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １４ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110516
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２２ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－２２ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２２ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110518
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ３８ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－３８ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３８ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110520
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ６０ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－６０ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ６０ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110522
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １００ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－１００
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １００ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110524
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－１５０
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １５０ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110526
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２００ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－２００
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２００ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110528
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－２５０
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２５０ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110530
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－３２５
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３２５ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111000
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－１４ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111002
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－２２ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111004
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－３８ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111006
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－６０ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111008
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－１０
０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111010
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－１５
０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111012
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－２０
０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111014
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－２５
０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111016
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－３２
５ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

1653 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110856
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １４ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－１
４ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １４ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110858
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２２ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－２
２ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２２ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110860
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ３８ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－３
８ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３８ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110862
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ６０ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－６
０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６０ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110864
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １００ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－
１００ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １００ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110866
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－
１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １５０ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110868
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２００ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－
２００ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２００ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110870
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－
２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２５０ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110872
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ 単心 ３ＣＩ１－
３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３２５ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110874
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １４ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－１
４ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １４ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110876
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２２ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－２
２ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２２ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110878
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ３８ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－３
８ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３８ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110880
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ６０ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－６
０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６０ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110882
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １００ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－
１００ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １００ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110884
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－
１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １５０ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110886
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２００ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－
２００ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２００ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110888
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－
２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２５０ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110890
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ ３心 ３ＣＩ３－
３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３２５ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113020
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－
１４ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113022
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－
２２ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113024
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－
３８ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113026
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ－
６０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113028
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ
－１００ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113030
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ
－１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113032
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ
－２００ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113034
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ
－２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113036
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＩＴ
－３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110532
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １４ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－１４ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １４ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110534
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２２ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－２２ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２２ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110536
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ３８ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－３８ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３８ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110538
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ６０ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－６０ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ６０ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110540
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １００ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－１００
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １００ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110542
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－１５０
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １５０ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110544
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２００ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－２００
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２００ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110546
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－２５０
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２５０ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110548
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－３２５
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３２５ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110550
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １４ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－１４ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １４ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110552
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２２ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－２２ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２２ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110554
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ３８ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－３８ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３８ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110556
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ６０ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－６０ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ６０ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110558
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １００ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－１００
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １００ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110560
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－１５０
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １５０ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110562
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２００ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－２００
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２００ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110564
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－２５０
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２５０ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110566
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－３２５
ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３２５ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111018
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－１４ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111020
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－２２ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111022
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－３８ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111024
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－６０ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111026
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－１０
０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111028
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－１５
０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111030
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－２０
０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111032
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－２５
０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111034
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－３２
５ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110928
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １４ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－１
４ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １４ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110930
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２２ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－２
２ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２２ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110932
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ３８ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－３
８ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３８ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110934
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ６０ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－６
０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６０ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110936
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １００ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－
１００ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １００ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110938
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－
１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １５０ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110940
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２００ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－
２００ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２００ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110942
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－
２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２５０ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110944
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ 単心 ３ＣＯ１－
３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３２５ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110982
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １４ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－１
４ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １４ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110984
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２２ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－２
２ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２２ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110986
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ３８ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－３
８ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３８ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110988
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ６０ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－６
０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６０ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110990
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １００ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－
１００ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １００ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110992
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－
１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １５０ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110994
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２００ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－
２００ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２００ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110996
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－
２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２５０ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110998
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ ３心 ３ＣＯ３－
３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３２５ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113038
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－
１４ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113040
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－
２２ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113042
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－
３８ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113044
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ－
６０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113046
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ
－１００ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113048
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ
－１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113050
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ
－２００ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113052
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ
－２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113054
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＯＴ
－３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110604
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １４ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－１４ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １４ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110606
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－２２ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２２ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110608
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－３８ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ３８ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110610
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－６０ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６０ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110612
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １００ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－１００
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １００ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110614
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－１５０
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １５０ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110616
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－２００
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２００ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110618
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－２５０
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２５０ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110620
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－３２５
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ３２５ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110622
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １４ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－１４ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １４ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110624
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－２２ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２２ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110626
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－３８ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ３８ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110628
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－６０ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６０ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110630
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １００ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－１００
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １００ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110632
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－１５０
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １５０ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110634
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－２００
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２００ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110636
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－２５０
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２５０ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110638
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－３２５
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ３２５ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110640
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－１４ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110642
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－２２ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110644
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－３８ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110646
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－６０ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110648
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－１０
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110650
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－１５
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110652
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－２０
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110654
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－２５
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110656
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－３２
５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110892
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １４ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－１
４ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １４ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110894
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－２
２ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２２ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110896
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－３
８ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３８ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110898
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－６
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６０ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110900
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １００ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－
１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １００ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110902
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－
１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １５０ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110904
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－
２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２００ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110906
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－
２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２５０ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110908
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＩ１－
３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３２５ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110910
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １４ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－１
４ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １４ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110912
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－２
２ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２２ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110914
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－３
８ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３８ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110916
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－６
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６０ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110918
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １００ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－
１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １００ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110920
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－
１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １５０ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110922
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－
２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２００ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110924
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－
２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２５０ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110926
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＩ３－
３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３２５ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113056
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－
１４ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113058
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－
２２ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113060
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－
３８ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113062
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ－
６０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113064
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ
－１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113068
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ
－１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113070
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ
－２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113072
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ
－２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113074
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＴ
－３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110712
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １４ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－１４ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １４ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110714
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－２２ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２２ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110716
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－３８ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ３８ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110718
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－６０ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６０ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110720
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １００ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－１００
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １００ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110722
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－１５０
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １５０ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110724
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－２００
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２００ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110726
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－２５０
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２５０ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110728
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－３２５
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ３２５ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110730
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １４ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－１４ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １４ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110732
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－２２ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２２ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110734
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－３８ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ３８ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110736
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－６０ ＪＣ
ＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６０ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110738
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １００ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－１００
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １００ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110740
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－１５０
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １５０ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110742
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－２００
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２００ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110744
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－２５０
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２５０ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110746
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－３２５
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ３２５ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110748
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ－１４ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110750
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ－２２ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110752
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ－３８ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110754
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ－６０ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110756
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ－１０
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110758
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ－１５
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110760
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ－２０
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110762
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ－２５
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110764
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ－３２
５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型半田 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110946
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １４ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－１
４ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １４ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110948
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－２
２ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２２ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110950
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－３
８ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３８ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110952
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－６
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６０ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110954
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １００ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－
１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １００ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110956
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－
１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １５０ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110958
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－
２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２００ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110960
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－
２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２５０ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110962
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＯ１－
３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３２５ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110964
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １４ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－１
４ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １４ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110966
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－２
２ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２２ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110968
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－３
８ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３８ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110970
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－６
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６０ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110972
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １００ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－
１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １００ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110974
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－
１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １５０ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110976
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－
２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２００ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110978
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－
２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２５０ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110980
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＯ３－
３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３２５ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113076
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ－
１４ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113078
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ－
２２ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113080
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ－
３８ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113082
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ－
６０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113084
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ
－１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113086
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ
－１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113088
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ
－２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113090
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ
－２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113092
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＴ
－３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111072
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） １４ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＰ１－１
４ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １４ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111074
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＰ１－２
２ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２２ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111076
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＰ１－３
８ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ３８ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111078
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＰ１－６
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ６０ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111080
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） １００ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＰ１－
１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １００ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111082
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） １５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＰ１－
１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １５０ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111084
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＰ１－
２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２００ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111086
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＰ１－
２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２５０ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111088
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＩＰ１－
３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ３２５ｍｍ２　単心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110234
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） １４ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－１
４ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １４ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110236
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－２
２ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２２ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110238
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－３
８ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ３８ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110240
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－６
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ６０ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110242
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） １００ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－
１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １００ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110244
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） １５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－
１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １５０ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110246
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－
２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２００ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110248
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－
２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２５０ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110250
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＩＰ３－
３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ３２５ｍｍ２　３心　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111090
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ－
１４ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111092
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ－
２２ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111094
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ－
３８ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111096
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ－
６０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111098
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ
－１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111100
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ
－１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111102
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ
－２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111104
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ
－２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111106
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＩＰＴ
－３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111108
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） １４ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－１
４ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １４ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111110
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－２
２ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２２ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111112
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－３
８ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ３８ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111114
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－６
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ６０ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111116
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） １００ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－
１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １００ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111118
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） １５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－
１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １５０ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111120
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－
２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２００ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111122
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－
２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２５０ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111124
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＯＰ１－
３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ３２５ｍｍ２　単心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110252
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） １４ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－１
４ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １４ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110254
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－２
２ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２２ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110256
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－３
８ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ３８ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110258
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－６
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ６０ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110260
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） １００ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－
１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １００ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110262
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） １５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－
１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １５０ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110264
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－
２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２００ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110266
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－
２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２５０ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110268
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＯＰ３－
３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ３２５ｍｍ２　３心　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111126
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ－
１４ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111128
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ－
２２ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111130
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ－
３８ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111132
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ－
６０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111134
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ
－１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111136
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ
－１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111138
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ
－２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111140
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ
－２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111142
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムストレスコーン形半田方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＯＰＴ
－３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムストレス半田 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 561 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113094
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） １４ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－１４ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 １４ｍｍ２　単心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113096
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－２２ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ２２ｍｍ２　単心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113098
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－３８ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ３８ｍｍ２　単心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113100
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－６０ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ６０ｍｍ２　単心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113102
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） １００ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－１０
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 １００ｍｍ２　単心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113104
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） １５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－１５
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 １５０ｍｍ２　単心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113106
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－２０
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ２００ｍｍ２　単心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113108
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－２５
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ２５０ｍｍ２　単心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113110
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＢ１－３２
５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ３２５ｍｍ２　単心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113112
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） １４ｍｍ２ ３心 ６ＣＢ３－１４ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 １４ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113114
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＢ３－２２ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ２２ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113116
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＢ３－３８ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ３８ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113118
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＢ３－６０ Ｊ
ＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ６０ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113120
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） １００ｍｍ２ ３心 ６ＣＢ３－１０
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 １００ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113122
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） １５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＢ３－１５
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 １５０ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113124
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＢ３－２０
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ２００ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113126
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＢ３－２５
０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ２５０ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113128
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＢ３－３２
５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ３２５ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110270
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－１４
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110271
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－２２
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110272
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－３８
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110273
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－６０
ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110274
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－１
００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110275
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－１
５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110276
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－２
００ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110277
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－２
５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110278
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ ゴムとう管形圧着・圧縮方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＢＴ－３
２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６ｋＶ　ゴムとう管形圧縮 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111036 端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） １４ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－１４ ＪＣＡＡ規格 端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 １４ｍｍ２　単心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111038 端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－２２ ＪＣＡＡ規格 端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ２２ｍｍ２　単心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111040 端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－３８ ＪＣＡＡ規格 端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ３８ｍｍ２　単心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111042 端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－６０ ＪＣＡＡ規格 端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ６０ｍｍ２　単心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111044
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） １００ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－１００ ＪＣＡＡ
規格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 １００ｍｍ２　単心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111046
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） １５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－１５０ ＪＣＡＡ
規格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 １５０ｍｍ２　単心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111048
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－２００ ＪＣＡＡ
規格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ２００ｍｍ２　単心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111050
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－２５０ ＪＣＡＡ
規格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ２５０ｍｍ２　単心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111052
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＡ１－３２５ ＪＣＡＡ
規格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ３２５ｍｍ２　単心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110224 端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） １４ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－１４ ＪＣＡＡ規格 端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 １４ｍｍ２　３心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110225 端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－２２ ＪＣＡＡ規格 端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ２２ｍｍ２　３心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110226 端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－３８ ＪＣＡＡ規格 端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ３８ｍｍ２　３心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110227 端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－６０ ＪＣＡＡ規格 端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ６０ｍｍ２　３心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110228
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） １００ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－１００ ＪＣＡＡ
規格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 １００ｍｍ２　３心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110229
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） １５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－１５０ ＪＣＡＡ
規格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 １５０ｍｍ２　３心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110230
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－２００ ＪＣＡＡ
規格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ２００ｍｍ２　３心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110231
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－２５０ ＪＣＡＡ
規格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ２５０ｍｍ２　３心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009110232
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＡ３－３２５ ＪＣＡＡ
規格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ３２５ｍｍ２　３心　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111054
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－１４ ＪＣＡＡ規
格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111056
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－２２ ＪＣＡＡ規
格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111058
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－３８ ＪＣＡＡ規
格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111060
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－６０ ＪＣＡＡ規
格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111062
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－１００ ＪＣＡ
Ａ規格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111064
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－１５０ ＪＣＡ
Ａ規格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111066
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－２００ ＪＣＡ
Ａ規格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111068
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－２５０ ＪＣＡ
Ａ規格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111070
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害終端接続部 （耐塩） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＡＴ－３２５ ＪＣＡ
Ａ規格

端末　６ｋＶ　耐塩害終端接続部 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116202
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） １４ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３－
１４ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 １４ｍｍ２　単心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116204
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ２２ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３－
２２ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ２２ｍｍ２　単心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116206
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ３８ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３－
３８ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ３８ｍｍ２　単心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116208
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ６０ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３－
６０ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ６０ｍｍ２　単心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116210
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） １００ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３
－１００ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 １００ｍｍ２　単心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116212
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） １５０ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３
－１５０ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 １５０ｍｍ２　単心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116214
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ２００ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３
－２００ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ２００ｍｍ２　単心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116216
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ２５０ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３
－２５０ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ２５０ｍｍ２　単心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116218
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ３２５ｍｍ２ 単心 Ｔ０６Ａ－Ｎ３
－３２５ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ３２５ｍｍ２　単心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116220
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） １４ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３－
１４ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 １４ｍｍ２　３心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116222
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ２２ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３－
２２ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ２２ｍｍ２　３心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116224
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ３８ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３－
３８ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ３８ｍｍ２　３心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116226
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ６０ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３－
６０ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ６０ｍｍ２　３心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116228
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） １００ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３
－１００ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 １００ｍｍ２　３心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116230
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） １５０ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３
－１５０ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 １５０ｍｍ２　３心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116232
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ２００ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３
－２００ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ２００ｍｍ２　３心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116234
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ２５０ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３
－２５０ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ２５０ｍｍ２　３心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116236
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ３２５ｍｍ２ ３心 Ｔ０６Ａ－Ｐ３
－３２５ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ３２５ｍｍ２　３心　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116238
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） １４ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ０６Ａ－Ｒ３
－１４ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116240
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ０６Ａ－Ｒ３
－２２ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116242
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ０６Ａ－Ｒ３
－３８ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116244
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ０６Ａ－Ｒ３
－６０ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116246
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） １００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ０６Ａ－Ｒ
３－１００ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116248
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ０６Ａ－Ｒ
３－１５０ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116250
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ０６Ａ－Ｒ
３－２００ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116252
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ０６Ａ－Ｒ
３－２５０ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116254
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ端末工法圧着方式 （屋内外） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ０６Ａ－Ｒ
３－３２５ スリーエムジャパン

端末６００Ｖテープ端末工法圧着 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116256
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） １４ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）
－Ｉ１４ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 １４ｍｍ２　３心　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116258
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） ２２ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）
－Ｉ２２ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ２２ｍｍ２　３心　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116260
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） ３８ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）
－Ｉ３８ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ３８ｍｍ２　３心　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116262
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） ６０ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）
－Ｉ６０ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ６０ｍｍ２　３心　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116264
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） １００ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３
（Ｖ）－Ｉ１００ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 １００ｍｍ２　３心　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116266
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） １５０ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３
（Ｖ）－Ｉ１５０ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 １５０ｍｍ２　３心　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116268
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） ２００ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３
（Ｖ）－Ｉ２００ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ２００ｍｍ２　３心　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116270
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３
（Ｖ）－Ｉ２５０ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ２５０ｍｍ２　３心　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116272
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３
（Ｖ）－Ｉ３２５ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ３２５ｍｍ２　３心　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116274
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） １４ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｉ
１４ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116276
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｉ
２２ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116278
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｉ
３８ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116280
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｉ
６０ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116282
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） １００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－
Ｉ１００ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116284
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－
Ｉ１５０ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116286
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－
Ｉ２００ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116288
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－
Ｉ２５０ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116290
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋内） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－
Ｉ３２５ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117034
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） １４ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）
－Ｏ１４ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 １４ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117036
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） ２２ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）
－Ｏ２２ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ２２ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117038
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） ３８ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）
－Ｏ３８ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ３８ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117040
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） ６０ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３（Ｖ）
－Ｏ６０ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ６０ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117042
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） １００ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３
（Ｖ）－Ｏ１００ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 １００ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117044
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） １５０ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３
（Ｖ）－Ｏ１５０ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 １５０ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117046
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） ２００ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３
（Ｖ）－Ｏ２００ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ２００ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117048
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３
（Ｖ）－Ｏ２５０ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ２５０ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117050
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ ３心 Ｔ３ＫＡ－Ｐ３
（Ｖ）－Ｏ３２５ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ３２５ｍｍ２　３心　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116310
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） １４ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｏ
１４ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116312
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｏ
２２ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116314
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｏ
３８ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116316
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－Ｏ
６０ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116318
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） １００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－
Ｏ１００ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116320
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－
Ｏ１５０ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116322
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－
Ｏ２００ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116324
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－
Ｏ２５０ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116326
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ端末工法圧着方式 （屋外） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ３ＫＡ－Ｒ３－
Ｏ３２５ スリーエムジャパン

端末　３ｋＶテープ端末工法圧着 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 562 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116328
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） １４ｍｍ２
３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ１４ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム １４ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116330
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） ２２ｍｍ２
３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ２２ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ２２ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116332
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） ３８ｍｍ２
３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ３８ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ３８ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116334
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） ６０ｍｍ２
３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ６０ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ６０ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116336
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） １００ｍｍ
２ ３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ１００ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム １００ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116338
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） １５０ｍｍ
２ ３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ１５０ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム １５０ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116340
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） ２００ｍｍ
２ ３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ２００ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ２００ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116342
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） ２５０ｍｍ
２ ３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ２５０ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ２５０ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116344
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） ３２５ｍｍ
２ ３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｉ３２５ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ３２５ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116346
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） １４ｍｍ２
ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ１４ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116348
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） ２２ｍｍ２
ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ２２ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116350
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） ３８ｍｍ２
ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ３８ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116352
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） ６０ｍｍ２
ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ６０ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116354
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） １００ｍｍ
２ ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ１００ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116356
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） １５０ｍｍ
２ ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ１５０ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116358
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） ２００ｍｍ
２ ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ２００ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116360
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） ２５０ｍｍ
２ ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ２５０ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116362
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋内） ３２５ｍｍ
２ ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｉ３２５ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116365
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） １４ｍｍ２
３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ１４ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム １４ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116367
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） ２２ｍｍ２
３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ２２ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ２２ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116369
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） ３８ｍｍ２
３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ３８ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ３８ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116371
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） ６０ｍｍ２
３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ６０ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ６０ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116373
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） １００ｍｍ
２ ３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ１００ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム １００ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116375
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） １５０ｍｍ
２ ３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ１５０ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム １５０ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116377
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） ２００ｍｍ
２ ３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ２００ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ２００ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116379
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） ２５０ｍｍ
２ ３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ２５０ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ２５０ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116381
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） ３２５ｍｍ
２ ３心 Ｔ６ＫＤ－Ｐ３（Ｖ）－Ｏ３２５ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ３２５ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116382
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） １４ｍｍ２
ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ１４ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116384
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） ２２ｍｍ２
ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ２２ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116386
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） ３８ｍｍ２
ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ３８ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116388
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） ６０ｍｍ２
ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ６０ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116390
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） １００ｍｍ
２ ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ１００ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116392
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） １５０ｍｍ
２ ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ１５０ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116394
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） ２００ｍｍ
２ ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ２００ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116396
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） ２５０ｍｍ
２ ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ２５０ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116398
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　圧着端子仕様（クイックターム） （屋外） ３２５ｍｍ
２ ＣＶＴ Ｔ６ＫＤ－Ｒ３－Ｏ３２５ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　クイックターム ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117002
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（ハイＫタームⅡ） （屋内外） １４ｍｍ２ ３心 ９２Ｅ
７１Ｊ（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　ハイＫターム２ １４ｍｍ２　３心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117004
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（ハイＫタームⅡ） （屋内外） ２２ｍｍ２ ３心 ９２Ｅ
７１Ｊ（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　ハイＫターム２ ２２ｍｍ２　３心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117006
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（ハイＫタームⅡ） （屋内外） ３８ｍｍ２ ３心 ９２Ｅ
７２Ｊ（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　ハイＫターム２ ３８ｍｍ２　３心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117008
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（ハイＫタームⅡ） （屋内外） ６０ｍｍ２ ３心 ９２Ｅ
７２Ｊ（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　ハイＫターム２ ６０ｍｍ２　３心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117010
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（ハイＫタームⅡ） （屋内外） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ９２
Ｅ７３１Ｊ（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　ハイＫターム２ １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117012
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（ハイＫタームⅡ） （屋内外） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ９２
Ｅ７３１Ｊ（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　ハイＫターム２ ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117014
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（ハイＫタームⅡ） （屋内外） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ９２
Ｅ７３２Ｊ（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　ハイＫターム２ ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117016
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（ハイＫタームⅡ） （屋内外） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ９２
Ｅ７３２Ｊ（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　ハイＫターム２ ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117018
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍子端末工法（ハイＫ碍子Ⅱ） （耐塩） １４ｍｍ２ ３心 ＨＧ
３－２２（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　ハイＫ碍子２ １４ｍｍ２　３心　耐塩 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117020
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍子端末工法（ハイＫ碍子Ⅱ） （耐塩） ２２ｍｍ２ ３心 ＨＧ
３－２２（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　ハイＫ碍子２ ２２ｍｍ２　３心　耐塩 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117022
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍子端末工法（ハイＫ碍子Ⅱ） （耐塩） ３８ｍｍ２ ３心 ＨＧ
３－６０（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　ハイＫ碍子２ ３８ｍｍ２　３心　耐塩 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117024
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍子端末工法（ハイＫ碍子Ⅱ） （耐塩） ６０ｍｍ２ ３心 ＨＧ
３－６０（Ｎ）－ＥＭ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　ハイＫ碍子２ ６０ｍｍ２　３心　耐塩 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117026
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍子端末工法（ハイＫ碍子Ⅱ） （耐塩） １４ｍｍ２ ＣＶＴ Ｈ
ＧＴ－２２（Ｇ）－ＥＭ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　ハイＫ碍子２ １４ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117028
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍子端末工法（ハイＫ碍子Ⅱ） （耐塩） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ Ｈ
ＧＴ－２２（Ｇ）－ＥＭ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　ハイＫ碍子２ ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117030
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍子端末工法（ハイＫ碍子Ⅱ） （耐塩） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ Ｈ
ＧＴ－６０（Ｇ）－ＥＭ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　ハイＫ碍子２ ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117032
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍子端末工法（ハイＫ碍子Ⅱ） （耐塩） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｈ
ＧＴ－６０（Ｇ）－ＥＭ スリーエムジャパン

端末　６ｋＶ　ハイＫ碍子２ ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115506
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） ３８ｍｍ２ 単心 Ｓ
－３０２ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ ３８ｍｍ２　単心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115508
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） ６０ｍｍ２ 単心 Ｓ
－３０３－１ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ ６０ｍｍ２　単心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115510
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） １００ｍｍ２ 単心
Ｓ－３０３－２ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ １００ｍｍ２　単心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115512
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） １５０ｍｍ２ 単心
Ｓ－３０４－１ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ １５０ｍｍ２　単心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115514
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） ２００ｍｍ２ 単心
Ｓ－３０４－２ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ ２００ｍｍ２　単心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115516
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） ２５０ｍｍ２ 単心
Ｓ－３０５－１ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ ２５０ｍｍ２　単心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115518
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） ３２５ｍｍ２ 単心
Ｓ－３０５－２ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ ３２５ｍｍ２　単心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115488
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） １４ｍｍ２ ３心 ３
０１ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ １４ｍｍ２　３心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115490
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） ２２ｍｍ２ ３心 ３
０２ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ ２２ｍｍ２　３心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115492
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） ３８ｍｍ２ ３心 ３
０２ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ ３８ｍｍ２　３心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115494
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） ６０ｍｍ２ ３心 ３
０３ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ ６０ｍｍ２　３心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115496
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） １００ｍｍ２ ３心
３０３ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ １００ｍｍ２　３心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115498
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） １５０ｍｍ２ ３心
３０４ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ １５０ｍｍ２　３心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115500
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） ２００ｍｍ２ ３心
３０４ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ ２００ｍｍ２　３心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115502
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） ２５０ｍｍ２ ３心
３０５ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ ２５０ｍｍ２　３心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115504
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） ３２５ｍｍ２ ３心
３０５ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ ３２５ｍｍ２　３心　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115520
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ
Ｔ－３０２ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115522
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ
Ｔ－３０３－１ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115524
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） １００ｍｍ２ ＣＶＴ
Ｔ－３０３－２ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115526
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ
Ｔ－３０４－１ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115528
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ
Ｔ－３０４－２ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115530
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ
Ｔ－３０５－１ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115532
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ端末処理材（アサヒパット５０） （屋内外） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ
Ｔ－３０５－２ 住電機器システム

３ｋＶ　アサヒパット５０ ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115534
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害型端末処理（アサヒニューパット２００） （耐塩） ２２ｍｍ２ ３心
ＮＳＰ３－２２／３８ 住電機器システム

６ｋＶアサヒニューパット２００ ２２ｍｍ２　３心　耐塩 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115536
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害型端末処理（アサヒニューパット２００） （耐塩） ３８ｍｍ２ ３心
ＮＳＰ３－２２／３８ 住電機器システム

６ｋＶアサヒニューパット２００ ３８ｍｍ２　３心　耐塩 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115538
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害型端末処理（アサヒニューパット２００） （耐塩） ６０ｍｍ２ ３心
ＮＳＰ３－６０ 住電機器システム

６ｋＶアサヒニューパット２００ ６０ｍｍ２　３心　耐塩 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115540
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害型端末処理（アサヒニューパット２００） （耐塩） １００ｍｍ２ ３
心 ＮＳＰ３－１００ 住電機器システム

６ｋＶアサヒニューパット２００ １００ｍｍ２　３心　耐塩 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115542
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害型端末処理（アサヒニューパット２００） （耐塩） ２２ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＮＳＰＴ－２２／３８ 住電機器システム

６ｋＶアサヒニューパット２００ ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115544
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害型端末処理（アサヒニューパット２００） （耐塩） ３８ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＮＳＰＴ－２２／３８ 住電機器システム

６ｋＶアサヒニューパット２００ ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115546
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害型端末処理（アサヒニューパット２００） （耐塩） ６０ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＮＳＰＴ－６０ 住電機器システム

６ｋＶアサヒニューパット２００ ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115548
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 耐塩害型端末処理（アサヒニューパット２００） （耐塩） １００ｍｍ２ Ｃ
ＶＴ ＮＳＰＴ－１００ 住電機器システム

６ｋＶアサヒニューパット２００ １００ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115402
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋内） １４ｍｍ２ ３心 ６１
１ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ １４ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115404
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋内） ２２ｍｍ２ ３心 ６１
２ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ２２ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115406
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋内） ３８ｍｍ２ ３心 ６１
２ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ３８ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115408
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋内） ６０ｍｍ２ ３心 ６１
３ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ６０ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115410
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋内） １００ｍｍ２ ３心 ６
１３ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ １００ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115412
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋内） １５０ｍｍ２ ３心 ６
１４ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ １５０ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115414
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋内） ２００ｍｍ２ ３心 ６
１４ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ２００ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115416
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋内） ２５０ｍｍ２ ３心 ６
１５ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ２５０ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115418
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋内） ３２５ｍｍ２ ３心 ６
１５ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ３２５ｍｍ２　３心　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115437
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋内） １４ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ
６１１ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115550
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００） （屋内） ２２ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＮＰＡＴ－１１ＴＮ 住電機器システム

６ｋＶアサヒニューパット１００ ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115552
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００） （屋内） ３８ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＮＰＡＴ－１１ＴＮ 住電機器システム

６ｋＶアサヒニューパット１００ ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115554
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００） （屋内） ６０ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＮＰＡＴ－１２ＴＮ 住電機器システム

６ｋＶアサヒニューパット１００ ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115556
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００） （屋内） １００ｍｍ２ Ｃ
ＶＴ ＮＰＡＴ－１３ＴＮ 住電機器システム

６ｋＶアサヒニューパット１００ １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115442
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋内） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ
Ｔ６１４－１ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115443
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋内） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ
Ｔ６１４－２ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115444
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋内） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ
Ｔ６１５－１ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115445
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋内） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ
Ｔ６１５－２ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115420
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋外） １４ｍｍ２ ３心 ６０
１ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ １４ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115422
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋外） ２２ｍｍ２ ３心 ６０
２ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ２２ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115424
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋外） ３８ｍｍ２ ３心 ６０
２ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ３８ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115426
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋外） ６０ｍｍ２ ３心 ６０
３ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ６０ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115428
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋外） １００ｍｍ２ ３心 ６
０３ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ １００ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115430
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋外） １５０ｍｍ２ ３心 ６
０４ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ １５０ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115432
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋外） ２００ｍｍ２ ３心 ６
０４ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ２００ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115434
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋外） ２５０ｍｍ２ ３心 ６
０５ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ２５０ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115436
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋外） ３２５ｍｍ２ ３心 ６
０５ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ３２５ｍｍ２　３心　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115446
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋外） １４ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ
６０１ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115558
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００） （屋外） ２２ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＮＰＡＴ－０１ＴＮ 住電機器システム

６ｋＶアサヒニューパット１００ ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115560
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００） （屋外） ３８ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＮＰＡＴ－０１ＴＮ 住電機器システム

６ｋＶアサヒニューパット１００ ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115562
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００） （屋外） ６０ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＮＰＡＴ－０２ＴＮ 住電機器システム

６ｋＶアサヒニューパット１００ ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115564
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒニューパット１００） （屋外） １００ｍｍ２ Ｃ
ＶＴ ＮＰＡＴ－０３ＴＮ 住電機器システム

６ｋＶアサヒニューパット１００ １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115451
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋外） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ
Ｔ６０４－１ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115452
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋外） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ
Ｔ６０４－２ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115453
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋外） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ
Ｔ６０５－１ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115454
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒパット１００） （屋外） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ
Ｔ６０５－２ 住電機器システム

６ｋＶ　アサヒパット１００ ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 563 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117202
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） １４ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ　Ｒ１３１０ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 １４ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117204
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ２２ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ　Ｒ１３１０ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ２２ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117206
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ３８ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ　Ｒ１３１１ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ３８ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117208
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ６０ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ　Ｒ１３１１ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ６０ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117210
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） １００ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ　Ｒ１３１２ タ
イコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 １００ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117212
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） １５０ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ　Ｒ１３１２ タ
イコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 １５０ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117214
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ２００ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ　Ｒ１３１３ タ
イコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ２００ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117216
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ２５０ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ　Ｒ１３１３ タ
イコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ２５０ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117218
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ３２５ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ　Ｒ１３１４ タ
イコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ３２５ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117220
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ　Ｒ１１１１ タ
イコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117222
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ　Ｒ１１１１ タ
イコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117224
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ　Ｒ１１１２ タ
イコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117226
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ　Ｒ１１１２
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117228
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ　Ｒ１１１３
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117230
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ　Ｒ１１１３
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117232
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ　Ｒ１１１３
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117234
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ　Ｒ１１１４
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116776
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） ３８ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ１１４１Ｎ
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ３８ｍｍ２　単心　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116778
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） ６０ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ１１４１Ｎ
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ６０ｍｍ２　単心　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116780
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） １００ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ１１４２
Ｎ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 １００ｍｍ２　単心　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116782
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） １５０ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ１１４２
Ｎ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 １５０ｍｍ２　単心　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116784
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） ２００ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ１１４３
Ｎ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ２００ｍｍ２　単心　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116786
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） ２５０ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ１１４３
Ｎ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ２５０ｍｍ２　単心　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116788
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） ３２５ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ１１４４
Ｎ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ３２５ｍｍ２　単心　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116790
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） ３８ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ１３４０Ｎ
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ３８ｍｍ２　３心　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116792
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） ６０ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ１３４１Ｎ
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ６０ｍｍ２　３心　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116794
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） １００ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ１３４２
Ｎ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 １００ｍｍ２　３心　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116796
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） １５０ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ１３４２
Ｎ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 １５０ｍｍ２　３心　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116798
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） ２００ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ１３４３
Ｎ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ２００ｍｍ２　３心　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116800
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） ２５０ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ１３４３
Ｎ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ２５０ｍｍ２　３心　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116802
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） ３２５ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ１３４４
Ｎ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ３２５ｍｍ２　３心　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117254
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ１１４１
Ｎ×３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117256
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ１１４１
Ｎ×３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117258
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ１１４
２Ｎ×３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117260
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ１１４
２Ｎ×３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117262
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ１１４
３Ｎ×３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117264
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ１１４
３Ｎ×３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117266
端末処理材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外／耐塩） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ１１４
４Ｎ×３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　３ｋＶ　熱収縮型 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116818
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） １４ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１１０Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １４ｍｍ２　単心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116820
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ２２ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１１０Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２２ｍｍ２　単心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116822
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ３８ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１１１Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ３８ｍｍ２　単心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116824
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ６０ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１１１Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ６０ｍｍ２　単心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116826
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） １００ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１１２Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １００ｍｍ２　単心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116828
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） １５０ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１１２Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １５０ｍｍ２　単心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116830
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ２００ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１１３Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２００ｍｍ２　単心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116832
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ２５０ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１１３Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２５０ｍｍ２　単心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116834
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ３２５ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１１４Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ３２５ｍｍ２　単心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116836
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） １４ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３１１Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １４ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116838
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ２２ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３１１Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２２ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116840
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ３８ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３１２Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ３８ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116842
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ６０ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３１２Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ６０ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116844
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） １００ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３１３Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １００ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116846
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） １５０ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３１３Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １５０ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116848
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ２００ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３１４Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２００ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116850
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ２５０ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３１４Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２５０ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116852
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ３２５ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３１５Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ３２５ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117268
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１１０Ｎ×３
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117270
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１１０Ｎ×３
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117272
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１１１Ｎ×３
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117274
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１１１Ｎ×３
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117276
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１１２Ｎ×
３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117278
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１１２Ｎ×
３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117280
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１１３Ｎ×
３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117282
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１１３Ｎ×
３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117284
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋内） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１１４Ｎ×
３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116872
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） １４ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１２０Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １４ｍｍ２　単心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116874
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ２２ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１２０Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２２ｍｍ２　単心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116876
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ３８ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１２１Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ３８ｍｍ２　単心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116878
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ６０ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１２１Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ６０ｍｍ２　単心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116880
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） １００ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１２２Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １００ｍｍ２　単心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116882
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） １５０ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１２２Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １５０ｍｍ２　単心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116884
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ２００ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１２３Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２００ｍｍ２　単心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116886
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ２５０ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１２３Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２５０ｍｍ２　単心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116888
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ３２５ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１２４Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ３２５ｍｍ２　単心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116890
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） １４ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３２１Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １４ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116892
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ２２ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３２１Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２２ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116894
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ３８ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３２２Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ３８ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116896
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ６０ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３２２Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ６０ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116898
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） １００ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３２３Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １００ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116900
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） １５０ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３２３Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １５０ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116902
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ２００ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３２４Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２００ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116904
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ２５０ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３２４Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２５０ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116906
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ３２５ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＴ２３２５Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ３２５ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117286
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１２０Ｎ×３
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117288
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１２０Ｎ×３
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117290
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１２１Ｎ×３
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117292
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１２１Ｎ×３
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117294
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１２２Ｎ×
３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117296
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１２２Ｎ×
３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117298
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１２３Ｎ×
３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117300
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１２３Ｎ×
３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117302
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （屋外） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１２４Ｎ×
３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116926
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） １４ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１３０Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １４ｍｍ２　単心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116928
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） ２２ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１３０Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２２ｍｍ２　単心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116930
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） ３８ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１３１Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ３８ｍｍ２　単心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116932
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） ６０ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１３１Ｎ タイコ
エレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ６０ｍｍ２　単心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116934
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） １００ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１３２Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １００ｍｍ２　単心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116936
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） １５０ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１３２Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １５０ｍｍ２　単心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116938
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） ２００ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１３３Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２００ｍｍ２　単心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116940
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） ２５０ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１３３Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２５０ｍｍ２　単心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009116942
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） ３２５ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＴ２１３４Ｎ タイ
コエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ３２５ｍｍ２　単心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117304
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１３０Ｎ×３
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １４ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117306
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１３０Ｎ×３
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117308
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１３１Ｎ×３
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117310
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１３１Ｎ×３
タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117312
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１３２Ｎ×
３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １００ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117314
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１３２Ｎ×
３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117316
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１３３Ｎ×
３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117318
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１３３Ｎ×
３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009117320
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型端末処理材 （耐塩） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＴ２１３４Ｎ×
３ タイコエレクトロニクスジャパン

端末　６ｋＶ　熱収縮型 ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115602
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
１４ｍｍ２ ３心 Ｔ６Ｃ２－１１ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス １４ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115604
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
２２ｍｍ２ ３心 Ｔ６Ｃ２－１１ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ２２ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115606
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
３８ｍｍ２ ３心 Ｔ６Ｃ２－２１ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ３８ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115608
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
６０ｍｍ２ ３心 Ｔ６Ｃ２－２１ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ６０ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115610
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
１００ｍｍ２ ３心 Ｔ６Ｃ２－３１ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス １００ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115612
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
１５０ｍｍ２ ３心 Ｔ６－４１ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス １５０ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115614
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
２００ｍｍ２ ３心 Ｔ６－５１ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ２００ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115616
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
２５０ｍｍ２ ３心 Ｔ６－６１ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ２５０ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115618
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
３２５ｍｍ２ ３心 Ｔ６－７１ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ３２５ｍｍ２　３心　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115637
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
１４ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６Ｃ２－１１Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115638
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
２２ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６Ｃ２－１１Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115639
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
３８ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６Ｃ２－２１Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115640
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
６０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６Ｃ２－２１Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115641
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
１００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６Ｃ２－３１Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115642
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
１５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６－４１Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115643
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
２００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６－５１Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115644
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
２５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６－６１Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115645
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋内）
３２５ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６－７１Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115620
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
１４ｍｍ２ ３心 Ｔ６Ｃ２－１０ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス １４ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115622
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
２２ｍｍ２ ３心 Ｔ６Ｃ２－１０ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ２２ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115624
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
３８ｍｍ２ ３心 Ｔ６Ｃ２－２０ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ３８ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115626
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
６０ｍｍ２ ３心 Ｔ６Ｃ２－２０ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ６０ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115628
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
１００ｍｍ２ ３心 Ｔ６Ｃ２－３０ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス １００ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115630
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
１５０ｍｍ２ ３心 Ｔ６－４０ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス １５０ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115632
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
２００ｍｍ２ ３心 Ｔ６－５０ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ２００ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115634
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
２５０ｍｍ２ ３心 Ｔ６－６０ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ２５０ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115636
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
３２５ｍｍ２ ３心 Ｔ６－７０ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ３２５ｍｍ２　３心　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115646
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
１４ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６Ｃ２－１０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115647
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
２２ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６Ｃ２－１０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115648
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
３８ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６Ｃ２－２０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115649
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
６０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６Ｃ２－２０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115650
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
１００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６Ｃ２－３０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115651
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
１５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６－４０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115652
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
２００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６－５０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115653
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
２５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６－６０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115654
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴ６・プレフレックスＴ６） （屋外）
３２５ｍｍ２ ＣＶＴ Ｔ６－７０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

６ｋＶアイヒットプレフレックス ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋外 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115691
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６） （屋内） １４ｍｍ２ ＣＶＴ
ＮＴＳ６－１４Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６ １４ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115693
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６） （屋内） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ
ＮＴＳ６－２２Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６ ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115695
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６） （屋内） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ
ＮＴＳ６－３８Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６ ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115697
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６） （屋内） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ
ＮＴＳ６－６０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６ ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115699
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６） （屋内） １００ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＮＴＳ６－１００Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６ １００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115701
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６） （屋内） １５０ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＮＴＳ６－１５０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６ １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115703
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６） （屋内） ２００ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＮＴＳ６－２００Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６ ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115705
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６） （屋内） ２５０ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＮＴＳ６－２５０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６ ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115707
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法（アイヒットニューＴＳ６） （屋内） ３２５ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＮＴＳ６－３２５Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットニュＴＳ６ ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　屋内 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115656
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） １４ｍｍ２ ３心
ＰＢ６Ｃ２－１ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ １４ｍｍ２　３心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115658
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） ２２ｍｍ２ ３心
ＰＢ６Ｃ２－１ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ ２２ｍｍ２　３心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115660
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） ３８ｍｍ２ ３心
ＰＢ６Ｃ２－２ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ ３８ｍｍ２　３心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115662
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） ６０ｍｍ２ ３心
ＰＢ６Ｃ２－２ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ ６０ｍｍ２　３心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115664
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） １００ｍｍ２ ３心
ＰＢ６Ｃ２－３ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ １００ｍｍ２　３心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115666
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） １５０ｍｍ２ ３心
ＰＢ６－４ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ １５０ｍｍ２　３心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115668
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） ２００ｍｍ２ ３心
ＰＢ６－５ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ ２００ｍｍ２　３心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115670
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） ２５０ｍｍ２ ３心
ＰＢ６－６ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ ２５０ｍｍ２　３心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115672
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） ３２５ｍｍ２ ３心
ＰＢ６－７ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ ３２５ｍｍ２　３心　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115674
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） １４ｍｍ２ ＣＶＴ
ＰＢ６Ｃ２－１Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ １４ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115676
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ
ＰＢ６Ｃ２－１Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115678
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ
ＰＢ６Ｃ２－２Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115680
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ
ＰＢ６Ｃ２－２Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115682
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） １００ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＰＢ６Ｃ２－３Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ １００ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115684
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） １５０ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＰＢ６－４Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115686
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） ２００ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＰＢ６－５Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115688
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） ２５０ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＰＢ６－６Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115690
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ型碍管端末工法（アイヒットＰＢ６） （耐塩） ３２５ｍｍ２ ＣＶ
Ｔ ＰＢ６－７Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末　６ｋＶ　アイヒットＰＢ６ ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　耐塩 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115710
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） １４ｍｍ２ ３心 ＴＭ６ＮＮ－１４ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ １４ｍｍ２　３心　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115712
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） ２２ｍｍ２ ３心 ＴＭ６ＮＮ－２２ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ２２ｍｍ２　３心　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115714
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） ３８ｍｍ２ ３心 ＴＭ６ＮＮ－３８ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ３８ｍｍ２　３心　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115716
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） ６０ｍｍ２ ３心 ＴＭ６ＮＮ－６０ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ６０ｍｍ２　３心　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115718
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） １００ｍｍ２ ３心 ＴＭ６ＮＮ－１００ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ １００ｍｍ２　３心　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115720
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） １５０ｍｍ２ ３心 ＴＭ６ＮＮ－１５０ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ １５０ｍｍ２　３心　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115722
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） ２００ｍｍ２ ３心 ＴＭ６ＮＮ－２００ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ２００ｍｍ２　３心　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115724
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） ２５０ｍｍ２ ３心 ＴＭ６ＮＮ－２５０ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ２５０ｍｍ２　３心　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115726
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） ３２５ｍｍ２ ３心 ＴＭ６ＮＮ－３２５ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ３２５ｍｍ２　３心　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115728
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６ＮＮ－１４Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ １４ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115730
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６ＮＮ－２２Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ２２ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115732
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６ＮＮ－３８Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ３８ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115734
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６ＮＮ－６０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ６０ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115736
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６ＮＮ－１００Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ １００ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115738
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６ＮＮ－１５０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ １５０ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115740
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６ＮＮ－２００Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ２００ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115742
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６ＮＮ－２５０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ２５０ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115744
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （モーター
用） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６ＮＮ－３２５Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ３２５ｍｍ２　ＣＶＴ　モーター 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115746
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） １４ｍｍ２ ３心 ＴＭ６１－１４ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ １４ｍｍ２　３心　キュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115748
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） ２２ｍｍ２ ３心 ＴＭ６１－２２ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ２２ｍｍ２　３心　キュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115750
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） ３８ｍｍ２ ３心 ＴＭ６１－３８ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ３８ｍｍ２　３心　キュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115752
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） ６０ｍｍ２ ３心 ＴＭ６１－６０ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ６０ｍｍ２　３心　キュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115754
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） １００ｍｍ２ ３心 ＴＭ６１－１００ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ １００ｍｍ２　３心キュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115756
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） １５０ｍｍ２ ３心 ＴＭ６１－１５０ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ １５０ｍｍ２　３心キュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115758
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） ２００ｍｍ２ ３心 ＴＭ６１－２００ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ２００ｍｍ２　３心キュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115760
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） ２５０ｍｍ２ ３心 ＴＭ６１－２５０ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ２５０ｍｍ２　３心キュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115762
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） ３２５ｍｍ２ ３心 ＴＭ６１－３２５ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ３２５ｍｍ２　３心キュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115764
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６１－１４Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ １４ｍｍ２　ＣＶＴキュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115766
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６１－２２Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ２２ｍｍ２　ＣＶＴキュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115768
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６１－３８Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ３８ｍｍ２　ＣＶＴキュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115770
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６１－６０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ６０ｍｍ２　ＣＶＴキュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115772
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６１－１００Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ １００ｍｍ２ＣＶＴキュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115774
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６１－１５０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ １５０ｍｍ２ＣＶＴキュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115776
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６１－２００Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ２００ｍｍ２ＣＶＴキュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115778
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６１－２５０Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ２５０ｍｍ２ＣＶＴキュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

4009115780
端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末工法　コンパクト仕様（アイヒットミニＴＭ６） （キュービク
ル・屋内） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＴＭ６１－３２５Ｔ 古河電工パワーシステムズ

端末６ｋＶアイヒットミニＴＭ６ ３２５ｍｍ２ＣＶＴキュービクル 組 564 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102002
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １４ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－１４ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ１－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102004
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２２ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－２２ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ１－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102006
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３８ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－３８ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ１－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102008
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ６０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－６０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ１－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102010
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １００ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－１０
０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ１－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102012
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １５０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－１５
０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ１－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102014
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２００ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－２０
０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ１－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102016
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－２５
０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ１－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102018
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－３２
５ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ１－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102038
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １４ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－１４ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ３－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102040
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－２２ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ３－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102042
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－３８ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ３－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102044
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－６０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ３－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102046
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １００ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－１０
０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ３－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用） 4009102048
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １５０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－１５
０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ３－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102050
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２００ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－２０
０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ３－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102052
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－２５
０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ３－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102054
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－３２
５ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴ３－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102056
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－１４
ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴＴ－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102058
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－２２
ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴＴ－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102060
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－３８
ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴＴ－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102062
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－６０
ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴＴ－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102064
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－１
００ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴＴ－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102066
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－１
５０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴＴ－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102068
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－２
００ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴＴ－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102070
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－２
５０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴＴ－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102072
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－３
２５ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型半田 ０６ＣＮＴＴ－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102112
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １４ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－１４ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ１－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102114
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２２ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－２２ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ１－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102116
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３８ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－３８ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ１－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102118
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ６０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－６０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ１－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102120
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １００ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－１０
０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ１－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用） 4009102122
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １５０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－１５
０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ１－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102124
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２００ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－２０
０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ１－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102126
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－２５
０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ１－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102128
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 ０６ＣＮＴ１－３２
５ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ１－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102132
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １４ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－１４ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ３－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102134
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－２２ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ３－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102136
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－３８ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ３－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102138
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－６０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ３－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102140
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １００ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－１０
０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ３－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102142
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １５０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－１５
０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ３－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102144
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２００ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－２０
０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ３－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102146
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－２５
０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ３－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102148
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ３心 ０６ＣＮＴ３－３２
５ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴ３－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102150
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－１４
ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴＴ－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102152
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－２２
ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴＴ－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102154
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－３８
ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴＴ－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102156
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－６０
ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴＴ－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102158
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－１
００ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴＴ－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用） 4009102160
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－１
５０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴＴ－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102162
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－２
００ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴＴ－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102164
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－２
５０ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴＴ－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009102166
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ０６ＣＮＴＴ－３
２５ ＪＣＡＡ規格

直線６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ０６ＣＮＴＴ－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103502
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １４ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－１４ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ１－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103504
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２２ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－２２ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ１－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103506
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３８ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－３８ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ１－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103508
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ６０ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－６０ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ１－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103510
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １００ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－１００ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ１－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103512
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－１５０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ１－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103514
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２００ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－２００ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ１－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103516
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－２５０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ１－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103518
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－３２５ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ１－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103520
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １４ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－１４ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ３－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103522
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－２２ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ３－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103524
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－３８ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ３－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103526
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－６０ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ３－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103528
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １００ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－１００ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ３－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用） 4009103530
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－１５０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ３－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103532
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２００ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－２００ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ３－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103534
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－２５０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ３－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103536
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－３２５ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴ３－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103538
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－１４ ＪＣ
ＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴＴ－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103540
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－２２ ＪＣ
ＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴＴ－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103542
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－３８ ＪＣ
ＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴＴ－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103544
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－６０ ＪＣ
ＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴＴ－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103546
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－１００
ＪＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴＴ－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103548
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－１５０
ＪＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴＴ－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103550
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－２００
ＪＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴＴ－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103552
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－２５０
ＪＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴＴ－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103554
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－３２５
ＪＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型半田 ３ＣＮＴＴ－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103040
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １４ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－１４ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ１－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103042
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２２ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－２２ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ１－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103044
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３８ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－３８ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ１－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103046
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ６０ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－６０ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ１－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103048
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １００ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－１００ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ１－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用） 4009103050
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－１５０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ１－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103052
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２００ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－２００ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ１－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103054
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－２５０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ１－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103056
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 ３ＣＮＴ１－３２５ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ１－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103060
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １４ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－１４ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ３－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103062
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－２２ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ３－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103064
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－３８ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ３－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103066
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－６０ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ３－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103068
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １００ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－１００ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ３－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103070
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－１５０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ３－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103072
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２００ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－２００ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ３－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103074
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－２５０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ３－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103076
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ３心 ３ＣＮＴ３－３２５ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴ３－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103078
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－１４ ＪＣ
ＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴＴ－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103080
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－２２ ＪＣ
ＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴＴ－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103082
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－３８ ＪＣ
ＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴＴ－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103084
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－６０ ＪＣ
ＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴＴ－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103086
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－１００
ＪＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴＴ－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用） 4009103088
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－１５０
ＪＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴＴ－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103090
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－２００
ＪＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴＴ－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103092
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－２５０
ＪＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴＴ－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009103094
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ３ＣＮＴＴ－３２５
ＪＣＡＡ規格

直線　３ｋＶ　テープ巻型圧縮 ３ＣＮＴＴ－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104002
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １４ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－１４ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ１－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104004
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－２２ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ１－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104006
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－３８ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ１－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104008
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－６０ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ１－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104010
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １００ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－１００ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ１－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104012
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－１５０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ１－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104014
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－２００ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ１－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104016
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－２５０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ１－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104018
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－３２５ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ１－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104038
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １４ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－１４ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ３－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104040
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－２２ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ３－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104042
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－３８ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ３－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104044
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－６０ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ３－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104046
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １００ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－１００ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ３－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用） 4009104048
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－１５０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ３－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104050
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－２００ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ３－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104052
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－２５０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ３－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104054
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－３２５ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴ３－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104056
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－１４ ＪＣ
ＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴＴ－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104058
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－２２ ＪＣ
ＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴＴ－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104060
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－３８ ＪＣ
ＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴＴ－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104062
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－６０ ＪＣ
ＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴＴ－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104064
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－１００
ＪＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴＴ－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104066
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－１５０
ＪＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴＴ－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104068
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－２００
ＪＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴＴ－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104070
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－２５０
ＪＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴＴ－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104072
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ａ）半田方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－３２５
ＪＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型半田 ６ＣＮＴＴ－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104112
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １４ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－１４ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ１－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104114
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２２ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－２２ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ１－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104116
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３８ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－３８ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ１－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104118
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ６０ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－６０ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ１－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104120
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １００ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－１００ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ１－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用） 4009104122
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－１５０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ１－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104124
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２００ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－２００ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ１－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104126
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－２５０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ１－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104128
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 ６ＣＮＴ１－３２５ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ１－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104132
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １４ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－１４ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ３－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104134
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－２２ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ３－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104136
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－３８ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ３－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104138
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－６０ ＪＣＡ
Ａ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ３－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104140
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １００ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－１００ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ３－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104142
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－１５０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ３－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104144
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２００ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－２００ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ３－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104146
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－２５０ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ３－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104148
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ３心 ６ＣＮＴ３－３２５ Ｊ
ＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴ３－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104502
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－１４ ＪＣ
ＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴＴ－１４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104504
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－２２ ＪＣ
ＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴＴ－２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104506
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－３８ ＪＣ
ＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴＴ－３８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104508
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－６０ ＪＣ
ＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴＴ－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104510
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－１００
ＪＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴＴ－１００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用） 4009104512
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－１５０
ＪＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴＴ－１５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104514
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－２００
ＪＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴＴ－２００ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104516
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－２５０
ＪＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴＴ－２５０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用） 4009104518
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ テープ巻型（Ｂ）圧縮方式 （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ６ＣＮＴＴ－３２５
ＪＣＡＡ規格

直線　６ｋＶ　テープ巻型圧縮 ６ＣＮＴＴ－３２５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009128014 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジンモールド形（アサヒパット１０） ＹＪ－１０１ 住電機器システム 分岐６００Ｖ　レジンモールド形 アサヒパット１０　ＹＪ－１０１ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009128016 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジンモールド形（アサヒパット１０） ＹＪ－１０２ 住電機器システム 分岐６００Ｖ　レジンモールド形 アサヒパット１０　ＹＪ－１０２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009128018 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジンモールド形（アサヒパット１０） ＹＪ－１０３ 住電機器システム 分岐６００Ｖ　レジンモールド形 アサヒパット１０　ＹＪ－１０３ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009128020 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジンモールド形（アサヒパット１０） ＹＪ－１０４ 住電機器システム 分岐６００Ｖ　レジンモールド形 アサヒパット１０　ＹＪ－１０４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009122058 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入工法 ８２－ＪＢ１（Ｙ分岐） スリーエムジャパン 分岐６００Ｖ　レジン注入工法 Ｙ分岐　８２－ＪＢ１ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009122072 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入工法 ９２－ＪＢ１（Ｙ分岐） スリーエムジャパン 分岐６００Ｖ　レジン注入工法 Ｙ分岐　９２－ＪＢ１ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009122074 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入工法 ９２－ＪＢ２（Ｙ分岐） スリーエムジャパン 分岐６００Ｖ　レジン注入工法 Ｙ分岐　９２－ＪＢ２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009122076 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入工法 ９２－ＪＢ３（Ｙ分岐） スリーエムジャパン 分岐６００Ｖ　レジン注入工法 Ｙ分岐　９２－ＪＢ３ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009122232
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入工法（耐火ケーブル用） ９２－ＪＢ１－ＦＰＥＭ スリーエム
ジャパン

分岐６００Ｖ　耐火ケーブル用 ９２－ＪＢ１－ＦＰＥＭ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009122234
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入工法（耐火ケーブル用） ９２－ＪＢ２－ＦＰＥＭ スリーエム
ジャパン

分岐６００Ｖ　耐火ケーブル用 ９２－ＪＢ２－ＦＰＥＭ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009122236
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入工法（耐火ケーブル用） ９２－ＪＢ３－ＦＰＥＭ スリーエム
ジャパン

分岐６００Ｖ　耐火ケーブル用 ９２－ＪＢ３－ＦＰＥＭ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009129170
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 Ｇｅｌ（ジェル）分岐接続処理材料（ＧＥＬ－Ｂ） ＧＥＬ－Ｂ－１－４４
タイコエレクトロニクスジャパン

６００Ｖ　Ｇｅｌ　分岐接続処理 ＧＥＬ－Ｂ－１－４４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009129172
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 Ｇｅｌ（ジェル）分岐接続処理材料（ＧＥＬ－Ｂ） ＧＥＬ－Ｂ－２－６０
タイコエレクトロニクスジャパン

６００Ｖ　Ｇｅｌ　分岐接続処理 ＧＥＬ－Ｂ－２－６０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009129174
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 Ｇｅｌ（ジェル）分岐接続処理材料（ＧＥＬ－Ｂ） ＧＥＬ－Ｂ－２－７６
タイコエレクトロニクスジャパン

６００Ｖ　Ｇｅｌ　分岐接続処理 ＧＥＬ－Ｂ－２－７６ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

1701 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009129176
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 Ｇｅｌ（ジェル）分岐接続処理材料（ＧＥＬ－Ｂ） ＧＥＬ－Ｂ－２－９８
タイコエレクトロニクスジャパン

６００Ｖ　Ｇｅｌ　分岐接続処理 ＧＥＬ－Ｂ－２－９８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009129178
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 Ｇｅｌ（ジェル）分岐接続処理材料（ＧＥＬ－Ｂ） ＧＥＬ－Ｂ－３－１２
２ タイコエレクトロニクスジャパン

６００Ｖ　Ｇｅｌ　分岐接続処理 ＧＥＬ－Ｂ－３－１２２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009129180
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 Ｇｅｌ（ジェル）分岐接続処理材料（ＧＥＬ－Ｂ） ＧＥＬ－Ｂ－３－１５
４ タイコエレクトロニクスジャパン

６００Ｖ　Ｇｅｌ　分岐接続処理 ＧＥＬ－Ｂ－３－１５４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009129182
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 Ｇｅｌ（ジェル）分岐接続処理材料（ＧＥＬ－Ｂ） ＧＥＬ－Ｂ－３－１９
０ タイコエレクトロニクスジャパン

６００Ｖ　Ｇｅｌ　分岐接続処理 ＧＥＬ－Ｂ－３－１９０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009129184
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 Ｇｅｌ（ジェル）分岐接続処理材料（ＧＥＬ－Ｂ） ＧＥＬ－Ｂ－３－２４
０ タイコエレクトロニクスジャパン

６００Ｖ　Ｇｅｌ　分岐接続処理 ＧＥＬ－Ｂ－３－２４０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009129186
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 Ｇｅｌ（ジェル）分岐接続処理材料（ＧＥＬ－Ｂ） ＧＥＬ－Ｂ－３－２８
８ タイコエレクトロニクスジャパン

６００Ｖ　Ｇｅｌ　分岐接続処理 ＧＥＬ－Ｂ－３－２８８ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009129188
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 Ｇｅｌ（ジェル）分岐接続処理材料（ＧＥＬ－Ｂ） ＧＥＬ－Ｂ－３－３６
５ タイコエレクトロニクスジャパン

６００Ｖ　Ｇｅｌ　分岐接続処理 ＧＥＬ－Ｂ－３－３６５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124018 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック） Ｔ１（Ｔ分岐） 古河電工パワーシステムズ 分岐６００Ｖ　レジン注入形 セルパック　Ｔ１ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124020 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック） Ｔ２（Ｔ分岐） 古河電工パワーシステムズ 分岐６００Ｖ　レジン注入形 セルパック　Ｔ２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124022
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック） Ｔ２　１／２（Ｔ分岐） 古河電工パワーシ
ステムズ

分岐６００Ｖ　レジン注入形 セルパック　Ｔ２・１／２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124023 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック） Ｙ０（Ｙ分岐） 古河電工パワーシステムズ 分岐６００Ｖ　レジン注入形 セルパック　Ｙ０ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124024 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック） Ｙ１（Ｙ分岐） 古河電工パワーシステムズ 分岐６００Ｖ　レジン注入形 セルパック　Ｙ１ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124025 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック） Ｙ２（Ｙ分岐） 古河電工パワーシステムズ 分岐６００Ｖ　レジン注入形 セルパック　Ｙ２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124027
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック） Ｙ３　１／２（Ｙ分岐） 古河電工パワーシ
ステムズ

分岐６００Ｖ　レジン注入形 セルパック　Ｙ３・１／２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124028 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック） Ｙ４（Ｙ分岐） 古河電工パワーシステムズ 分岐６００Ｖ　レジン注入形 セルパック　Ｙ４ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124030
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック） Ｙ４　１／２（Ｙ分岐） 古河電工パワーシ
ステムズ

分岐６００Ｖ　レジン注入形 セルパック　Ｙ４・１／２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124032 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 レジン注入形（セルパック） Ｙ５（Ｙ分岐） 古河電工パワーシステムズ 分岐６００Ｖ　レジン注入形 セルパック　Ｙ５ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124082
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 プレハブラップ工法（アイラップ） ３－１（Ｙ分岐） 古河電工パワーシ
ステムズ

分岐６００Ｖプレハブラップ工法 アイラップ　３－１ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124084
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 プレハブラップ工法（アイラップ） ３－２（Ｙ分岐） 古河電工パワーシ
ステムズ

分岐６００Ｖプレハブラップ工法 アイラップ　３－２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124086
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 プレハブラップ工法（アイラップ） ３－３（Ｙ分岐） 古河電工パワーシ
ステムズ

分岐６００Ｖプレハブラップ工法 アイラップ　３－３ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124088
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 プレハブラップ工法（アイラップ） ＦＰ－３－１（Ｙ分岐） 古河電工パ
ワーシステムズ

分岐６００Ｖプレハブラップ工法 アイラップ　ＦＰ－３－１ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124090
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 プレハブラップ工法（アイラップ） ＦＰ－３－２（Ｙ分岐） 古河電工パ
ワーシステムズ

分岐６００Ｖプレハブラップ工法 アイラップ　ＦＰ－３－２ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124092
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ分岐 プレハブラップ工法（アイラップ） ＦＰ－３－３（Ｙ分岐） 古河電工パ
ワーシステムズ

分岐６００Ｖプレハブラップ工法 アイラップ　ＦＰ－３－３ 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124094
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ分岐 プレハブ差込形（アイヒットＪｈ６） Ｊｈ６－２型（ｈ分岐） 古河電工パ
ワーシステムズ

分岐６ｋＶ　プレハブ差込形 アイヒットＪｈ６　Ｊｈ６－２型 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009124096
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ分岐 プレハブ差込形（アイヒットＪｈ６） Ｊｈ６－３型（ｈ分岐） 古河電工パ
ワーシステムズ

分岐６ｋＶ　プレハブ差込形 アイヒットＪｈ６　Ｊｈ６－３型 組 565 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106502 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） １４ｍｍ２ 単心 ８２－ＪＡ１ スリーエムジャパン 直線６００Ｖ　レジン注入工法 ８２－ＪＡ１　１４　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106504 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） ２２ｍｍ２ 単心 ８２－ＪＡ１ スリーエムジャパン 直線６００Ｖ　レジン注入工法 ８２－ＪＡ１　２２　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106506 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） ３８ｍｍ２ 単心 ８２－ＪＡ２ スリーエムジャパン 直線６００Ｖ　レジン注入工法 ８２－ＪＡ２　３８　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106508 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） ６０ｍｍ２ 単心 ８２－ＪＡ２ スリーエムジャパン 直線６００Ｖ　レジン注入工法 ８２－ＪＡ２　６０　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106510
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） １００ｍｍ２ 単心 ８２－ＪＡ２ スリーエムジャパ
ン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ８２－ＪＡ２　１００　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106512
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） １５０ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ２ スリーエムジャパ
ン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ９２－ＪＡ２　１５０　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106514
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） ２００ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ３ スリーエムジャパ
ン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ９２－ＪＡ３　２００　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106516
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ３ スリーエムジャパ
ン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ９２－ＪＡ３　２５０　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106518
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ３ スリーエムジャパ
ン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ９２－ＪＡ３　３２５　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106520 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） １４ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ１ スリーエムジャパン 直線６００Ｖ　レジン注入工法 ９２－ＪＡ１　１４　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106522 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ２ スリーエムジャパン 直線６００Ｖ　レジン注入工法 ９２－ＪＡ２　２２　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106524 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ３ スリーエムジャパン 直線６００Ｖ　レジン注入工法 ９２－ＪＡ３　３８　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106526 接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ４ スリーエムジャパン 直線６００Ｖ　レジン注入工法 ９２－ＪＡ４　６０　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106529
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） １００ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ４．５ スリーエム
ジャパン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ９２－ＪＡ４．５　１００　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106531
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） １５０ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ４．５ スリーエム
ジャパン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ９２－ＪＡ４．５　１５０　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106532
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） ２００ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ５ スリーエムジャパ
ン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ９２－ＪＡ５　２００　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106538
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ８２－ＪＡ１×３ スリーエム
ジャパン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ８２ＪＡ１×３　１４　ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106540
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ８２－ＪＡ１×３ スリーエム
ジャパン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ８２ＪＡ１×３　２２　ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106542
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ８２－ＪＡ２×３ スリーエム
ジャパン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ８２ＪＡ２×３　３８　ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106544
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ８２－ＪＡ２×３ スリーエム
ジャパン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ８２ＪＡ２×３　６０　ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106546
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ８２－ＪＡ２×３ スリーエム
ジャパン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ８２ＪＡ２×３　１００　ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106548
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ２×３ スリーエム
ジャパン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ９２ＪＡ２×３　１５０　ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106550
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ３×３ スリーエム
ジャパン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ９２ＪＡ３×３　２００　ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106552
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ３×３ スリーエム
ジャパン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ９２ＪＡ３×３　２５０　ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106554
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入工法 （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ３×３ スリーエム
ジャパン

直線６００Ｖ　レジン注入工法 ９２ＪＡ３×３　３２５　ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106556
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） １４ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ１
－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン

直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心 ９２ＪＡ１－ＦＰＥＭ　１４ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106558
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） ２２ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ１
－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン

直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心 ９２ＪＡ１－ＦＰＥＭ　２２ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106560
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） ３８ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ１
－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン

直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心 ９２ＪＡ１－ＦＰＥＭ　３８ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106562
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） ６０ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ２
－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン

直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心 ９２ＪＡ２－ＦＰＥＭ　６０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106564
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） １００ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ
２－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン

直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心 ９２ＪＡ２－ＦＰＥＭ　１００ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106566
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） １５０ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ
３－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン

直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心 ９２ＪＡ３－ＦＰＥＭ　１５０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106568
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） ２００ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ
３－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン

直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心 ９２ＪＡ３－ＦＰＥＭ　２００ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106570
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ
３－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン

直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心 ９２ＪＡ３－ＦＰＥＭ　２５０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106572
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 ９２－ＪＡ
４－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン

直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　単心 ９２ＪＡ４－ＦＰＥＭ　３２５ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106574
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） １４ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ１
－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン

直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　３心 ９２ＪＡ１－ＦＰＥＭ　１４ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106576
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ２
－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン

直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　３心 ９２ＪＡ２－ＦＰＥＭ　２２ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106578
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ３
－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン

直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　３心 ９２ＪＡ３－ＦＰＥＭ　３８ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106580
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ４
－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン

直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　３心 ９２ＪＡ４－ＦＰＥＭ　６０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106583
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） １００ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ
４．５－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン

直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　３心 ９２ＪＡ４．５ＦＰＥＭ　１００ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106585
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） １５０ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ
４．５－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン

直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　３心 ９２ＪＡ４．５ＦＰＥＭ　１５０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106586
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） ２００ｍｍ２ ３心 ９２－ＪＡ
５－ＦＰＥＭ スリーエムジャパン

直線６００Ｖ低圧耐火ＣＡ　３心 ９２ＪＡ５－ＦＰＥＭ　２００ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106592
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ
１－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン

直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ ９２ＪＡ１ＦＰＥＭ３　１４ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106594
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ
１－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン

直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ ９２ＪＡ１ＦＰＥＭ３　２２ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106596
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ
１－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン

直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ ９２ＪＡ１ＦＰＥＭ３　３８ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106598
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－ＪＡ
２－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン

直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ ９２ＪＡ２ＦＰＥＭ３　６０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106600
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－Ｊ
Ａ２－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン

直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ ９２ＪＡ２ＦＰＥＭ３　１００ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106602
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－Ｊ
Ａ３－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン

直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ ９２ＪＡ３ＦＰＥＭ３　１５０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106604
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－Ｊ
Ａ３－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン

直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ ９２ＪＡ３ＦＰＥＭ３　２００ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106606
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－Ｊ
Ａ３－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン

直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ ９２ＪＡ３ＦＰＥＭ３　２５０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106608
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 低圧耐火ケーブル用レジン注入工法 （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ９２－Ｊ
Ａ４－ＦＰＥＭ×３ スリーエムジャパン

直線６００低圧耐火ＣＡ　ＣＶＴ ９２ＪＡ４ＦＰＥＭ３　３２５ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106610
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） １４ｍｍ２ 単心 Ｓ３ＫＦ－Ｎ３－１４ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ３ＫＦ－Ｎ３－１４ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106612
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ２２ｍｍ２ 単心 Ｓ３ＫＦ－Ｎ３－２２ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ３ＫＦ－Ｎ３－２２ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106614
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ３８ｍｍ２ 単心 Ｓ３ＫＦ－Ｎ３－３８ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ３ＫＦ－Ｎ３－３８ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106616
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ６０ｍｍ２ 単心 Ｓ３ＫＦ－Ｎ３－６０ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ３ＫＦ－Ｎ３－６０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106618
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ２００ｍｍ２ ３心 Ｓ３ＫＦ－Ｐ３－２００ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ３ＫＦ－Ｐ３－２００ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106620
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ２５０ｍｍ２ ３心 Ｓ３ＫＦ－Ｐ３－２５０ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ３ＫＦ－Ｐ３－２５０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106622
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ３２５ｍｍ２ ３心 Ｓ３ＫＦ－Ｐ３－３２５ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ３ＫＦ－Ｐ３－３２５ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106624
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３ＫＦ－Ｒ３－１４ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ３ＫＦ－Ｒ３－１４ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106626
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３ＫＦ－Ｒ３－２２ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ３ＫＦ－Ｒ３－２２ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106628
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３ＫＦ－Ｒ３－３８ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ３ＫＦ－Ｒ３－３８ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106630
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３ＫＦ－Ｒ３－６０ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ３ＫＦ－Ｒ３－６０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106632
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） １００ｍｍ２ 単心 Ｓ３Ｒ－Ｎ３－１００－ＥＭ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン注入 Ｓ３Ｒ－Ｎ３－１００－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106634
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） １５０ｍｍ２ 単心 Ｓ３Ｒ－Ｎ３－１５０－ＥＭ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン注入 Ｓ３Ｒ－Ｎ３－１５０－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106636
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ２００ｍｍ２ 単心 Ｓ３Ｒ－Ｎ３－２００－ＥＭ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン注入 Ｓ３Ｒ－Ｎ３－２００－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106638
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ２５０ｍｍ２ 単心 Ｓ３Ｒ－Ｎ３－２５０－ＥＭ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン注入 Ｓ３Ｒ－Ｎ３－２５０－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106640
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ３２５ｍｍ２ 単心 Ｓ３Ｒ－Ｎ３－３２５－ＥＭ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン注入 Ｓ３Ｒ－Ｎ３－３２５－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106642
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） １４ｍｍ２ ３心 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－１４－ＥＭ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン注入 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－１４－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106644
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ２２ｍｍ２ ３心 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－２２－ＥＭ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン注入 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－２２－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106646
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ３８ｍｍ２ ３心 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－３８－ＥＭ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン注入 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－３８－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106648
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ６０ｍｍ２ ３心 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－６０－ＥＭ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン注入 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－６０－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106650
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） １００ｍｍ２ ３心 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－１００－ＥＭ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン注入 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－１００－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106652
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） １５０ｍｍ２ ３心 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－１５０－ＥＭ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン注入 Ｓ３Ｒ－Ｐ３－１５０－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106660
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３Ｒ－Ｒ３－１００－ＥＭ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン注入 Ｓ３Ｒ－Ｒ３－１００－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106662
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３Ｒ－Ｒ３－１５０－ＥＭ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン注入 Ｓ３Ｒ－Ｒ３－１５０－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106664
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３Ｒ－Ｒ３－２００－ＥＭ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン注入 Ｓ３Ｒ－Ｒ３－２００－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106666
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３Ｒ－Ｒ３－２５０－ＥＭ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン注入 Ｓ３Ｒ－Ｒ３－２５０－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106668
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧着接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ３Ｒ－Ｒ３－３２５－ＥＭ スリーエムジャパン

直線３ｋＶクイックスレジン注入 Ｓ３Ｒ－Ｒ３－３２５－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106670
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） １４ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－１４ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－１４ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106672
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ２２ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－２２ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－２２ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106674
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ３８ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－３８ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－３８ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106676
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ６０ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－６０ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－６０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106678
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） １００ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－１００ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－１００ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106680
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） １５０ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－１５０ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－１５０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

1707 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106682
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ２００ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－２００ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－２００ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106684
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ２５０ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－２５０ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－２５０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106686
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ３２５ｍｍ２ 単心 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－３２５ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｎ４－３２５ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106688
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） １４ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－１４ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－１４ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106690
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ２２ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－２２ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－２２ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106692
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ３８ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－３８ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－３８ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106694
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ６０ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－６０ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－６０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106696
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） １００ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－１００ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－１００ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106698
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） １５０ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－１５０ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－１５０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106700
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ２００ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－２００ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－２００ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106702
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ２５０ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－２５０ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－２５０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106704
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ３２５ｍｍ２ ３心 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－３２５ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｐ４－３２５ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106706
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－１４ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－１４ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106708
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－２２ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－２２ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106710
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－３８ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－３８ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106712
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－６０ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－６０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106714
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－１００ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－１００ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106716
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－１５０ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－１５０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106718
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－２００ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－２００ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106720
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－２５０ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－２５０ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106722
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ａ）レジン圧入工法
（直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－３２５ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン圧入 Ｓ６ＫＤ－Ｒ４－３２５ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106725
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） １４ｍｍ２ ３心 ＱＳ３－Ｐ４－１４－ＥＭ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン注入 ＱＳ３－Ｐ４－１４－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106727
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ２２ｍｍ２ ３心 ＱＳ３－Ｐ４－２２－ＥＭ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン注入 ＱＳ３－Ｐ４－２２－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106729
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ３８ｍｍ２ ３心 ＱＳ３－Ｐ４－３８－ＥＭ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン注入 ＱＳ３－Ｐ４－３８－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106731
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ６０ｍｍ２ ３心 ＱＳ３－Ｐ４－６０－ＥＭ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン注入 ＱＳ３－Ｐ４－６０－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106733
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） １００ｍｍ２ ３心 ＱＳ３－Ｐ４－１００－ＥＭ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン注入 ＱＳ３－Ｐ４－１００－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106735
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＱＳＴ－Ｒ４－２２－ＥＭ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン注入 ＱＳＴ－Ｒ４－２２－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106737
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＱＳＴ－Ｒ４－３８－ＥＭ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン注入 ＱＳＴ－Ｒ４－３８－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106739
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＱＳＴ－Ｒ４－６０－ＥＭ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン注入 ＱＳＴ－Ｒ４－６０－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106741
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ＱＳＴ－Ｒ４－１００－ＥＭ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン注入 ＱＳＴ－Ｒ４－１００－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106743
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＱＳＴ－Ｒ４－１５０－ＥＭ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン注入 ＱＳＴ－Ｒ４－１５０－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106745
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＱＳＴ－Ｒ４－２００－ＥＭ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン注入 ＱＳＴ－Ｒ４－２００－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106747
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＱＳＴ－Ｒ４－２５０－ＥＭ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン注入 ＱＳＴ－Ｒ４－２５０－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106749
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続（クイックスプライス）圧縮接続子仕様　（Ｂ）レジン注入工法
（直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＱＳＴ－Ｒ４－３２５－ＥＭ スリーエムジャパン

直線６ｋＶクイックスレジン注入 ＱＳＴ－Ｒ４－３２５－ＥＭ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106002
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） １４ｍｍ２ 単心 ＳＪ－１
０１ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０１　１４　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106004
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） ２２ｍｍ２ 単心 ＳＪ－１
０１ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０１　２２　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106006
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） ３８ｍｍ２ 単心 ＳＪ－１
０２ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０２　３８　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106008
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） ６０ｍｍ２ 単心 ＳＪ－１
０２ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０２　６０　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106010
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） １００ｍｍ２ 単心 ＳＪ－
１０２ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０２　１００　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106012
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） １５０ｍｍ２ 単心 ＳＪ－
１０２ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０２　１５０　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106014
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） ２００ｍｍ２ 単心 ＳＪ－
１０３ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０３　２００　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106016
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 ＳＪ－
１０３ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０３　２５０　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106018
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 ＳＪ－
１０３ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０３　３２５　単心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106020
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） １４ｍｍ２ ３心 ＳＪ－１
０２ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０２　１４　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106022
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ＳＪ－１
０２ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０２　２２　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106024
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ＳＪ－１
０３ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０３　３８　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106026
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ＳＪ－１
０３ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０３　６０　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106028
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） １００ｍｍ２ ３心 ＳＪ－
１０３ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０３　１００　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106030
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） １５０ｍｍ２ ３心 ＳＪ－
１０４ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０４　１５０　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106032
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） ２００ｍｍ２ ３心 ＳＪ－
１０４ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０４　２００　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106088
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ－
１０１×３ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０１×３　１４　ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106090
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ－
１０１×３ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０１×３　２２　ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106092
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ－
１０２×３ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０２×３　３８　ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106094
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ－
１０２×３ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０２×３　６０　ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106096
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ
－１０２×３ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０２×３　１００ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106098
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ
－１０２×３ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０２×３　１５０ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106100
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ
－１０３×３ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０３×３　２００ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106102
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ
－１０３×３ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０３×３　２５０ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106104
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジンモールド型（アサヒパット１０） （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＳＪ
－１０３×３ 住電機器システム

直線６００Ｖ　アサヒパット１０ ＳＪ－１０３×３　３２５ＣＶＴ 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106066
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続工法（アサヒパット３０） （直線） １４ｍｍ２ ３心 ＳＪ－３３
１ 住電機器システム

直線　３ｋＶ　アサヒパット３０ ＳＪ－３３１　１４　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106068
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続工法（アサヒパット３０） （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ＳＪ－３３
２ 住電機器システム

直線　３ｋＶ　アサヒパット３０ ＳＪ－３３２　２２　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106070
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続工法（アサヒパット３０） （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ＳＪ－３３
２ 住電機器システム

直線　３ｋＶ　アサヒパット３０ ＳＪ－３３２　３８　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106072
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続工法（アサヒパット３０） （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ＳＪ－３３
３ 住電機器システム

直線　３ｋＶ　アサヒパット３０ ＳＪ－３３３　６０　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009106074
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ プレハブ接続工法（アサヒパット３０） （直線） １００ｍｍ２ ３心 ＳＪ－３
３３ 住電機器システム

直線　３ｋＶ　アサヒパット３０ ＳＪ－３３３　１００　３心 組 566 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107502
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １４ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＳ０１０３ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０１０３　１４　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107504
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２２ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＳ０１０４ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０１０４　２２　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107506
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３８ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＳ０１０４ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０１０４　３８　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107508
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ６０ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＳ０１０５ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０１０５　６０　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107510
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １００ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＳ０１０５ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０１０５　１００　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107512
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １５０ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＳ０１０６ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０１０６　１５０　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107514
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２００ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＳ０１０６ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０１０６　２００　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107516
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＳ０１０７ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０１０７　２５０　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107518
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 ＪＤＫＳ０１０７ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０１０７　３２５　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107520
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １４ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＳ０３０３ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０３０３　１４　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107522
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＳ０３０４ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０３０４　２２　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107524
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＳ０３０４ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０３０４　３８　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107526
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＳ０３０５ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０３０５　６０　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107528
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １００ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＳ０３０５ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０３０５　１００　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107530
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １５０ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＳ０３０６ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０３０６　１５０　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107532
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２００ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＳ０３０６ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０３０６　２００　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107534
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２５０ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＳ０３０７ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０３０７　２５０　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107536
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３２５ｍｍ２ ３心 ＪＤＫＳ０３０７ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型 ＪＤＫＳ０３０７　３２５　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107770
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＳ０１０３×３ タ
イコエレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型　１４ ＪＤＫＳ０１０３×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107772
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＳ０１０４×３ タ
イコエレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型　２２ ＪＤＫＳ０１０４×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107774
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＳ０１０４×３ タ
イコエレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型　３８ ＪＤＫＳ０１０４×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107776
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＳ０１０５×３ タ
イコエレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型　６０ ＪＤＫＳ０１０５×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107778
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＳ０１０５×３
タイコエレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型　１００ ＪＤＫＳ０１０５×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107780
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＳ０１０６×３
タイコエレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型　１５０ ＪＤＫＳ０１０６×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107782
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＳ０１０６×３
タイコエレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型　２００ ＪＤＫＳ０１０６×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107784
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＳ０１０７×３
タイコエレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型　２５０ ＪＤＫＳ０１０７×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107786
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＤＫＳ０１０７×３
タイコエレクトロニクスジャパン

直線６００Ｖ　熱収縮型　３２５ ＪＤＫＳ０１０７×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107698
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １４ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－１１０１ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１１０１　１４　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107700
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２２ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－１１０２ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１１０２　２２　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107702
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３８ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－１１０３ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１１０３　３８　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107704
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ６０ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－１１０４ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１１０４　６０　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107706
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １００ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－１１０５ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１１０５　１００　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107708
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １５０ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－１１０６ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１１０６　１５０　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107710
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２００ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－１１０７ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１１０７　２００　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107712
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－１１０８ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１１０８　２５０　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107714
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－１１０９ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１１０９　３２５　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107716
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １４ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－１３０１ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１３０１　１４　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107718
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－１３０２ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１３０２　２２　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107720
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－１３０３ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１３０３　３８　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107722
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－１３０４ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１３０４　６０　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107724
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １００ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－１３０５ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１３０５　１００　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107726
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １５０ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－１３０６ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１３０６　１５０　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107728
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２００ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－１３０７ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１３０７　２００　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107730
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２５０ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－１３０８ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１３０８　２５０　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107732
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３２５ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－１３０９ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ１３０９　３２５　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107788
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－１１０１×３ タ
イコエレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型　１４ ＪＨＶＳ１１０１×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107790
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－１１０２×３ タ
イコエレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型　２２ ＪＨＶＳ１１０２×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107792
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－１１０３×３ タ
イコエレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型　３８ ＪＨＶＳ１１０３×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107794
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－１１０４×３ タ
イコエレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型　６０ ＪＨＶＳ１１０４×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107796
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－１１０５×３
タイコエレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型　１００ ＪＨＶＳ１１０５×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107798
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－１１０６×３
タイコエレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型　１５０ ＪＨＶＳ１１０６×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107800
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－１１０７×３
タイコエレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型　２００ ＪＨＶＳ１１０７×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107802
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－１１０８×３
タイコエレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型　２５０ ＪＨＶＳ１１０８×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107804
接続材料（電力ケーブル用） ３ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－１１０９×３
タイコエレクトロニクスジャパン

直線　３ｋＶ　熱収縮型　３２５ ＪＨＶＳ１１０９×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107734
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １４ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－２１０１ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２１０１　１４　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107736
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２２ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－２１０２ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２１０２　２２　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107738
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３８ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－２１０３ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２１０３　３８　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107740
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ６０ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－２１０４ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２１０４　６０　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107742
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １００ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－２１０５ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２１０５　１００　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107744
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １５０ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－２１０６ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２１０６　１５０　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107746
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２００ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－２１０７ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２１０７　２００　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107748
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－２１０８ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２１０８　２５０　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107750
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 ＪＨＶＳ－２１０９ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２１０９　３２５　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107752
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １４ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－２３０１ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２３０１　１４　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107754
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－２３０２ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２３０２　２２　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107756
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－２３０３ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２３０３　３８　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107758
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－２３０４ タイコエ
レクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２３０４　６０　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107760
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １００ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－２３０５ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２３０５　１００　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107762
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １５０ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－２３０６ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２３０６　１５０　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107764
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２００ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－２３０７ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２３０７　２００　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107766
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２５０ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－２３０８ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２３０８　２５０　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107768
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３２５ｍｍ２ ３心 ＪＨＶＳ－２３０９ タイコ
エレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型 ＪＨＶＳ２３０９　３２５　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107806
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－２１０１×３ タ
イコエレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型　１４ ＪＨＶＳ２１０１×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107808
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－２１０２×３ タ
イコエレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型　２２ ＪＨＶＳ２１０２×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107810
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－２１０３×３ タ
イコエレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型　３８ ＪＨＶＳ２１０３×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107812
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－２１０４×３ タ
イコエレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型　６０ ＪＨＶＳ２１０４×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107814
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－２１０５×３
タイコエレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型　１００ ＪＨＶＳ２１０５×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107816
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－２１０６×３
タイコエレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型　１５０ ＪＨＶＳ２１０６×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107818
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－２１０７×３
タイコエレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型　２００ ＪＨＶＳ２１０７×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107820
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－２１０８×３
タイコエレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型　２５０ ＪＨＶＳ２１０８×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107822
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ 熱収縮型直線接続材料 （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＪＨＶＳ－２１０９×３
タイコエレクトロニクスジャパン

直線　６ｋＶ　熱収縮型　３２５ ＪＨＶＳ２１０９×３　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107002
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １４ｍｍ２ 単心 Ｍ０ 古河電工パワー
システムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ０　１４ｍｍ２　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107004
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２２ｍｍ２ 単心 Ｍ０ 古河電工パワー
システムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ０　２２ｍｍ２　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107007
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ３８ｍｍ２ 単心 Ｍ０ 古河電工パワー
システムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ０　３８ｍｍ２　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107008
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ６０ｍｍ２ 単心 Ｍ１ 古河電工パワー
システムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ１　６０ｍｍ２　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107010
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １００ｍｍ２ 単心 Ｍ１ 古河電工パ
ワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ１　１００ｍｍ２　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107012
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １５０ｍｍ２ 単心 Ｍ２ 古河電工パ
ワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ２　１５０ｍｍ２　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107014
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２００ｍｍ２ 単心 Ｍ２ 古河電工パ
ワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ２　２００ｍｍ２　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107016
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 Ｍ２　１／２ 古河
電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ２・１／２　２５０　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107018
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 Ｍ２　１／２ 古河
電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ２・１／２　３２５　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107020
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １４ｍｍ２ ３心 Ｍ１ 古河電工パワー
システムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ１　１４ｍｍ２　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107022
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２２ｍｍ２ ３心 Ｍ２ 古河電工パワー
システムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ２　２２ｍｍ２　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107024
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ３８ｍｍ２ ３心 Ｍ２ 古河電工パワー
システムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ２　３８ｍｍ２　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107027
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ６０ｍｍ２ ３心 Ｍ３ 古河電工パワー
システムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ３　６０ｍｍ２　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107028
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １００ｍｍ２ ３心 Ｍ４ 古河電工パ
ワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ４　１００ｍｍ２　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107030
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １５０ｍｍ２ ３心 Ｍ４ 古河電工パ
ワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ４　１５０ｍｍ２　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107032
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２００ｍｍ２ ３心 Ｍ５ 古河電工パ
ワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ５　２００ｍｍ２　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107034
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２５０ｍｍ２ ３心 Ｍ６ 古河電工パ
ワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ６　２５０ｍｍ２　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107036
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ３２５ｍｍ２ ３心 Ｍ６ 古河電工パ
ワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ６　３２５ｍｍ２　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107038
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ２ 古河電工パ
ワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ２　１４ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107040
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ２ 古河電工パ
ワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ２　２２ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107042
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ２　１／２ 古河
電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ２・１／２　３８ｍｍ２ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107044
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ３ 古河電工パ
ワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ３　６０ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107046
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ４ 古河電工パ
ワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ４　１００ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107048
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ４ 古河電工パ
ワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ４　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107050
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ５ 古河電工パ
ワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ５　２００ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107052
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ６ 古河電工パ
ワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ６　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107054
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ レジン注入形（セルパック） （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ Ｍ６ 古河電工パ
ワーシステムズ

直線６００Ｖ　セルパック Ｍ６　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107056
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ） （直線） １４ｍｍ２ ３心 ２－２ 古河電
工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　アイラップ ２－２　１４ｍｍ２　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107058
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ） （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ２－２ 古河電
工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　アイラップ ２－２　２２ｍｍ２　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107060
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ） （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ １－１ 古河
電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　アイラップ １－１　１４ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107062
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ） （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ １－１ 古河
電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　アイラップ １－１　２２ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107064
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ） （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ １－２ 古河
電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　アイラップ １－２　３８ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107066
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ） （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ １－２ 古河
電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　アイラップ １－２　６０ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107068
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ） （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ １－２ 古
河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　アイラップ １－２　１００ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107070
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ） （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ １－３ 古
河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　アイラップ １－３　１５０ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107072
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ） （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ １－３ 古
河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　アイラップ １－３　２００ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107074
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ） （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ １－３ 古
河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　アイラップ １－３　２５０ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107076
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ プレハブラップ工法（アイラップ） （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ １－３ 古
河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　アイラップ １－３　３２５ｍｍ２　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107078
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ） （直線） １４ｍｍ２ 単心 ＣＡ
－１２０ 古河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　ＣＡ－１２０単心 プルフィットチューブ　１４ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107080
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ） （直線） ２２ｍｍ２ 単心 ＣＡ
－１２０ 古河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　ＣＡ－１２０単心 プルフィットチューブ　２２ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107082
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ） （直線） ３８ｍｍ２ 単心 Ｓ－
１３５ 古河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　Ｓ－１３５　単心 プルフィットチューブ　３８ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107084
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ） （直線） ６０ｍｍ２ 単心 Ｓ－
１３５ 古河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　Ｓ－１３５　単心 プルフィットチューブ　６０ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107086
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ） （直線） １００ｍｍ２ 単心 Ｍ
－１６５ 古河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　Ｍ－１６５　単心 プルフィットチューブ　１００ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107088
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ） （直線） １５０ｍｍ２ 単心 Ｍ
－１６５ 古河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　Ｍ－１６５　単心 プルフィットチューブ　１５０ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107090
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ） （直線） ２００ｍｍ２ 単心 Ｌ
－１７５ 古河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　Ｌ－１７５　単心 プルフィットチューブ　２００ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107092
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ） （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 Ｌ
－１７５ 古河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　Ｌ－１７５　単心 プルフィットチューブ　２５０ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107094
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ） （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 Ｌ
－１７５ 古河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　Ｌ－１７５　単心 プルフィットチューブ　３２５ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107096
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ） （直線） １４ｍｍ２ ３心 Ｓ－
２４０ 古河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　Ｓ－２４０　３心 プルフィットチューブ　１４ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107098
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ） （直線） ２２ｍｍ２ ３心 Ｍ－
２７５ 古河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　Ｍ－２７５　３心 プルフィットチューブ　２２ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107100
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ） （直線） ３８ｍｍ２ ３心 Ｍ－
２７５ 古河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　Ｍ－２７５　３心 プルフィットチューブ　３８ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009107102
接続材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ 常温収縮接続工法（プルフィットチューブ） （直線） ６０ｍｍ２ ３心 Ｌ－
３５０ 古河電工パワーシステムズ

直線６００Ｖ　Ｌ－３５０　３心 プルフィットチューブ　６０ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108002
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） １４ｍｍ２ 単心 ＪＮ
６－１Ｃ－１４ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－１Ｃ－１４ アイヒットニューＪＮ６　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108004
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ２２ｍｍ２ 単心 ＪＮ
６－１Ｃ－２２ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－１Ｃ－２２ アイヒットニューＪＮ６　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108006
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ３８ｍｍ２ 単心 ＪＮ
６－１Ｃ－３８ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－１Ｃ－３８ アイヒットニューＪＮ６　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108008
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ６０ｍｍ２ 単心 ＪＮ
６－１Ｃ－６０ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－１Ｃ－６０ アイヒットニューＪＮ６　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108010
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） １００ｍｍ２ 単心 Ｊ
Ｎ６－１Ｃ－１００ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶＪＮ６－１Ｃ－１００ アイヒットニューＪＮ６　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108012
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） １５０ｍｍ２ 単心 Ｊ
Ｎ６－１Ｃ－１５０ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶＪＮ６－１Ｃ－１５０ アイヒットニューＪＮ６　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108014
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ２００ｍｍ２ 単心 Ｊ
Ｎ６－１Ｃ－２００ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶＪＮ６－１Ｃ－２００ アイヒットニューＪＮ６　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108016
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ２５０ｍｍ２ 単心 Ｊ
Ｎ６－１Ｃ－２５０ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶＪＮ６－１Ｃ－２５０ アイヒットニューＪＮ６　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108018
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ３２５ｍｍ２ 単心 Ｊ
Ｎ６－１Ｃ－３２５ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶＪＮ６－１Ｃ－３２５ アイヒットニューＪＮ６　単心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108020
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） １４ｍｍ２ ３心 ＪＮ
６－３Ｃ－１４ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－３Ｃ－１４ アイヒットニューＪＮ６　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108022
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ２２ｍｍ２ ３心 ＪＮ
６－３Ｃ－２２ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－３Ｃ－２２ アイヒットニューＪＮ６　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108024
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ３８ｍｍ２ ３心 ＪＮ
６－３Ｃ－３８ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－３Ｃ－３８ アイヒットニューＪＮ６　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108026
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ６０ｍｍ２ ３心 ＪＮ
６－３Ｃ－６０ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－３Ｃ－６０ アイヒットニューＪＮ６　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108028
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） １００ｍｍ２ ３心 Ｊ
Ｎ６－３Ｃ－１００ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶＪＮ６－３Ｃ－１００ アイヒットニューＪＮ６　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108030
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） １５０ｍｍ２ ３心 Ｊ
Ｎ６－３Ｃ－１５０ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶＪＮ６－３Ｃ－１５０ アイヒットニューＪＮ６　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108032
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ２００ｍｍ２ ３心 Ｊ
Ｎ６－３Ｃ－２００ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶＪＮ６－３Ｃ－２００ アイヒットニューＪＮ６　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108034
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ２５０ｍｍ２ ３心 Ｊ
Ｎ６－３Ｃ－２５０ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶＪＮ６－３Ｃ－２５０ アイヒットニューＪＮ６　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108036
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ３２５ｍｍ２ ３心 Ｊ
Ｎ６－３Ｃ－３２５ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶＪＮ６－３Ｃ－３２５ アイヒットニューＪＮ６　３心 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108038
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） １４ｍｍ２ ＣＶＴ Ｊ
Ｎ６－Ｔ－１４ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－１４ アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108040
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ２２ｍｍ２ ＣＶＴ Ｊ
Ｎ６－Ｔ－２２ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－２２ アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108042
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ３８ｍｍ２ ＣＶＴ Ｊ
Ｎ６－Ｔ－３８ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－３８ アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108044
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ６０ｍｍ２ ＣＶＴ Ｊ
Ｎ６－Ｔ－６０ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－６０ アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108046
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） １００ｍｍ２ ＣＶＴ
ＪＮ６－Ｔ－１００ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－１００ アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108048
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ
ＪＮ６－Ｔ－１５０ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－１５０ アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108050
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ
ＪＮ６－Ｔ－２００ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－２００ アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108052
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ
ＪＮ６－Ｔ－２５０ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－２５０ アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続材料（電力ケーブル用）―ブランド品― 4009108054
接続材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ接続工法（アイヒットニューＪＮ６） （直線） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ
ＪＮ６－Ｔ－３２５ 古河電工パワーシステムズ

直線６ｋＶ　ＪＮ６－Ｔ－３２５ アイヒットニューＪＮ６　ＣＶＴ 組 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

絶縁材料 4909010002 絶縁材料 ビニール粘着テープ 厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長２０ｍ ＪＩＳ　Ｃ　２３３６ ビニール粘着テープ ０．２ｍｍ×２０ｍ 巻 567 ○ ○ 4909 絶縁材料

絶縁材料―ブランド品― 4009130340 絶縁材料 エフコテープ　１号 厚１．０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長５ｍ 古河電工パワーシステムズ エフコテープ１号 １×２０ｍｍ×５ｍ 巻 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

絶縁材料―ブランド品― 4009130350 絶縁材料 エフコテープ　２号 厚０．５ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ 古河電工パワーシステムズ エフコテープ２号 ０．５×２０ｍｍ×１０ｍ 巻 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

絶縁材料―ブランド品― 4009130580 絶縁材料 Ｕテープ 厚０．５ｍｍ×幅１９ｍｍ×長５ｍ 古河電工パワーシステムズ Ｕテープ ０．５×１９ｍｍ×５ｍ 巻 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

絶縁材料―ブランド品― 4009130590 絶縁材料 Ｓテープ 厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長１０ｍ 古河電工パワーシステムズ Ｓテープ ０．２×１９ｍｍ×１０ｍ 巻 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

絶縁材料―ブランド品― 4009130360 絶縁材料 バルコテープ 厚１．０ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ 古河電工パワーシステムズ バルコテープ １×２０ｍｍ×１０ｍ 巻 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

絶縁材料―ブランド品― 4009130370 絶縁材料 バルコテープ 厚１．０ｍｍ×幅４０ｍｍ×長１０ｍ 古河電工パワーシステムズ バルコテープ １×４０ｍｍ×１０ｍ 巻 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

絶縁材料―ブランド品― 4009130470 絶縁材料 ＦＢＷテープ 厚０．６ｍｍ×幅２０ｍｍ×長１０ｍ フジクラ ＦＢＷテープ ０．６×２０ｍｍ×１０ｍ 巻 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

絶縁材料―ブランド品― 4009130480 絶縁材料 ＮＰＳテープ 厚１．０ｍｍ×幅４０ｍｍ×長１０ｍ フジクラ ＮＰＳテープ １×４０ｍｍ×１０ｍ 巻 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

絶縁材料―ブランド品― 4009130490 絶縁材料 アサヒＮテープ 厚０．５ｍｍ×幅１９ｍｍ×長１０ｍ 住電機器システム アサヒＮテープ ０．５×１９ｍｍ×１０ｍ 巻 567 ○ ○ 4009 電線接続材料

絶縁材料―ブランド品― 4009130500 絶縁材料 アサヒＳテープ 厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長１０ｍ 住電機器システム アサヒＳテープ ０．２×１９ｍｍ×１０ｍ 巻 567 ○ ○ 4009 電線接続材料
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絶縁材料―ブランド品― 4909010026 絶縁材料 ビニテープ＃１０１ 厚０．２ｍｍ×幅１９ｍｍ×長２０ｍ　脱鉛品 デンカ ビニテープ＃１０１　脱鉛品 ０．２×１９ｍｍ×２０ｍ 巻 567 ○ ○ 4909 絶縁材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122338 接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 解体可能型 Ｋ－１ＮＸ　直線・分岐用 コーニングインターナショナル 直線・分岐　解体可能型 Ｋ－１ＮＸ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122340 接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 解体可能型 Ｋ－２ＮＸ　直線・分岐用 コーニングインターナショナル 直線・分岐　解体可能型 Ｋ－２ＮＸ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122342 接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 解体可能型 Ｋ－３ＮＸ　直線・分岐用 コーニングインターナショナル 直線・分岐　解体可能型 Ｋ－３ＮＸ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122344 接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 解体可能型 Ｋ－４ＮＸ　直線・分岐用 コーニングインターナショナル 直線・分岐　解体可能型 Ｋ－４ＮＸ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122346 接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 解体可能型 Ｋ－５ＮＸ　直線・分岐用 コーニングインターナショナル 直線・分岐　解体可能型 Ｋ－５ＮＸ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122348 接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 解体可能型 Ｋ－６ＮＸ　直線・分岐用 コーニングインターナショナル 直線・分岐　解体可能型 Ｋ－６ＮＸ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122350 接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 解体可能型 Ｋ－７ＮＸ　直線・分岐用 コーニングインターナショナル 直線・分岐　解体可能型 Ｋ－７ＮＸ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122002
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 注入工法 Ｊ－２Ｅ　直線・分岐接続材料 コーニングインターナショナ
ル

直線・分岐　注入工法 Ｊ－２Ｅ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122004
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 注入工法 Ｊ－３Ｅ　直線・分岐接続材料 コーニングインターナショナ
ル

直線・分岐　注入工法 Ｊ－３Ｅ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122006
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 注入工法 Ｊ－４Ｅ　直線・分岐接続材料 コーニングインターナショナ
ル

直線・分岐　注入工法 Ｊ－４Ｅ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122008
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 注入工法 Ｊ－５Ｅ　直線・分岐接続材料 コーニングインターナショナ
ル

直線・分岐　注入工法 Ｊ－５Ｅ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122010
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 注入工法 Ｊ－６Ｅ　直線・分岐接続材料 コーニングインターナショナ
ル

直線・分岐　注入工法 Ｊ－６Ｅ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122012
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 注入工法 Ｊ－７Ｅ　直線・分岐接続材料 コーニングインターナショナ
ル

直線・分岐　注入工法 Ｊ－７Ｅ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122038
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 注入工法 ８９－ＪＲ２０Ｅ　成端処理材料 コーニングインターナショ
ナル

成端　注入工法 ８９－ＪＲ２０Ｅ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122040
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 注入工法 ８９－ＪＲ３０Ｅ　成端処理材料 コーニングインターナショ
ナル

成端　注入工法 ８９－ＪＲ３０Ｅ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122042
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 注入工法 ８９－ＪＲ３１Ｅ　成端処理材料 コーニングインターナショ
ナル

成端　注入工法 ８９－ＪＲ３１Ｅ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122044
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 注入工法 ８９－ＪＲ３２Ｅ　成端処理材料 コーニングインターナショ
ナル

成端　注入工法 ８９－ＪＲ３２Ｅ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料
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接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122352
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 注入工法 ８９－ＪＲ３３Ｅ　成端処理材料 コーニングインターナショ
ナル

成端　注入工法 ８９－ＪＲ３３Ｅ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122354
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 注入工法 ８９－ＪＲ３４Ｅ　成端処理材料 コーニングインターナショ
ナル

成端　注入工法 ８９－ＪＲ３４Ｅ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009122356
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 注入工法 ８９－ＪＲ３５Ｅ　成端処理材料 コーニングインターナショ
ナル

成端　注入工法 ８９－ＪＲ３５Ｅ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009124002 接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） レジン注入形（セルパック） Ｍ０　直線 古河電工パワーシステムズ 直線　レジン注入形 セルパック　Ｍ０ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009124034
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） レジン注入形（セルパック） Ｍ１－Ｔ　直線 古河電工パワーシステム
ズ

直線　レジン注入形 セルパック　Ｍ１－Ｔ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009124036 接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） レジン注入形（セルパック） ＭＺ１　直線 古河電工パワーシステムズ 直線　レジン注入形 セルパック　ＭＺ１ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009124038 接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） レジン注入形（セルパック） ＭＺ２　直線 古河電工パワーシステムズ 直線　レジン注入形 セルパック　ＭＺ２ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009124040 接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） レジン注入形（セルパック） ＭＺ３　直線 古河電工パワーシステムズ 直線　レジン注入形 セルパック　ＭＺ３ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009124043 接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） レジン注入形（セルパック） ＭＺ５　直線 古河電工パワーシステムズ 直線　レジン注入形 セルパック　ＭＺ５ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009124060
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 解体可能型クロージャキット（ＳＯ－ＢＤ） ０７２５　直線・分岐接
続材料 古河電工パワーシステムズ

解体可能型クロージャキット ＳＯ－ＢＤ　０７２５ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009124062
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 解体可能型クロージャキット（ＳＯ－ＢＤ） ０６３４　直線・分岐接
続材料 古河電工パワーシステムズ

解体可能型クロージャキット ＳＯ－ＢＤ　０６３４ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009124064
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 解体可能型クロージャキット（ＳＯ－ＢＤ） ０７４３　直線・分岐接
続材料 古河電工パワーシステムズ

解体可能型クロージャキット ＳＯ－ＢＤ　０７４３ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009124066
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 解体可能型クロージャキット（ＳＯ－ＢＤ） ０８５２　直線・分岐接
続材料 古河電工パワーシステムズ

解体可能型クロージャキット ＳＯ－ＢＤ　０８５２ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009124068
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 解体可能型クロージャキット（ＳＯ－ＢＤ） ０９５２　直線・分岐接
続材料 古河電工パワーシステムズ

解体可能型クロージャキット ＳＯ－ＢＤ　０９５２ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用）
―ブランド品―

4009124080
接続・成端処理材料（通信・制御ケーブル用） 解体可能型クロージャキット（ＳＯ－ＢＤ） １３４３　直線・分岐接
続材料 古河電工パワーシステムズ

解体可能型クロージャキット ＳＯ－ＢＤ　１３４３ 組 568 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110288
配線材料部品 二又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－２１ （６００Ｖ）２～１４ｍｍ２，（３ｋＶ）－，
（６ｋＶ）－

端末　二又分岐管 ＨＡ－２１ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110290
配線材料部品 二又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－２２ （６００Ｖ）２２～３８ｍｍ２，（３ｋＶ）８
～２２ｍｍ２，（６ｋＶ）－

端末　二又分岐管 ＨＡ－２２ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110292
配線材料部品 二又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－２３ （６００Ｖ）６０～１００ｍｍ２，（３ｋＶ）
３８～６０ｍｍ２，（６ｋＶ）８～２２ｍｍ２

端末　二又分岐管 ＨＡ－２３ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料
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配線材料部品 4009110294
配線材料部品 二又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－２４ （６００Ｖ）１５０ｍｍ２，（３ｋＶ）１００
～１５０ｍｍ２，（６ｋＶ）３８～６０ｍｍ２

端末　二又分岐管 ＨＡ－２４ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110296
配線材料部品 二又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－２５ （６００Ｖ）２００～３２５ｍｍ２，（３ｋ
Ｖ）２００～３２５ｍｍ２，（６ｋＶ）－

端末　二又分岐管 ＨＡ－２５ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110298
配線材料部品 三又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－３１ （６００Ｖ）１４ｍｍ２以下，（３ｋＶ）－，
（６ｋＶ）－

端末　三又分岐管 ＨＡ－３１ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110300
配線材料部品 三又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－３２ （６００Ｖ）２２～３８ｍｍ２，（３ｋＶ）８
～２２ｍｍ２，（６ｋＶ）－

端末　三又分岐管 ＨＡ－３２ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110302
配線材料部品 三又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－３３ （６００Ｖ）６０ｍｍ２，（３ｋＶ）３８～６
０ｍｍ２，（６ｋＶ）８～２２ｍｍ２

端末　三又分岐管 ＨＡ－３３ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110304
配線材料部品 三又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－３４ （６００Ｖ）１００～１５０ｍｍ２，（３ｋ
Ｖ）１００ｍｍ２，（６ｋＶ）３８～６０ｍｍ２

端末　三又分岐管 ＨＡ－３４ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110306
配線材料部品 三又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－３５ （６００Ｖ）２００ｍｍ２，（３ｋＶ）１５０
ｍｍ２，（６ｋＶ）１００ｍｍ２

端末　三又分岐管 ＨＡ－３５ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110308
配線材料部品 三又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－３６ （６００Ｖ）２５０ｍｍ２，（３ｋＶ）２００
～２５０ｍｍ２，（６ｋＶ）１５０ｍｍ２

端末　三又分岐管 ＨＡ－３６ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110310
配線材料部品 三又分岐管（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－３７ （６００Ｖ）３２５ｍｍ２，（３ｋＶ）３２５
ｍｍ２，（６ｋＶ）２００～３２５ｍｍ２

端末　三又分岐管 ＨＡ－３７ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110280
配線材料部品 雨覆（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－５１ （６００Ｖ）－，（３ｋＶ）１４～６０ｍｍ２，（６
ｋＶ）１４～３８ｍｍ２

端末処理材料　雨覆 ＨＡ－５１ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110282
配線材料部品 雨覆（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－５２ （６００Ｖ）－，（３ｋＶ）１００～２５０ｍｍ２，
（６ｋＶ）６０～２００ｍｍ２

端末処理材料　雨覆 ＨＡ－５２ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110284
配線材料部品 雨覆（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－５３ （６００Ｖ）－，（３ｋＶ）３２５～８００ｍｍ２，
（６ｋＶ）２５０～６００ｍｍ２

端末処理材料　雨覆 ＨＡ－５３ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110286
配線材料部品 雨覆（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＡ－５４ （６００Ｖ）－，（３ｋＶ）１０００ｍｍ２，（６ｋ
Ｖ）８００～１０００ｍｍ２

端末処理材料　雨覆 ＨＡ－５４ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110320
配線材料部品 単心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３１Ｓ （６００Ｖ）８～１００ｍｍ２，（３
ｋＶ）８～６０ｍｍ２，（６ｋＶ）８～３８ｍｍ２

端末　単心用ブラケット ＨＤ－３１Ｓ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110322
配線材料部品 単心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３２Ｓ （６００Ｖ）１５０～２００ｍｍ２，
（３ｋＶ）１００～２００ｍｍ２，（６ｋＶ）６０～１５０ｍｍ２

端末　単心用ブラケット ＨＤ－３２Ｓ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110324
配線材料部品 単心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３３Ｓ （６００Ｖ）３２５～５００ｍｍ２，
（３ｋＶ）２５０～４００ｍｍ２，（６ｋＶ）２００～３２５ｍｍ２

端末　単心用ブラケット ＨＤ－３３Ｓ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110326
配線材料部品 単心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３４Ｓ （６００Ｖ）６００～１０００ｍｍ
２，（３ｋＶ）５００～８００ｍｍ２，（６ｋＶ）４００～８００ｍｍ２

端末　単心用ブラケット ＨＤ－３４Ｓ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110328
配線材料部品 単心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３５Ｓ （６００Ｖ）－，（３ｋＶ）１０００
ｍｍ２，（６ｋＶ）１０００ｍｍ２

端末　単心用ブラケット ＨＤ－３５Ｓ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料
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配線材料部品 4009110332
配線材料部品 ３心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３１ （６００Ｖ）１４～２２ｍｍ２，（３ｋ
Ｖ）－，（６ｋＶ）－

端末　３心用ブラケット ＨＤ－３１ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110334
配線材料部品 ３心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３２ （６００Ｖ）３８ｍｍ２，（３ｋＶ）１
４～２２ｍｍ２，（６ｋＶ）－

端末　３心用ブラケット ＨＤ－３２ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110336
配線材料部品 ３心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３３ （６００Ｖ）６０ｍｍ２，（３ｋＶ）３
８ｍｍ２，（６ｋＶ）１４～２２ｍｍ２

端末　３心用ブラケット ＨＤ－３３ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110338
配線材料部品 ３心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３４ （６００Ｖ）１００～１５０ｍｍ２，
（３ｋＶ）６０～１００ｍｍ２，（６ｋＶ）３８～１００ｍｍ２

端末　３心用ブラケット ＨＤ－３４ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110340
配線材料部品 ３心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３５ （６００Ｖ）２００～２５０ｍｍ２，
（３ｋＶ）１５０～２００ｍｍ２，（６ｋＶ）１５０ｍｍ２

端末　３心用ブラケット ＨＤ－３５ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110342
配線材料部品 ３心用ブラケット（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＨＤ－３６ （６００Ｖ）３２５ｍｍ２，（３ｋＶ）
２５０～３２５ｍｍ２，（６ｋＶ）２００～３２５ｍｍ２

端末　３心用ブラケット ＨＤ－３６ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009113130 配線材料部品 圧着形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＲ２－１４ ８～１４ｍｍ２ 端末　圧着形銅管端子 ＴＲ２－１４ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009113132 配線材料部品 圧着形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＲ２－２２ ２２ｍｍ２ 端末　圧着形銅管端子 ＴＲ２－２２ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009113134 配線材料部品 圧着形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＲ２－３８ ３８ｍｍ２ 端末　圧着形銅管端子 ＴＲ２－３８ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009113136 配線材料部品 圧着形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＲ２－６０ ６０ｍｍ２ 端末　圧着形銅管端子 ＴＲ２－６０ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009113140 配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－１４ １４ｍｍ２ 端末　圧縮形銅管端子 ＴＣ２－１４ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009113142 配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－２２ ２２ｍｍ２ 端末　圧縮形銅管端子 ＴＣ２－２２ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009113144 配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－３８ ３８ｍｍ２ 端末　圧縮形銅管端子 ＴＣ２－３８ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009113146 配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－６０ ６０ｍｍ２ 端末　圧縮形銅管端子 ＴＣ２－６０ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009113148 配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－１００ １００ｍｍ２ 端末　圧縮形銅管端子 ＴＣ２－１００ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009113150 配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－１５０ １５０ｍｍ２ 端末　圧縮形銅管端子 ＴＣ２－１５０ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009113152 配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－２００ ２００ｍｍ２ 端末　圧縮形銅管端子 ＴＣ２－２００ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009113154 配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－２５０ ２５０ｍｍ２ 端末　圧縮形銅管端子 ＴＣ２－２５０ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料
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配線材料部品 4009113156 配線材料部品 圧縮形銅管端子（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ＴＣ２－３２５ ３２５ｍｍ２ 端末　圧縮形銅管端子 ＴＣ２－３２５ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110316 配線材料部品 鉛テープ（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） １５ｍｍ 端末処理材料　鉛テープ １５ｍｍ ｍ 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110318 配線材料部品 鉛テープ（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ２５ｍｍ 端末処理材料　鉛テープ ２５ｍｍ ｍ 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110346 配線材料部品 含浸黄麻布（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ３０ｍｍ×１ｍ 端末処理材料　含浸黄麻布 ３０ｍｍ×１ｍ 巻 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110348 配線材料部品 含浸黄麻布（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ５０ｍｍ×１ｍ 端末処理材料　含浸黄麻布 ５０ｍｍ×１ｍ 巻 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110350 配線材料部品 含浸黄麻布（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ５０ｍｍ×２ｍ 端末処理材料　含浸黄麻布 ５０ｍｍ×２ｍ 巻 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110352 配線材料部品 含浸黄麻布（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ５０ｍｍ×３ｍ 端末処理材料　含浸黄麻布 ５０ｍｍ×３ｍ 巻 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110354 配線材料部品 含浸黄麻布（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ５０ｍｍ×４ｍ 端末処理材料　含浸黄麻布 ５０ｍｍ×４ｍ 巻 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009110356 配線材料部品 ペースト（端末処理材料用ＪＣＡＡ規格） ２０ｇ入り 端末処理材料　ペースト ２０ｇ入り 缶 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009051010 配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ２２，３８　Ｃ－１，２ 圧縮端子　電力用 Ｃｕ２２・３８　Ｃ－１・２ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009051020 配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ６０　Ｃ－１，２ 圧縮端子　電力用 Ｃｕ６０　Ｃ－１・２ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009051030 配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ７５，１００　Ｃ－２ 圧縮端子　電力用 Ｃｕ７５・１００　Ｃ－２ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009051040 配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ１２５　Ｃ－２ 圧縮端子　電力用 Ｃｕ１２５　Ｃ－２ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009051050 配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ１５０　Ｃ－２ 圧縮端子　電力用 Ｃｕ１５０　Ｃ－２ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009051060 配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ２００　Ｃ－２ 圧縮端子　電力用 Ｃｕ２００　Ｃ－２ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009051070 配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ２５０　Ｃ－２ 圧縮端子　電力用 Ｃｕ２５０　Ｃ－２ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009051080 配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ３２５　Ｃ－２ 圧縮端子　電力用 Ｃｕ３２５　Ｃ－２ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品 4009051090 配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ３２５　Ｃ－４ 圧縮端子　電力用 Ｃｕ３２５　Ｃ－４ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料
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配線材料部品 4009051100 配線材料部品 圧縮端子（ＪＩＳ　Ｃ　２８０４） 電力用圧縮端子 Ｃｕ４００，５００　Ｃ－４ 圧縮端子　電力用 Ｃｕ４００・５００　Ｃ－４ 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009090240 配線材料部品 コネクタ（通信・制御工事用） ＵＲ２ 心線接続（直線・マルチ分岐） コーニングインターナショナル コネクタ　ＵＲ２　心線接続 直線・マルチ分岐 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009090340 配線材料部品 コネクタ（通信・制御工事用） ＵＹ 心線接続（直線） コーニングインターナショナル コネクタ　ＵＹ　心線接続 直線 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009090330 配線材料部品 コネクタ（通信・制御工事用） ＵＹ２ 心線接続（直線） コーニングインターナショナル コネクタ　ＵＹ２　心線接続 直線 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009130010 配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） Ａ－３ＥＭ Ｊ－３用（同径） コーニングインターナショナル 分岐アダプター　Ａ－３ＥＭ Ｊ－３　同径 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009130020 配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） Ａ－４ＥＭ Ｊ－４用（同径） コーニングインターナショナル 分岐アダプター　Ａ－４ＥＭ Ｊ－４　同径 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009130030 配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） Ａ－５ＥＭ Ｊ－５用（同径） コーニングインターナショナル 分岐アダプター　Ａ－５ＥＭ Ｊ－５　同径 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009130040 配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） Ａ－５ＤＥＭ Ｊ－５用（異径） コーニングインターナショナル 分岐アダプター　Ａ－５ＤＥＭ Ｊ－５　異径 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009130050 配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） Ａ－６ＥＭ Ｊ－６用（同径） コーニングインターナショナル 分岐アダプター　Ａ－６ＥＭ Ｊ－６　同径 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009130060 配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） Ａ－６ＤＥＭ Ｊ－６用（異径） コーニングインターナショナル 分岐アダプター　Ａ－６ＤＥＭ Ｊ－６　異径 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009130070 配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） Ａ－７ＥＭ Ｊ－７用（同径） コーニングインターナショナル 分岐アダプター　Ａ－７ＥＭ Ｊ－７　同径 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009130510 配線材料部品 解体可能型レジン ８８８２　Ａサイズ ９０ｍｌ（約８０ｇ） コーニングインターナショナル 解体可能型レジン　８８８２ Ａサイズ　９０ｍｌ 袋 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009130520 配線材料部品 解体可能型レジン ８８８２　Ｃサイズ ３８５ｍｌ（約３４０ｇ） コーニングインターナショナル 解体可能型レジン　８８８２ Ｃサイズ　３８５ｍｌ 袋 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009130530 配線材料部品 解体可能型レジン ８８８２　Ｄサイズ ６５９ｍｌ（約５９０ｇ） コーニングインターナショナル 解体可能型レジン　８８８２ Ｄサイズ　６５９ｍｌ 袋 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009130540
配線材料部品 解体可能型レジン ８８８２　１．５ｋｇサイズ １６４８ｍｌ（約１４８０ｇ） コーニングインターナ
ショナル

解体可能型レジン　８８８２ １．５ｋｇ１６４８ｍｌ 袋 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009130560
配線材料部品 解体可能型レジン ８８８２　５．０ｋｇ缶 ５２０８ｍｌ（約５．０ｋｇ） コーニングインターナショ
ナル

解体可能型レジン　８８８２ ５ｋｇ缶　５２０８ｍｌ 缶 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009130570
配線材料部品 解体可能型レジン ８８８２　８．０ｋｇ缶 ８３３３ｍｌ（約８．０ｋｇ） コーニングインターナショ
ナル

解体可能型レジン　８８８２ ８ｋｇ缶　８３３３ｍｌ 缶 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009131014 配線材料部品 解体可能型レジン パワージェル　ＦＰＧ－４００ ４００ｍｌ 古河電工パワーシステムズ 解体可能型レジンパワージェル ＦＰＧ－４００　古河電工ＰＳ 組 569 ○ ○ 4009 電線接続材料
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配線材料部品―ブランド品― 4009131016 配線材料部品 解体可能型レジン パワージェル　ＦＰＧ－１０００ １，０００ｍｌ 古河電工パワーシステムズ 解体可能型レジンパワージェル ＦＰＧ－１０００　古河電工ＰＳ 組 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009081560
配線材料部品 混和物入りＰＥスリーブ（通信・制御工事用） ２５型 φ２．５ｍｍ（１００個入り） 古河電工パワー
システムズ

混和物入りＰＥスリーブ ２５型　古河電工ＰＳ 袋 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009081565
配線材料部品 混和物入りＰＥスリーブ（通信・制御工事用） ３０型 φ３．０ｍｍ（１００個入り） 古河電工パワー
システムズ

混和物入りＰＥスリーブ ３０型　古河電工ＰＳ 袋 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009081570
配線材料部品 混和物入りＰＥスリーブ（通信・制御工事用） ３６型 φ３．６ｍｍ（１００個入り） 古河電工パワー
システムズ

混和物入りＰＥスリーブ ３６型　古河電工ＰＳ 袋 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009081575
配線材料部品 混和物入りＰＥスリーブ（通信・制御工事用） ４０型 φ４．０ｍｍ（１００個入り） 古河電工パワー
システムズ

混和物入りＰＥスリーブ ４０型　古河電工ＰＳ 袋 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009081580
配線材料部品 混和物入りＰＥスリーブ（通信・制御工事用） ５０型 φ５．０ｍｍ（１００個入り） 古河電工パワー
システムズ

混和物入りＰＥスリーブ ５０型　古河電工ＰＳ 袋 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009131002 配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） ＭＺＤ１ ＭＺ－１用（同径） 古河電工パワーシステムズ 分岐アダプター　ＭＺＤ１ ＭＺ－１　同径　通信制御工事用 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009131004 配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） ＭＺＤ２ ＭＺ－２用（同径） 古河電工パワーシステムズ 分岐アダプター　ＭＺＤ２ ＭＺ－２　同径　通信制御工事用 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009131006 配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） ＭＺＤ３ ＭＺ－３用（同径） 古河電工パワーシステムズ 分岐アダプター　ＭＺＤ３ ＭＺ－３　同径　通信制御工事用 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009131008 配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） ＭＺＤ３Ｅ ＭＺ－３用（異径） 古河電工パワーシステムズ 分岐アダプター　ＭＺＤ３Ｅ ＭＺ－３　異径　通信制御工事用 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009131010 配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） ＭＺＤ５ ＭＺ－５用（同径） 古河電工パワーシステムズ 分岐アダプター　ＭＺＤ５ ＭＺ－５　同径　通信制御工事用 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

配線材料部品―ブランド品― 4009131012 配線材料部品 分岐アダプター（通信・制御工事用） ＭＺＤ５Ｅ ＭＺ－５用（異径） 古河電工パワーシステムズ 分岐アダプター　ＭＺＤ５Ｅ ＭＺ－５　異径　通信制御工事用 個 569 ○ ○ 4009 電線接続材料

電線管 4101031002 硬質ビニル電線管（ＶＥ） １４ｍｍ ５７６ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 硬質ビニル電線管（ＶＥ） １４ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

電線管 4101031004 硬質ビニル電線管（ＶＥ） １６ｍｍ ７２０ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 硬質ビニル電線管（ＶＥ） １６ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

電線管 4101031006 硬質ビニル電線管（ＶＥ） ２２ｍｍ ８６４ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 硬質ビニル電線管（ＶＥ） ２２ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

電線管 4101031008 硬質ビニル電線管（ＶＥ） ２８ｍｍ １，６７２ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 硬質ビニル電線管（ＶＥ） ２８ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

電線管 4101031010 硬質ビニル電線管（ＶＥ） ３６ｍｍ ２，４２０ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 硬質ビニル電線管（ＶＥ） ３６ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

電線管 4101031012 硬質ビニル電線管（ＶＥ） ４２ｍｍ ３，１６４ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 硬質ビニル電線管（ＶＥ） ４２ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管
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電線管 4101031014 硬質ビニル電線管（ＶＥ） ５４ｍｍ ４，４８８ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 硬質ビニル電線管（ＶＥ） ５４ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

電線管 4101031016 硬質ビニル電線管（ＶＥ） ７０ｍｍ ５，７８０ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 硬質ビニル電線管（ＶＥ） ７０ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

電線管 4101031018 硬質ビニル電線管（ＶＥ） ８２ｍｍ ８，８０８ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 硬質ビニル電線管（ＶＥ） ８２ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

電線管 4101032002 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） １４ｍｍ ５６４ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ １４ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

電線管 4101032004 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） １６ｍｍ ７０４ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ １６ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

電線管 4101032006 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） ２２ｍｍ ８４４ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ ２２ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

電線管 4101032008 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） ２８ｍｍ １，６３６ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ ２８ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

電線管 4101032010 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） ３６ｍｍ ２，３７２ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ ３６ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

電線管 4101032012 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） ４２ｍｍ ３，０９６ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ ４２ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

電線管 4101032014 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） ５４ｍｍ ４，３９２ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ ５４ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

電線管 4101032016 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） ７０ｍｍ ５，６６０ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ ７０ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

電線管 4101032018 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） ８２ｍｍ ８，６２４ｇ／本 定尺４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８４３０ 耐衝撃硬質ビニル電線管ＨＩＶＥ ８２ｍｍ　Ｌ４ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101012002 鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ１６ ３．８８０ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 厚鋼電線管 呼径Ｇ１６ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101012004 鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ２２ ５．０１４ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 厚鋼電線管 呼径Ｇ２２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101012006 鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ２８ ６．９５４ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 厚鋼電線管 呼径Ｇ２８ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101012008 鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ３６ ８．８９４ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 厚鋼電線管 呼径Ｇ３６ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101012010 鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ４２ １０．２１１ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 厚鋼電線管 呼径Ｇ４２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101012012 鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ５４ １４．３４７ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 厚鋼電線管 呼径Ｇ５４ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管 4101012014 鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ７０ １８．３００ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 厚鋼電線管 呼径Ｇ７０ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101012016 鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ８２ ２１．５２１ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 厚鋼電線管 呼径Ｇ８２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101012018 鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ９２ ３０．７０７ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 厚鋼電線管 呼径Ｇ９２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101012020 鋼製電線管 厚鋼電線管 呼び径Ｇ１０４ ３４．６９７ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 厚鋼電線管 呼径Ｇ１０４ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101011002 鋼製電線管 薄鋼電線管 呼び径Ｃ１９ ２．５２５ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 薄鋼電線管 呼径Ｃ１９ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101011004 鋼製電線管 薄鋼電線管 呼び径Ｃ２５ ３．４３７ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 薄鋼電線管 呼径Ｃ２５ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101011006 鋼製電線管 薄鋼電線管 呼び径Ｃ３１ ４．３５５ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 薄鋼電線管 呼径Ｃ３１ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101011008 鋼製電線管 薄鋼電線管 呼び径Ｃ３９ ５．２７０ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 薄鋼電線管 呼径Ｃ３９ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101011010 鋼製電線管 薄鋼電線管 呼び径Ｃ５１ ７．１００ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 薄鋼電線管 呼径Ｃ５１ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101011012 鋼製電線管 薄鋼電線管 呼び径Ｃ６３ １１．０９０ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 薄鋼電線管 呼径Ｃ６３ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101011014 鋼製電線管 薄鋼電線管 呼び径Ｃ７５ １３．３９６ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ 薄鋼電線管 呼径Ｃ７５ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101013002 鋼製電線管 ねじなし電線管 呼び径Ｅ１９ １．９４０ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ ねじなし電線管 呼径Ｅ１９ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101013004 鋼製電線管 ねじなし電線管 呼び径Ｅ２５ ２．６２１ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ ねじなし電線管 呼径Ｅ２５ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101013006 鋼製電線管 ねじなし電線管 呼び径Ｅ３１ ３．８４３ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ ねじなし電線管 呼径Ｅ３１ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101013008 鋼製電線管 ねじなし電線管 呼び径Ｅ３９ ４．６４８ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ ねじなし電線管 呼径Ｅ３９ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101013010 鋼製電線管 ねじなし電線管 呼び径Ｅ５１ ６．２５９ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ ねじなし電線管 呼径Ｅ５１ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101013012 鋼製電線管 ねじなし電線管 呼び径Ｅ６３ ８．９３０ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ ねじなし電線管 呼径Ｅ６３ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管 4101013014 鋼製電線管 ねじなし電線管 呼び径Ｅ７５ １２．０７８ｋｇ／本 定尺３．６６ｍ／本 ＪＩＳ　Ｃ　８３０５ ねじなし電線管 呼径Ｅ７５ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 570 ○ ○ 4101 電線管
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情報ＢＯＸ用管路材 4101270010 情報ＢＯＸ用管路材 リブパイプ（片受直管） 呼び径２５０ｍｍ 長４，０００ｍｍ リブパイプ（片受直管） 呼径２５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

情報ＢＯＸ用管路材 4101270020 情報ＢＯＸ用管路材 リブパイプ（片受直管） 呼び径３００ｍｍ 長４，０００ｍｍ リブパイプ（片受直管） 呼径３００×Ｌ４０００ｍｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管 4101250002 継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ（伸縮継手付き） 呼び径５０Ａ ２０．９５ｋｇ／本 定尺５．５ｍ／本 ＭＣＣＰ　伸縮継手付 呼径５０Ａ　Ｌ５．５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管 4101250004 継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ（伸縮継手付き） 呼び径８０Ａ ３５．３０ｋｇ／本 定尺５．５ｍ／本 ＭＣＣＰ　伸縮継手付 呼径８０Ａ　Ｌ５．５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管 4101250006
継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ（伸縮継手付き） 呼び径１００Ａ ４５．３０ｋｇ／本 定尺５．５ｍ／
本

ＭＣＣＰ　伸縮継手付 呼径１００Ａ　Ｌ５．５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管 4101250008
継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ（伸縮継手付き） 呼び径１２５Ａ ５５．８０ｋｇ／本 定尺５．５ｍ／
本

ＭＣＣＰ　伸縮継手付 呼径１２５Ａ　Ｌ５．５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管 4101250202
継手付きポリエチレン被覆軽量鋼管 ＭＣＣＰ（固定式継手付き） 呼び径５０Ａ ２０．９５ｋｇ／本 定尺５．５ｍ／
本

ＭＣＣＰ　固定式継手付 呼径５０Ａ　Ｌ５．５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290402 角型多条電線管 カナレックスＭＬ φ５０　有効長５．１９ｍ（差込継手付き） カナフレックスコーポレーション カナレックスＭＬ 径５０　有効長５．１９ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290404 角型多条電線管 カナレックスＭＬ φ７５　有効長５．１９ｍ（差込継手付き） カナフレックスコーポレーション カナレックスＭＬ 径７５　有効長５．１９ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290406 角型多条電線管 カナレックスＭＬ φ８１　有効長５．１９ｍ（差込継手付き） カナフレックスコーポレーション カナレックスＭＬ 径８１　有効長５．１９ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290408 角型多条電線管 カナレックスＭＬ φ１００　有効長５．１８ｍ（差込継手付き） カナフレックスコーポレーション カナレックスＭＬ 径１００　有効長５．１８ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290410 角型多条電線管 カナレックスＭＬ φ１３０　有効長５．１８ｍ（差込継手付き） カナフレックスコーポレーション カナレックスＭＬ 径１３０　有効長５．１８ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290412 角型多条電線管 カナレックスＭＬ φ１５０　有効長５．１８ｍ（差込継手付き） カナフレックスコーポレーション カナレックスＭＬ 径１５０　有効長５．１８ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290002 角型多条電線管 角型ＴＡＣレックス φ５０　有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 東拓工業 角型ＴＡＣレックス 径５０　有効長５．２５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290004 角型多条電線管 角型ＴＡＣレックス φ７５　有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 東拓工業 角型ＴＡＣレックス 径７５　有効長５．２５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290006 角型多条電線管 角型ＴＡＣレックス φ８１　有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 東拓工業 角型ＴＡＣレックス 径８１　有効長５．２５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290008 角型多条電線管 角型ＴＡＣレックス φ１００　有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 東拓工業 角型ＴＡＣレックス 径１００　有効長５．２５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290010 角型多条電線管 角型ＴＡＣレックス φ１３０　有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 東拓工業 角型ＴＡＣレックス 径１３０　有効長５．２５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管
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角型多条電線管―ブランド品― 4101290012 角型多条電線管 角型ＴＡＣレックス φ１５０　有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 東拓工業 角型ＴＡＣレックス 径１５０　有効長５．２５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290208 角型多条電線管 角型エフレックス φ５０　有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 古河電気工業 角型エフレックス 径５０　有効長５．２５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290209 角型多条電線管 角型エフレックス φ７５　有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 古河電気工業 角型エフレックス 径７５　有効長５．２５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290210 角型多条電線管 角型エフレックス φ８１　有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 古河電気工業 角型エフレックス 径８１　有効長５．２５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290212 角型多条電線管 角型エフレックス φ１００　有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 古河電気工業 角型エフレックス 径１００　有効長５．２５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290214 角型多条電線管 角型エフレックス φ１３０　有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 古河電気工業 角型エフレックス 径１３０　有効長５．２５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290216 角型多条電線管 角型エフレックス φ１５０　有効長５．２５ｍ（差込継手付き） 古河電気工業 角型エフレックス 径１５０　有効長５．２５ｍ 本 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290314 角型多条電線管 カクフレキ φ３０ 未来工業 カクフレキ 径３０ ｍ 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290302 角型多条電線管 カクフレキ φ５０ 未来工業 カクフレキ 径５０ ｍ 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290304 角型多条電線管 カクフレキ φ８１ 未来工業 カクフレキ 径８１ ｍ 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290306 角型多条電線管 カクフレキ φ１００ 未来工業 カクフレキ 径１００ ｍ 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290316 角型多条電線管 カクフレキ φ１３０ 未来工業 カクフレキ 径１３０ ｍ 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290318 角型多条電線管 カクフレキ φ３０（難燃性） 未来工業 カクフレキ 径３０（難燃性） ｍ 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290308 角型多条電線管 カクフレキ φ５０（難燃性） 未来工業 カクフレキ 径５０（難燃性） ｍ 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290310 角型多条電線管 カクフレキ φ８１（難燃性） 未来工業 カクフレキ 径８１（難燃性） ｍ 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290312 角型多条電線管 カクフレキ φ１００（難燃性） 未来工業 カクフレキ 径１００（難燃性） ｍ 571 ○ ○ 4101 電線管

角型多条電線管―ブランド品― 4101290320 角型多条電線管 カクフレキ φ１３０（難燃性） 未来工業 カクフレキ 径１３０（難燃性） ｍ 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101280010 多段配管システム ジェネレックス 本体長尺管（スペーサ１組付き） φ５０ 標準条長２００ｍ 古河電気工業 ジェネレックス　本体長尺管 スペーサ１組付　径５０ ｍ 571 ○ ○ 4101 電線管
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多段配管システム―ブランド品― 4101280020 多段配管システム ジェネレックス 本体長尺管（スペーサ１組付き） φ８０ 標準条長１００ｍ 古河電気工業 ジェネレックス　本体長尺管 スペーサ１組付　径８０ ｍ 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101280030 多段配管システム ジェネレックス 本体長尺管（スペーサ１組付き） φ１００ 標準条長１００ｍ 古河電気工業 ジェネレックス　本体長尺管 スペーサ１組付　径１００ ｍ 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101280040 多段配管システム ジェネレックス 本体長尺管（スペーサ１組付き） φ１２５ 標準条長５０ｍ 古河電気工業 ジェネレックス　本体長尺管 スペーサ１組付　径１２５ ｍ 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101280050 多段配管システム ジェネレックス 本体長尺管（スペーサ１組付き） φ１５０ 標準条長３０ｍ 古河電気工業 ジェネレックス　本体長尺管 スペーサ１組付　径１５０ ｍ 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101281010 多段配管システム ジェネレックス 本体短尺管（継手，スペーサ５組付き） φ５０ 有効長５ｍ 古河電気工業 ジェネレックス　本体短尺管 継手・スペーサ５組付　径５０ 組 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101281020 多段配管システム ジェネレックス 本体短尺管（継手，スペーサ５組付き） φ８０ 有効長５ｍ 古河電気工業 ジェネレックス　本体短尺管 継手・スペーサ５組付　径８０ 組 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101281030 多段配管システム ジェネレックス 本体短尺管（継手，スペーサ５組付き） φ１００ 有効長５ｍ 古河電気工業 ジェネレックス　本体短尺管 継手・スペーサ５組付　径１００ 組 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101281040 多段配管システム ジェネレックス 本体短尺管（継手，スペーサ５組付き） φ１２５ 有効長５ｍ 古河電気工業 ジェネレックス　本体短尺管 継手・スペーサ５組付　径１２５ 組 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101281050 多段配管システム ジェネレックス 本体短尺管（継手，スペーサ５組付き） φ１５０ 有効長５ｍ 古河電気工業 ジェネレックス　本体短尺管 継手・スペーサ５組付　径１５０ 組 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101282010 多段配管システム ジェネレックス ロングベルマウス φ５０ リングパッキン付き 古河電気工業 ジェネレックスロングベルマウス 径５０　リングパッキン付 組 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101282020 多段配管システム ジェネレックス ロングベルマウス φ８０ リングパッキン付き 古河電気工業 ジェネレックスロングベルマウス 径８０　リングパッキン付 組 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101282030 多段配管システム ジェネレックス ロングベルマウス φ１００ リングパッキン付き 古河電気工業 ジェネレックスロングベルマウス 径１００　リングパッキン付 組 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101282040 多段配管システム ジェネレックス ロングベルマウス φ１２５ リングパッキン付き 古河電気工業 ジェネレックスロングベルマウス 径１２５　リングパッキン付 組 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101282050 多段配管システム ジェネレックス ロングベルマウス φ１５０ リングパッキン付き 古河電気工業 ジェネレックスロングベルマウス 径１５０　リングパッキン付 組 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101283010 多段配管システム ジェネレックス Ｃ型継手 φ５０ リングパッキン付き 古河電気工業 ジェネレックス　Ｃ型継手 径５０　リングパッキン付 組 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101283020 多段配管システム ジェネレックス Ｃ型継手 φ８０ リングパッキン付き 古河電気工業 ジェネレックス　Ｃ型継手 径８０　リングパッキン付 組 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101283030 多段配管システム ジェネレックス Ｃ型継手 φ１００ リングパッキン付き 古河電気工業 ジェネレックス　Ｃ型継手 径１００　リングパッキン付 組 571 ○ ○ 4101 電線管

多段配管システム―ブランド品― 4101283040 多段配管システム ジェネレックス Ｃ型継手 φ１２５ リングパッキン付き 古河電気工業 ジェネレックス　Ｃ型継手 径１２５　リングパッキン付 組 571 ○ ○ 4101 電線管
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多段配管システム―ブランド品― 4101283050 多段配管システム ジェネレックス Ｃ型継手 φ１５０ リングパッキン付き 古河電気工業 ジェネレックス　Ｃ型継手 径１５０　リングパッキン付 組 571 ○ ○ 4101 電線管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011002
多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ４（孔） 縦１５８ｍｍ×横１５８ｍｍ×
長６００ｍｍ １５ｋｇ 杉江製陶

セラダクトＡ　径５４ ４孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011014
多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ４（孔） 縦１５８ｍｍ×横１５８ｍｍ×
長２００ｍｍ ６ｋｇ 杉江製陶

セラダクトＡ　径５４ ４孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011004
多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ４（孔） 縦１５８ｍｍ×横１５８ｍｍ×
長１５０ｍｍ ５ｋｇ 杉江製陶

セラダクトＡ　径５４ ４孔　Ｌ１５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011016
多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ４（孔） 曲管１５°　２００Ｒ ６ｋｇ
杉江製陶

セラダクトＡ　径５４ ４孔　曲管１５度　２００Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011006
多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ６（孔） 縦１５８ｍｍ×横２２６ｍｍ×
長６００ｍｍ ２１ｋｇ 杉江製陶

セラダクトＡ　径５４ ６孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011018
多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ６（孔） 縦１５８ｍｍ×横２２６ｍｍ×
長２００ｍｍ ８ｋｇ 杉江製陶

セラダクトＡ　径５４ ６孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011008
多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ６（孔） 縦１５８ｍｍ×横２２６ｍｍ×
長１５０ｍｍ ６ｋｇ 杉江製陶

セラダクトＡ　径５４ ６孔　Ｌ１５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011020
多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ６（孔） 曲管１５°　２００Ｒ ８ｋｇ
杉江製陶

セラダクトＡ　径５４ ６孔　曲管１５度　２００Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011010
多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ９（孔） 縦２２６ｍｍ×横２２６ｍｍ×
長６００ｍｍ ３１ｋｇ 杉江製陶

セラダクトＡ　径５４ ９孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011022
多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ９（孔） 縦２２６ｍｍ×横２２６ｍｍ×
長２００ｍｍ １２ｋｇ 杉江製陶

セラダクトＡ　径５４ ９孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011012
多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ９（孔） 縦２２６ｍｍ×横２２６ｍｍ×
長１５０ｍｍ ９ｋｇ 杉江製陶

セラダクトＡ　径５４ ９孔　Ｌ１５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011024
多孔陶管（附属品付き） セラダクトＡ（標準型・ボルト締め方式） φ５４ ９（孔） 曲管１５°　２００Ｒ １２ｋｇ
杉江製陶

セラダクトＡ　径５４ ９孔　曲管１５度　２００Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011544
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ７５ ４（孔） 縦２２３ｍｍ×横２
２３ｍｍ×長６００ｍｍ ２９ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト　径７５ ４孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011546
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ７５ ４（孔） 縦２２３ｍｍ×横２
２３ｍｍ×長２００ｍｍ １１ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト　径７５ ４孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011548
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ７５ ４（孔） 縦２２３ｍｍ×横２
２３ｍｍ×長１５０ｍｍ ８ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト　径７５ ４孔　Ｌ１５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011550
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ７５ ６（孔） 縦２２３ｍｍ×横３
１０ｍｍ×長６００ｍｍ ４０ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト　径７５ ６孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011552
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ７５ ６（孔） 縦２２３ｍｍ×横３
１０ｍｍ×長２００ｍｍ １６ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト　径７５ ６孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管
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多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011554
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ７５ ６（孔） 縦２２３ｍｍ×横３
１０ｍｍ×長１５０ｍｍ １２ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト　径７５ ６孔　Ｌ１５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011556
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ７５ ９（孔） 縦３１０ｍｍ×横３
１０ｍｍ×長６００ｍｍ ５６ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト　径７５ ９孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011558
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ７５ ９（孔） 縦３１０ｍｍ×横３
１０ｍｍ×長２００ｍｍ ２１ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト　径７５ ９孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011560
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ７５ ９（孔） 縦３１０ｍｍ×横３
１０ｍｍ×長１５０ｍｍ １５ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト　径７５ ９孔　Ｌ１５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011562
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１００ ２（孔） 縦１６７ｍｍ×横
３１７ｍｍ×長６００ｍｍ ４０ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１００ ２孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011564
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１００ ２（孔） 縦１６７ｍｍ×横
３１７ｍｍ×長２００ｍｍ １５ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１００ ２孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011566
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１００ ２（孔） 縦１６７ｍｍ×横
３１７ｍｍ×長１５０ｍｍ １１ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１００ ２孔　Ｌ１５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011568
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１００ ４（孔） 縦２８９ｍｍ×横
２８９ｍｍ×長６００ｍｍ ５０ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１００ ４孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011570
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１００ ４（孔） 縦２８９ｍｍ×横
２８９ｍｍ×長２００ｍｍ ２１ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１００ ４孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011572
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１００ ４（孔） 縦２８９ｍｍ×横
２８９ｍｍ×長１５０ｍｍ １６ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１００ ４孔　Ｌ１５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011574
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１００ ６（孔） 縦２９０ｍｍ×横
４０６ｍｍ×長６００ｍｍ ６８ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１００ ６孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011576
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１００ ６（孔） 縦２９０ｍｍ×横
４０６ｍｍ×長２００ｍｍ ２９ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１００ ６孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011578
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１００ ６（孔） 縦２９０ｍｍ×横
４０６ｍｍ×長１５０ｍｍ ２１ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１００ ６孔　Ｌ１５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011580
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１２５ ２（孔） 縦１９９ｍｍ×横
３４６ｍｍ×長６００ｍｍ ４７ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１２５ ２孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011582
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１２５ ２（孔） 縦１９９ｍｍ×横
３４６ｍｍ×長２００ｍｍ １５ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１２５ ２孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011584
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１２５ ２（孔） 縦１９９ｍｍ×横
３４６ｍｍ×長１５０ｍｍ １２ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１２５ ２孔　Ｌ１５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011586
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１２５ ４（孔） 縦３４３ｍｍ×横
３４３ｍｍ×長６００ｍｍ ６８ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１２５ ４孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011588
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１２５ ４（孔） 縦３４３ｍｍ×横
３４３ｍｍ×長２００ｍｍ ２６ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１２５ ４孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管
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多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011590
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１２５ ４（孔） 縦３４３ｍｍ×横
３４３ｍｍ×長１５０ｍｍ １９ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１２５ ４孔　Ｌ１５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011592
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１５０ ２（孔） 縦２３４ｍｍ×横
４０９ｍｍ×長６００ｍｍ ６５ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１５０ ２孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011594
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１５０ ２（孔） 縦２３４ｍｍ×横
４０９ｍｍ×長２５０ｍｍ ２７ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１５０ ２孔　Ｌ２５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011596
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１５０ ２（孔） 縦２３４ｍｍ×横
４０９ｍｍ×長２００ｍｍ ２２ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１５０ ２孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011598
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１５０ ４（孔） 縦４１５ｍｍ×横
４１５ｍｍ×長６００ｍｍ ９９ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１５０ ４孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011600
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１５０ ４（孔） 縦４１５ｍｍ×横
４１５ｍｍ×長２５０ｍｍ ４９ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１５０ ４孔　Ｌ２５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111011602
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　コンダクト（標準型・ボルト締め方式） φ１５０ ４（孔） 縦４１５ｍｍ×横
４１５ｍｍ×長２００ｍｍ ３９ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　コンダクト径１５０ ４孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111018002
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用） φ５４ ２（孔） 縦９０ｍｍ×横１６１ｍｍ×長６５０
ｍｍ １０．７ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　ｎｅｏ　径５４ ２孔　Ｌ６５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111018012
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用） φ５４ ２（孔） 曲管１５°　２００Ｒ ３．３ｋｇ 杉
江製陶

セラダクト　ｎｅｏ　径５４ ２孔　曲管１５度　２００Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111018010
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用） φ５４ ３（孔） 縦９０ｍｍ×横２３５ｍｍ×長６５０
ｍｍ １７．０ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　ｎｅｏ　径５４ ３孔　Ｌ６５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111018014
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用） φ５４ ３（孔） 曲管１５°　２００Ｒ ４．８ｋｇ 杉
江製陶

セラダクト　ｎｅｏ　径５４ ３孔　曲管１５度　２００Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111018004
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用） φ５４ ４（孔） 縦１５８ｍｍ×横１５８ｍｍ×長６５
０ｍｍ １６．４ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　ｎｅｏ　径５４ ４孔　Ｌ６５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111018016
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用） φ５４ ４（孔） 曲管１５°　２００Ｒ ５．１ｋｇ 杉
江製陶

セラダクト　ｎｅｏ　径５４ ４孔　曲管１５度　２００Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111018006
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用） φ５４ ６（孔） 縦１５８ｍｍ×横２３０ｍｍ×長６５
０ｍｍ ２３．７ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　ｎｅｏ　径５４ ６孔　Ｌ６５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111018018
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用） φ５４ ６（孔） 曲管１５°　２００Ｒ ７．３ｋｇ 杉
江製陶

セラダクト　ｎｅｏ　径５４ ６孔　曲管１５度　２００Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111018008
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用） φ５４ ９（孔） 縦２３０ｍｍ×横２３０ｍｍ×長６５
０ｍｍ ３３．９ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　ｎｅｏ　径５４ ９孔　Ｌ６５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111018020
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用） φ５４ ９（孔） 曲管１５°　２００Ｒ １０．４ｋｇ
杉江製陶

セラダクト　ｎｅｏ　径５４ ９孔　曲管１５度　２００Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111018502
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用） φ７５ ２（孔） 縦１１３ｍｍ×横２０８ｍｍ×長６５
０ｍｍ １９．０ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　ｎｅｏ　径７５ ２孔　Ｌ６５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管
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多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111018506
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用） φ７５ ２（孔） 曲管１５°　２００Ｒ ５．４ｋｇ 杉
江製陶

セラダクト　ｎｅｏ　径７５ ２孔　曲管１５度　２００Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111018504
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用） φ７５ ４（孔） 縦２０４ｍｍ×横２０４ｍｍ×長６５
０ｍｍ ２４．２ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　ｎｅｏ　径７５ ４孔　Ｌ６５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111018508
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　ｎｅｏ（トンネル用） φ７５ ４（孔） 曲管１５°　２００Ｒ ７．５ｋｇ 杉
江製陶

セラダクト　ｎｅｏ　径７５ ４孔　曲管１５度　２００Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111012510
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　エル・ソタノ（空港用　高強度管） φ７５ ４（孔） 縦２４０ｍｍ×横２４０
ｍｍ×長６００ｍｍ ４０ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　エル・ソタノ径７５ ４孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111012512
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　エル・ソタノ（空港用　高強度管） φ７５ ４（孔） 縦２４０ｍｍ×横２４０
ｍｍ×長２００ｍｍ １５ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　エル・ソタノ径７５ ４孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111012514
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　エル・ソタノ（空港用　高強度管） φ７５ ４（孔） 縦２４０ｍｍ×横２４０
ｍｍ×長１５０ｍｍ １１ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　エル・ソタノ径７５ ４孔　Ｌ１５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111012516
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　エル・ソタノ（空港用　高強度管） φ７５ ４（孔） 曲管５°　２００Ｒ １５
ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　エル・ソタノ径７５ ４孔　曲管５度　２００Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111012518
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　エル・ソタノ（空港用　高強度管） φ７５ ６（孔） 縦２４２ｍｍ×横３４２
ｍｍ×長６００ｍｍ ５７ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　エル・ソタノ径７５ ６孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111012520
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　エル・ソタノ（空港用　高強度管） φ７５ ６（孔） 縦２４２ｍｍ×横３４２
ｍｍ×長２００ｍｍ ２１ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　エル・ソタノ径７５ ６孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111012522
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　エル・ソタノ（空港用　高強度管） φ７５ ６（孔） 縦２４２ｍｍ×横３４２
ｍｍ×長１５０ｍｍ １６ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　エル・ソタノ径７５ ６孔　Ｌ１５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111012524
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　エル・ソタノ（空港用　高強度管） φ７５ ６（孔） 曲管５°　２００Ｒ ２１
ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　エル・ソタノ径７５ ６孔　曲管５度　２００Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111017514
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　タモクト（電線共同溝用） １２（孔） 縦２３９ｍｍ×横２３９ｍｍ×長６００
ｍｍ ３７ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　タモクト １２孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111017516
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　タモクト（電線共同溝用） １２（孔） 縦２３９ｍｍ×横２３９ｍｍ×長２００
ｍｍ １３ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　タモクト １２孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111017518
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　タモクト（電線共同溝用） １２（孔） 縦２３９ｍｍ×横２３９ｍｍ×長１５０
ｍｍ １０ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　タモクト １２孔　Ｌ１５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111017520 多孔陶管（附属品付き） セラダクト　タモクト（電線共同溝用） １２（孔） 曲管５°　２００Ｒ １３ｋｇ 杉江製陶 セラダクト　タモクト １２孔　曲管５度　２００Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111017522
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　タモクト（電線共同溝用） １２（孔） 曲管１５°　２００Ｒ １３ｋｇ 杉江製
陶

セラダクト　タモクト １２孔　曲管１５度　２００Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111017523 多孔陶管（附属品付き） セラダクト　タモクト（電線共同溝用） １２（孔） 曲管６°　２５０Ｒ １５ｋｇ 杉江製陶 セラダクト　タモクト １２孔　曲管６度　２５０Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111017524
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　タモクト（電線共同溝用） １２（孔） 伸縮管　長２００ｍｍ ６．５ｋｇ 杉江
製陶

セラダクト　タモクト １２孔　伸縮管　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管
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多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111017502
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　タモクト（電線共同溝用） １６（孔） 縦２６７ｍｍ×横２６７ｍｍ×長６００
ｍｍ ５２ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　タモクト １６孔　Ｌ６００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111017504
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　タモクト（電線共同溝用） １６（孔） 縦２６７ｍｍ×横２６７ｍｍ×長２００
ｍｍ １９ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　タモクト １６孔　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111017506
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　タモクト（電線共同溝用） １６（孔） 縦２６７ｍｍ×横２６７ｍｍ×長１５０
ｍｍ １４ｋｇ 杉江製陶

セラダクト　タモクト １６孔　Ｌ１５０ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111017508 多孔陶管（附属品付き） セラダクト　タモクト（電線共同溝用） １６（孔） 曲管５°　２００Ｒ １９ｋｇ 杉江製陶 セラダクト　タモクト １６孔　曲管５度　２００Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111017510
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　タモクト（電線共同溝用） １６（孔） 曲管１５°　２００Ｒ １９ｋｇ 杉江製
陶

セラダクト　タモクト １６孔　曲管１５度　２００Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111017511 多孔陶管（附属品付き） セラダクト　タモクト（電線共同溝用） １６（孔） 曲管６°　２５０Ｒ ２３ｋｇ 杉江製陶 セラダクト　タモクト １６孔　曲管６度　２５０Ｒ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

多孔陶管（附属品付き）―ブランド品― 4111017512
多孔陶管（附属品付き） セラダクト　タモクト（電線共同溝用） １６（孔） 伸縮管　長２００ｍｍ ６．５ｋｇ 杉江
製陶

セラダクト　タモクト １６孔　伸縮管　Ｌ２００ｍｍ 組 572 ○ ○ 4111 多孔陶管

電線共同溝用管路材 4101262040 電線共同溝用管路材 ボディ管 直管（ゴム輪受口） φ２００ 有効長５ｍ ５２．９７ｋｇ／本 ボディ管　直管 径２００　有効長５ｍ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101262045 電線共同溝用管路材 ボディ管 曲管（ゴム輪受口） φ２００ 有効長１ｍ　５Ｒ　１０Ｒ １２．５６ｋｇ／本 ボディ管　曲管 径２００有効長１ｍ５Ｒ　１０Ｒ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101262050 電線共同溝用管路材 ボディ管 スライド管 φ２００ 全長１ｍ ボディ管　スライド管 径２００　全長１ｍ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101262055 電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータス管 φ２００ 起点側 ボディ管　ロータス管 径２００　起点側 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101262060 電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータス管 φ２００ 終点側 ボディ管　ロータス管 径２００　終点側 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101262061 電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータス管 φ２００ ボルト固定式 ボディ管　ロータス管 径２００　ボルト固定式 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101262065 電線共同溝用管路材 ボディ管 ダクトスリーブ φ２００ ボディ管　ダクトスリーブ 径２００ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101262066 電線共同溝用管路材 ボディ管 ダクトスリーブ φ２００ インサート付 ボディ管　ダクトスリーブ 径２００　インサート付 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101262070 電線共同溝用管路材 ボディ管 管枕 φ２００ ３００ｍｍピッチ ボディ管　管枕 径２００　３００ｍｍピッチ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101262005 電線共同溝用管路材 ボディ管 直管（ゴム輪受口） φ２５０ 有効長５ｍ ８１．２８ｋｇ／本 ボディ管　直管 径２５０　有効長５ｍ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101262010 電線共同溝用管路材 ボディ管 曲管（ゴム輪受口） φ２５０ 有効長１ｍ　５Ｒ　１０Ｒ １９．６５ｋｇ／本 ボディ管　曲管 径２５０有効長１ｍ５Ｒ　１０Ｒ 本 573 ○ ○ 4101 電線管
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電線共同溝用管路材 4101262015 電線共同溝用管路材 ボディ管 スライド管 φ２５０ 全長１ｍ ボディ管　スライド管 径２５０　全長１ｍ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101262020 電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータス管 φ２５０ 起点側 ボディ管　ロータス管 径２５０　起点側 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101262025 電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータス管 φ２５０ 終点側 ボディ管　ロータス管 径２５０　終点側 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101262026 電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータス管 φ２５０ ボルト固定式 ボディ管　ロータス管 径２５０　ボルト固定式 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101262030 電線共同溝用管路材 ボディ管 ダクトスリーブ φ２５０ ボディ管　ダクトスリーブ 径２５０ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101262031 電線共同溝用管路材 ボディ管 ダクトスリーブ φ２５０ インサート付 ボディ管　ダクトスリーブ 径２５０　インサート付 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101262035 電線共同溝用管路材 ボディ管 管枕 φ２５０ ３５０ｍｍピッチ ボディ管　管枕 径２５０　３５０ｍｍピッチ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101260005 電線共同溝用管路材 フリーアクセス管 直管（ゴム輪受口） φ１５０ 有効長５ｍ ３４．７８ｋｇ／本 フリーアクセス管　直管 径１５０　有効長５ｍ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101260010 電線共同溝用管路材 フリーアクセス管 曲管（ゴム輪受口） φ１５０ 有効長１ｍ　５Ｒ　１０Ｒ ８．０７ｋｇ／本 フリーアクセス管　曲管 径１５０有効長１ｍ５Ｒ　１０Ｒ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101260015 電線共同溝用管路材 フリーアクセス管 分岐管 φ１５０ １５０×５０　ステンレスバンド２個付き フリーアクセス管　分岐管 径１５０　１５０×５０ 組 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101260020 電線共同溝用管路材 フリーアクセス管 ダクトスリーブ φ１５０ フリーアクセス管ダクトスリーブ 径１５０ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101260025 電線共同溝用管路材 フリーアクセス管 管枕 φ１５０ ２２０ｍｍピッチ フリーアクセス管　管枕 径１５０　２２０ｍｍピッチ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101261005 電線共同溝用管路材 通信用ＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１００ 有効長５ｍ １７．６２ｋｇ／本 通信用ＶＰ管　直管 径１００　有効長５ｍ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101261010 電線共同溝用管路材 通信用ＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１００ 有効長１ｍ　５Ｒ　１０Ｒ ４．０３ｋｇ／本 通信用ＶＰ管　曲管 径１００有効長１ｍ５Ｒ　１０Ｒ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101261015 電線共同溝用管路材 通信用ＶＰ管 分岐管 φ１００ １００×５０　ステンレスバンド２個付き 通信用ＶＰ管　分岐管 径１００　１００×５０ 組 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101261020 電線共同溝用管路材 通信用ＶＰ管 ダクトスリーブ φ１００ 通信用ＶＰ管　ダクトスリーブ 径１００ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101261025 電線共同溝用管路材 通信用ＶＰ管 管枕 φ１００ １５０ｍｍピッチ 通信用ＶＰ管　管枕 径１００　１５０ｍｍピッチ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101264015 電線共同溝用管路材 Ｐ－Ｖカン 直管（ゴム輪受口） φ５０ 有効長５ｍ ５．７６ｋｇ／本 Ｐ－Ｖカン　直管 径５０　有効長５ｍ 本 573 ○ ○ 4101 電線管
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電線共同溝用管路材 4101264020 電線共同溝用管路材 Ｐ－Ｖカン 曲管（ゴム輪受口） φ５０ 有効長１ｍ　５Ｒ　１０Ｒ １．３７ｋｇ／本 Ｐ－Ｖカン　曲管 径５０　有効長１ｍ５Ｒ　１０Ｒ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101269005 電線共同溝用管路材 Ｐ－Ｖカン 異径管差込継手 ２５－５０ｍｍ Ｐ－Ｖカン　異径管差込継手 ２５－５０ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101269010 電線共同溝用管路材 Ｐ－Ｖカン ＶカンＰツギテ φ５０ Ｐ－Ｖカン　ＶカンＰツギテ 径５０ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101264005 電線共同溝用管路材 Ｐ－Ｖカン 直管（ゴム輪受口） φ７５ 有効長５ｍ １３．７１ｋｇ／本 Ｐ－Ｖカン　直管　径７５ 径７５　有効長５ｍ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101264010 電線共同溝用管路材 Ｐ－Ｖカン 曲管（ゴム輪受口） φ７５ 有効長１ｍ　５Ｒ　１０Ｒ ３．２８ｋｇ／本 Ｐ－Ｖカン　曲管　径７５ 径７５　有効長１ｍ５Ｒ　１０Ｒ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101310002 電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１００ 有効長５ｍ １７．２４ｋｇ／本 ＣＣＶＰ管　直管 径１００　有効長５ｍ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101310004 電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１００ 有効長１ｍ　５Ｒ　１０Ｒ ３．９４ｋｇ／本 ＣＣＶＰ管　曲管 径１００有効長１ｍ５Ｒ　１０Ｒ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101310006 電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 ダクトスリーブ φ１００ ＣＣＶＰ管　ダクトスリーブ 径１００ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101310008 電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 管枕 φ１００ １７５ｍｍピッチ ＣＣＶＰ管　管枕 径１００　１７５ｍｍピッチ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101310010 電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１２５ 有効長５ｍ ２５．９０ｋｇ／本 ＣＣＶＰ管　直管 径１２５　有効長５ｍ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101310012 電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１２５ 有効長１ｍ　５Ｒ　１０Ｒ ５．９１ｋｇ／本 ＣＣＶＰ管　曲管 径１２５有効長１ｍ５Ｒ　１０Ｒ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101310014 電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 ダクトスリーブ φ１２５ ＣＣＶＰ管　ダクトスリーブ 径１２５ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101310016 電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 管枕 φ１２５ １８５ｍｍピッチ ＣＣＶＰ管　管枕 径１２５　１８５ｍｍピッチ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101310018 電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１３０ 有効長５ｍ ２８．０６ｋｇ／本 ＣＣＶＰ管　直管 径１３０　有効長５ｍ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101310020 電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１３０ 有効長１ｍ　５Ｒ　１０Ｒ ６．４０ｋｇ／本 ＣＣＶＰ管　曲管 径１３０有効長１ｍ５Ｒ　１０Ｒ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101310022 電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 ダクトスリーブ φ１３０ ＣＣＶＰ管　ダクトスリーブ 径１３０ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101310024 電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 管枕 φ１３０ １７５ｍｍピッチ ＣＣＶＰ管　管枕 径１３０　１７５ｍｍピッチ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101311002 電線共同溝用管路材 ＥＣＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１００ 有効長５ｍ １８．２ｋｇ／本 ＥＣＶＰ管　直管 径１００　有効長５ｍ 本 573 ○ ○ 4101 電線管
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電線共同溝用管路材 4101311004 電線共同溝用管路材 ＥＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１００ 有効長１ｍ　５Ｒ　１０Ｒ ４．１７ｋｇ／本 ＥＣＶＰ管　曲管 径１００有効長１ｍ５Ｒ　１０Ｒ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101311006 電線共同溝用管路材 ＥＣＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１３０ 有効長５ｍ ２９．７ｋｇ／本 ＥＣＶＰ管　直管 径１３０　有効長５ｍ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101311008 電線共同溝用管路材 ＥＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１３０ 有効長１ｍ　５Ｒ　１０Ｒ ６．３８ｋｇ／本 ＥＣＶＰ管　曲管 径１３０有効長１ｍ５Ｒ　１０Ｒ 本 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管 4101071002 合成樹脂製可とう電線管 ＣＤ管 １４ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ ＣＤ管 １４ｍｍ ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管 4101071004 合成樹脂製可とう電線管 ＣＤ管 １６ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ ＣＤ管 １６ｍｍ ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管 4101071008 合成樹脂製可とう電線管 ＣＤ管 ２２ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ ＣＤ管 ２２ｍｍ ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管 4101071010 合成樹脂製可とう電線管 ＣＤ管 ２８ｍｍ ３０ｍ／巻 ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ ＣＤ管 ２８ｍｍ ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管 4101071012 合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｓ管（一重管） １４ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ ＰＦ－Ｓ管 １４ｍｍ　一重管 ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管 4101071014 合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｓ管（一重管） １６ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ ＰＦ－Ｓ管 １６ｍｍ　一重管 ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管 4101071016 合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｓ管（一重管） ２２ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ ＰＦ－Ｓ管 ２２ｍｍ　一重管 ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管 4101071018 合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｓ管（一重管） ２８ｍｍ ３０ｍ／巻 ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ ＰＦ－Ｓ管 ２８ｍｍ　一重管 ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管 4101072502 合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｄ管（二重管） １４ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ ＰＦ－Ｄ管 １４ｍｍ　二重管 ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管 4101072504 合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｄ管（二重管） １６ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ ＰＦ－Ｄ管 １６ｍｍ　二重管 ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管 4101072506 合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｄ管（二重管） ２２ｍｍ ５０ｍ／巻 ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ ＰＦ－Ｄ管 ２２ｍｍ　二重管 ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管 4101072508 合成樹脂製可とう電線管 ＰＦ－Ｄ管（二重管） ２８ｍｍ ３０ｍ／巻 ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ ＰＦ－Ｄ管 ２８ｍｍ　二重管 ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101073002 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 一重波付ＰＦ管 ３６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ 一重波付ＰＦ管 ３６ｍｍ ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101081402 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コネクタ ３６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ コネクタ ３６ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101082402 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 カップリング ３６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ カップリング ３６ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管
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合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101086202
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ３６ｍｍ ＣＤ管　ＪＩＳ　Ｃ　８４１
２

コンビネーションカップリング ＣＤ管　３６ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101086218
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ３６ｍｍ ＶＥ管　ＪＩＳ　Ｃ　８４１
２

コンビネーションカップリング ＶＥ管　３６ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101087002 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ベルマウス ３６ｍｍ ベルマウス ３６ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101085202 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ブッシング ３６ｍｍ ブッシング ３６ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101088002 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 サドル ３６ｍｍ サドル ３６ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101073004 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 一重波付ＰＦ管 ４２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ 一重波付ＰＦ管 ４２ｍｍ ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101081404 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コネクタ ４２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ コネクタ ４２ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101082404 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 カップリング ４２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ カップリング ４２ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101086204
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ４２ｍｍ ＣＤ管　ＪＩＳ　Ｃ　８４１
２

コンビネーションカップリング ＣＤ管　４２ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101086220
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ４２ｍｍ ＶＥ管　ＪＩＳ　Ｃ　８４１
２

コンビネーションカップリング ＶＥ管　４２ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101087004 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ベルマウス ４２ｍｍ ベルマウス ４２ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101085204 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ブッシング ４２ｍｍ ブッシング ４２ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101088004 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 サドル ４２ｍｍ サドル ４２ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101073006 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 一重波付ＰＦ管 ５４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ 一重波付ＰＦ管 ５４ｍｍ ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101081406 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コネクタ ５４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ コネクタ ５４ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101082406 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 カップリング ５４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ カップリング ５４ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101086206
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ５４ｍｍ ＣＤ管　ＪＩＳ　Ｃ　８４１
２

コンビネーションカップリング ＣＤ管　５４ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101086222
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ５４ｍｍ ＶＥ管　ＪＩＳ　Ｃ　８４１
２

コンビネーションカップリング ＶＥ管　５４ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管
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合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101087006 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ベルマウス ５４ｍｍ ベルマウス ５４ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101085206 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ブッシング ５４ｍｍ ブッシング ５４ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101088006 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 サドル ５４ｍｍ サドル ５４ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101073008 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 一重波付ＰＦ管 ７０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ 一重波付ＰＦ管 ７０ｍｍ ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101081408 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コネクタ ７０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ コネクタ ７０ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101082408 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 カップリング ７０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ カップリング ７０ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101086208
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ７０ｍｍ ＣＤ管　ＪＩＳ　Ｃ　８４１
２

コンビネーションカップリング ＣＤ管　７０ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101086224
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ７０ｍｍ ＶＥ管　ＪＩＳ　Ｃ　８４１
２

コンビネーションカップリング ＶＥ管　７０ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101087008 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ベルマウス ７０ｍｍ ベルマウス ７０ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101085208 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ブッシング ７０ｍｍ ブッシング ７０ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101088008 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 サドル ７０ｍｍ サドル ７０ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101073010 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 一重波付ＰＦ管 ８２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１１ 一重波付ＰＦ管 ８２ｍｍ ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101081410 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コネクタ ８２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ コネクタ ８２ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101082410 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 カップリング ８２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ カップリング ８２ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101086210
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ８２ｍｍ ＣＤ管　ＪＩＳ　Ｃ　８４１
２

コンビネーションカップリング ＣＤ管　８２ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101086226
合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング ８２ｍｍ ＶＥ管　ＪＩＳ　Ｃ　８４１
２

コンビネーションカップリング ＶＥ管　８２ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101087010 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ベルマウス ８２ｍｍ ベルマウス ８２ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101085210 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ブッシング ８２ｍｍ ブッシング ８２ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管
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合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101088010 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 サドル ８２ｍｍ サドル ８２ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101073012 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 一重波付ＰＦ管 １００ｍｍ 一重波付ＰＦ管 １００ｍｍ ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101081412 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コネクタ １００ｍｍ コネクタ １００ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101082412 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 カップリング １００ｍｍ カップリング １００ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101086212 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング １００ｍｍ ＣＤ管 コンビネーションカップリング ＣＤ管　１００ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101086228 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング １００ｍｍ ＶＥ管 コンビネーションカップリング ＶＥ管　１００ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101087012 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ベルマウス １００ｍｍ ベルマウス １００ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101085212 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ブッシング １００ｍｍ ブッシング １００ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101088012 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 サドル １００ｍｍ サドル １００ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101073014 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 一重波付ＰＦ管 １２５ｍｍ 一重波付ＰＦ管 １２５ｍｍ ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101081414 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コネクタ １２５ｍｍ コネクタ １２５ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101082414 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 カップリング １２５ｍｍ カップリング １２５ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101086214 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング １２５ｍｍ ＣＤ管 コンビネーションカップリング ＣＤ管　１２５ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101086230 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング １２５ｍｍ ＶＥ管 コンビネーションカップリング ＶＥ管　１２５ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101087014 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ベルマウス １２５ｍｍ ベルマウス １２５ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101085214 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ブッシング １２５ｍｍ ブッシング １２５ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101088014 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 サドル １２５ｍｍ サドル １２５ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101073016 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 一重波付ＰＦ管 １５０ｍｍ 一重波付ＰＦ管 １５０ｍｍ ｍ 573 ○ ○ 4101 電線管
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合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101081416 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コネクタ １５０ｍｍ コネクタ １５０ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101082416 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 カップリング １５０ｍｍ カップリング １５０ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101086216 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング １５０ｍｍ ＣＤ管 コンビネーションカップリング ＣＤ管　１５０ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101086232 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 コンビネーションカップリング １５０ｍｍ ＶＥ管 コンビネーションカップリング ＶＥ管　１５０ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101087016 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ベルマウス １５０ｍｍ ベルマウス １５０ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101085216 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 ブッシング １５０ｍｍ ブッシング １５０ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 4101088016 合成樹脂製可とう電線管（大口径）及び附属品 サドル １５０ｍｍ サドル １５０ｍｍ 個 573 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101090002 波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） ３０ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　３０ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101090004 波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） ４０ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　４０ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101090006 波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） ５０ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　５０ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101090008 波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） ６５ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　６５ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101090010 波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） ８０ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　８０ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101090012 波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） １００ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　１００ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101090014 波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） １２５ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　１２５ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101090016 波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） １５０ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　１５０ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101090018 波付硬質合成樹脂管 ＦＥＰ（波付硬質ポリエチレン管） ２００ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 ＦＥＰ　２００ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101091002 波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管） ３０ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　３０ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101091004 波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管） ４０ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　４０ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管
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波付硬質合成樹脂管 4101091006 波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管） ５０ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　５０ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101091008 波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管） ６５ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　６５ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101091010 波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管） ８０ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　８０ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101091012 波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管） １００ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　１００ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101091014 波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管） １２５ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　１２５ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101091016 波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管） １５０ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　１５０ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管 4101091018 波付硬質合成樹脂管 難燃ＦＥＰ（難燃性波付硬質ポリエチレン管） ２００ｍｍ 波付硬質ポリエチレン管 難燃ＦＥＰ　２００ｍｍ ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052002 金属製可とう電線管 １０ｍｍ 被覆無し ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 １０ｍｍ　被覆無し ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052004 金属製可とう電線管 １２ｍｍ 被覆無し ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 １２ｍｍ　被覆無し ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052006 金属製可とう電線管 １５ｍｍ 被覆無し ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 １５ｍｍ　被覆無し ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052008 金属製可とう電線管 １７ｍｍ 被覆無し ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 １７ｍｍ　被覆無し ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052010 金属製可とう電線管 ２４ｍｍ 被覆無し ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 ２４ｍｍ　被覆無し ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052012 金属製可とう電線管 ３０ｍｍ 被覆無し ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 ３０ｍｍ　被覆無し ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052014 金属製可とう電線管 ３８ｍｍ 被覆無し ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 ３８ｍｍ　被覆無し ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052016 金属製可とう電線管 ５０ｍｍ 被覆無し ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 ５０ｍｍ　被覆無し ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052018 金属製可とう電線管 ６３ｍｍ 被覆無し ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 ６３ｍｍ　被覆無し ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052020 金属製可とう電線管 ７６ｍｍ 被覆無し ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 ７６ｍｍ　被覆無し ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052022 金属製可とう電線管 ８３ｍｍ 被覆無し ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 ８３ｍｍ　被覆無し ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管
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金属製可とう電線管 4101052024 金属製可とう電線管 １０１ｍｍ 被覆無し ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 １０１ｍｍ　被覆無し ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052502 金属製可とう電線管 １０ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 １０ｍｍ　ビニル被覆 ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052504 金属製可とう電線管 １２ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 １２ｍｍ　ビニル被覆 ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052506 金属製可とう電線管 １５ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 １５ｍｍ　ビニル被覆 ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052508 金属製可とう電線管 １７ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 １７ｍｍ　ビニル被覆 ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052510 金属製可とう電線管 ２４ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 ２４ｍｍ　ビニル被覆 ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052512 金属製可とう電線管 ３０ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 ３０ｍｍ　ビニル被覆 ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052514 金属製可とう電線管 ３８ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 ３８ｍｍ　ビニル被覆 ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052516 金属製可とう電線管 ５０ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 ５０ｍｍ　ビニル被覆 ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052518 金属製可とう電線管 ６３ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 ６３ｍｍ　ビニル被覆 ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052520 金属製可とう電線管 ７６ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 ７６ｍｍ　ビニル被覆 ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052522 金属製可とう電線管 ８３ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 ８３ｍｍ　ビニル被覆 ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管 4101052524 金属製可とう電線管 １０１ｍｍ ビニル被覆 ＪＩＳ　Ｃ　８３０９ 金属製可とう電線管 １０１ｍｍ　ビニル被覆 ｍ 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101111002 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） １６ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　１６ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101111004 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） ２２ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　２２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101111006 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） ２８ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　２８ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101111008 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） ３６ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　３６ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101111010 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） ４２ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　４２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

1746 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101111012 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） ５４ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　５４ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101111014 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） ７０ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　７０ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101111016 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） ８２ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　８２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101111018 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） ９２ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　９２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101111020 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ポリエチライニング鋼管（厚鋼） １０４ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 厚鋼　１０４ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101112002 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 １６ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 ねじ無　１６ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101112004 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 ２２ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 ねじ無　２２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101112006 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 ２８ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 ねじ無　２８ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101112008 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 ３６ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 ねじ無　３６ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101112010 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 ４２ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 ねじ無　４２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101112012 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 ５４ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 ねじ無　５４ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101112014 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 ７０ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 ねじ無　７０ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101112016 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 ８２ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 ねじ無　８２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101112018 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 ９２ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 ねじ無　９２ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 4101112020 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ネジ無ポリエチライニング鋼管 １０４ｍｍ　３．６６ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３８０ ポリエチレンライニング鋼管 ねじ無１０４ｍｍ　Ｌ３．６６ｍ 本 574 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131002 可とう電線保護管 波付 １６ｍｍ 可とう電線保護管 波付　１６ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131004 可とう電線保護管 波付 １９ｍｍ 可とう電線保護管 波付　１９ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131006 可とう電線保護管 波付 ２５ｍｍ 可とう電線保護管 波付　２５ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管
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可とう電線保護管 4101131008 可とう電線保護管 波付 ３２ｍｍ 可とう電線保護管 波付　３２ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131010 可とう電線保護管 波付 ３８ｍｍ 可とう電線保護管 波付　３８ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131012 可とう電線保護管 波付 ４２ｍｍ 可とう電線保護管 波付　４２ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131014 可とう電線保護管 波付 ５０ｍｍ 可とう電線保護管 波付　５０ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131016 可とう電線保護管 波付 ６３ｍｍ 可とう電線保護管 波付　６３ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131018 可とう電線保護管 波付 ７５ｍｍ 可とう電線保護管 波付　７５ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131202 可とう電線保護管 平滑 １６ｍｍ 可とう電線保護管 平滑　１６ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131204 可とう電線保護管 平滑 １９ｍｍ 可とう電線保護管 平滑　１９ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131206 可とう電線保護管 平滑 ２５ｍｍ 可とう電線保護管 平滑　２５ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131208 可とう電線保護管 平滑 ３２ｍｍ 可とう電線保護管 平滑　３２ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131210 可とう電線保護管 平滑 ３８ｍｍ 可とう電線保護管 平滑　３８ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131212 可とう電線保護管 平滑 ４２ｍｍ 可とう電線保護管 平滑　４２ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131214 可とう電線保護管 平滑 ５０ｍｍ 可とう電線保護管 平滑　５０ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131216 可とう電線保護管 平滑 ６３ｍｍ 可とう電線保護管 平滑　６３ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

可とう電線保護管 4101131218 可とう電線保護管 平滑 ７５ｍｍ 可とう電線保護管 平滑　７５ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101201002 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 パイプ（３．６６ｍ） １６ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管　厚鋼 パイプ（３．６６ｍ）　１６ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211002 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ノーマルベンド １６ｍｍ パナソニックＳＰＴ ノーマルベンド　厚鋼 １６ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212002 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 カップリング １６ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　厚鋼 １６ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管
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ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101213002 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ロックナット １６ｍｍ パナソニックＳＰＴ ロックナット　厚鋼 １６ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101214002 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 サドル １６ｍｍ パナソニックＳＰＴ サドル　厚鋼 １６ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101201004 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 パイプ（３．６６ｍ） ２２ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管　厚鋼 パイプ（３．６６ｍ）　２２ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211004 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ノーマルベンド ２２ｍｍ パナソニックＳＰＴ ノーマルベンド　厚鋼 ２２ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212004 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 カップリング ２２ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　厚鋼 ２２ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101213004 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ロックナット ２２ｍｍ パナソニックＳＰＴ ロックナット　厚鋼 ２２ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101214004 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 サドル ２２ｍｍ パナソニックＳＰＴ サドル　厚鋼 ２２ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101201006 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 パイプ（３．６６ｍ） ２８ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管　厚鋼 パイプ（３．６６ｍ）　２８ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211006 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ノーマルベンド ２８ｍｍ パナソニックＳＰＴ ノーマルベンド　厚鋼 ２８ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212006 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 カップリング ２８ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　厚鋼 ２８ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101213006 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ロックナット ２８ｍｍ パナソニックＳＰＴ ロックナット　厚鋼 ２８ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101214006 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 サドル ２８ｍｍ パナソニックＳＰＴ サドル　厚鋼 ２８ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101201008 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 パイプ（３．６６ｍ） ３６ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管　厚鋼 パイプ（３．６６ｍ）　３６ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211008 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ノーマルベンド ３６ｍｍ パナソニックＳＰＴ ノーマルベンド　厚鋼 ３６ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212008 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 カップリング ３６ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　厚鋼 ３６ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101213008 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ロックナット ３６ｍｍ パナソニックＳＰＴ ロックナット　厚鋼 ３６ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101214008 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 サドル ３６ｍｍ パナソニックＳＰＴ サドル　厚鋼 ３６ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101201010 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 パイプ（３．６６ｍ） ４２ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管　厚鋼 パイプ（３．６６ｍ）　４２ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管
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ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211010 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ノーマルベンド ４２ｍｍ パナソニックＳＰＴ ノーマルベンド　厚鋼 ４２ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212010 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 カップリング ４２ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　厚鋼 ４２ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101213010 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ロックナット ４２ｍｍ パナソニックＳＰＴ ロックナット　厚鋼 ４２ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101214010 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 サドル ４２ｍｍ パナソニックＳＰＴ サドル　厚鋼 ４２ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101201012 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 パイプ（３．６６ｍ） ５４ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管　厚鋼 パイプ（３．６６ｍ）　５４ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211012 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ノーマルベンド ５４ｍｍ パナソニックＳＰＴ ノーマルベンド　厚鋼 ５４ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212012 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 カップリング ５４ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　厚鋼 ５４ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101213012 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ロックナット ５４ｍｍ パナソニックＳＰＴ ロックナット　厚鋼 ５４ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101214012 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 サドル ５４ｍｍ パナソニックＳＰＴ サドル　厚鋼 ５４ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101201014 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 パイプ（３．６６ｍ） ７０ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管　厚鋼 パイプ（３．６６ｍ）　７０ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211014 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ノーマルベンド ７０ｍｍ パナソニックＳＰＴ ノーマルベンド　厚鋼 ７０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212014 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 カップリング ７０ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　厚鋼 ７０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101213014 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ロックナット ７０ｍｍ パナソニックＳＰＴ ロックナット　厚鋼 ７０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101214014 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 サドル ７０ｍｍ パナソニックＳＰＴ サドル　厚鋼 ７０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101201016 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 パイプ（３．６６ｍ） ８２ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管　厚鋼 パイプ（３．６６ｍ）　８２ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211016 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ノーマルベンド ８２ｍｍ パナソニックＳＰＴ ノーマルベンド　厚鋼 ８２ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212016 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 カップリング ８２ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　厚鋼 ８２ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101213016 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ロックナット ８２ｍｍ パナソニックＳＰＴ ロックナット　厚鋼 ８２ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管
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ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101214016 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 サドル ８２ｍｍ パナソニックＳＰＴ サドル　厚鋼 ８２ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101201020 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 パイプ（３．６６ｍ） １０４ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管　厚鋼 パイプ（３．６６ｍ）１０４ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211020 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ノーマルベンド １０４ｍｍ パナソニックＳＰＴ ノーマルベンド　厚鋼 １０４ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212020 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 カップリング １０４ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　厚鋼 １０４ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101213020 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 ロックナット １０４ｍｍ パナソニックＳＰＴ ロックナット　厚鋼 １０４ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101214020 ステンレス製電線管及び附属品 厚鋼 サドル １０４ｍｍ パナソニックＳＰＴ サドル　厚鋼 １０４ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101202002 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 パイプ（３．６６ｍ） １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管　薄鋼 パイプ（３．６６ｍ）　１９ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211502 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 ノーマルベンド １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ ノーマルベンド　薄鋼 １９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212502 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 カップリング １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　薄鋼 １９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101213502 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 ロックナット １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ ロックナット　薄鋼 １９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101214502 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 サドル １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ サドル　薄鋼 １９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101202004 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 パイプ（３．６６ｍ） ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管　薄鋼 パイプ（３．６６ｍ）　２５ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211504 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 ノーマルベンド ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ ノーマルベンド　薄鋼 ２５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212504 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 カップリング ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　薄鋼 ２５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101213504 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 ロックナット ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ ロックナット　薄鋼 ２５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101214504 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 サドル ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ サドル　薄鋼 ２５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101202006 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 パイプ（３．６６ｍ） ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管　薄鋼 パイプ（３．６６ｍ）　３１ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211506 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 ノーマルベンド ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ ノーマルベンド　薄鋼 ３１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管
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ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212506 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 カップリング ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　薄鋼 ３１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101213506 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 ロックナット ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ ロックナット　薄鋼 ３１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101214506 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 サドル ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ サドル　薄鋼 ３１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101202008 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 パイプ（３．６６ｍ） ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管　薄鋼 パイプ（３．６６ｍ）　３９ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211508 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 ノーマルベンド ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ ノーマルベンド　薄鋼 ３９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212508 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 カップリング ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　薄鋼 ３９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101213508 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 ロックナット ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ ロックナット　薄鋼 ３９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101214508 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 サドル ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ サドル　薄鋼 ３９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101202010 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 パイプ（３．６６ｍ） ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管　薄鋼 パイプ（３．６６ｍ）　５１ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211510 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 ノーマルベンド ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ ノーマルベンド　薄鋼 ５１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212510 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 カップリング ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　薄鋼 ５１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101213510 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 ロックナット ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ ロックナット　薄鋼 ５１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101214510 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 サドル ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ サドル　薄鋼 ５１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101202012 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 パイプ（３．６６ｍ） ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管　薄鋼 パイプ（３．６６ｍ）　７５ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211512 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 ノーマルベンド ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ ノーマルベンド　薄鋼 ７５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212512 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 カップリング ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　薄鋼 ７５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101213512 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 ロックナット ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ ロックナット　薄鋼 ７５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101214512 ステンレス製電線管及び附属品 薄鋼 サドル ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ サドル　薄鋼 ７５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管
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ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101203002 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし パイプ（３．６６ｍ） １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管ねじなし パイプ（３．６６ｍ）　１９ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211802 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし ねじなしノーマルベンド １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ ねじなしノーマルベンド １９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212802 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし カップリング １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　ねじなし １９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101215802 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし コネクタ １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ コネクタ　ねじなし １９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101216802 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水カップリング １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ 防水カップリング　ねじなし １９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101217802 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水コネクタ １９ｍｍ パナソニックＳＰＴ 防水コネクタ　ねじなし １９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101203004 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし パイプ（３．６６ｍ） ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管ねじなし パイプ（３．６６ｍ）　２５ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211804 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし ねじなしノーマルベンド ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ ねじなしノーマルベンド ２５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212804 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし カップリング ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　ねじなし ２５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101215804 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし コネクタ ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ コネクタ　ねじなし ２５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101216804 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水カップリング ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ 防水カップリング　ねじなし ２５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101217804 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水コネクタ ２５ｍｍ パナソニックＳＰＴ 防水コネクタ　ねじなし ２５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101203006 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし パイプ（３．６６ｍ） ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管ねじなし パイプ（３．６６ｍ）　３１ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211806 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし ねじなしノーマルベンド ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ ねじなしノーマルベンド ３１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212806 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし カップリング ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　ねじなし ３１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101215806 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし コネクタ ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ コネクタ　ねじなし ３１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101216806 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水カップリング ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ 防水カップリング　ねじなし ３１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101217806 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水コネクタ ３１ｍｍ パナソニックＳＰＴ 防水コネクタ　ねじなし ３１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管
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ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101203008 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし パイプ（３．６６ｍ） ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管ねじなし パイプ（３．６６ｍ）　３９ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211808 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし ねじなしノーマルベンド ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ ねじなしノーマルベンド ３９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212808 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし カップリング ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　ねじなし ３９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101215808 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし コネクタ ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ コネクタ　ねじなし ３９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101216808 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水カップリング ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ 防水カップリング　ねじなし ３９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101217808 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水コネクタ ３９ｍｍ パナソニックＳＰＴ 防水コネクタ　ねじなし ３９ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101203010 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし パイプ（３．６６ｍ） ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管ねじなし パイプ（３．６６ｍ）　５１ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211810 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし ねじなしノーマルベンド ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ ねじなしノーマルベンド ５１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212810 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし カップリング ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　ねじなし ５１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101215810 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし コネクタ ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ コネクタ　ねじなし ５１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101216810 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水カップリング ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ 防水カップリング　ねじなし ５１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101217810 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水コネクタ ５１ｍｍ パナソニックＳＰＴ 防水コネクタ　ねじなし ５１ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101203012 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし パイプ（３．６６ｍ） ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ ステンレス製電線管ねじなし パイプ（３．６６ｍ）　７５ｍｍ 本 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101211812 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし ねじなしノーマルベンド ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ ねじなしノーマルベンド ７５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101212812 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし カップリング ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ カップリング　ねじなし ７５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101215812 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし コネクタ ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ コネクタ　ねじなし ７５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101216812 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水カップリング ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ 防水カップリング　ねじなし ７５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

ステンレス製電線管及び附属品―ブランド品― 4101217812 ステンレス製電線管及び附属品 ねじなし 防水コネクタ ７５ｍｍ パナソニックＳＰＴ 防水コネクタ　ねじなし ７５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管
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強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101221002 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス パイプ ８０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス パイプ　８０ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101231002 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 直管継手 ８０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 直管継手　８０ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101232002 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 異種管継手 ８０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 異種管継手　８０ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101233002 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ベルマウス ８０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス ベルマウス　８０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101233102 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ロングベルマウス ８０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス ロングベルマウス　８０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101234002 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 予備管ブタ ８０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 予備管ブタ　８０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101235002 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（１条用） ８０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 管路口防水材１条用　８０ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101235102 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（多条用） ８０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 管路口防水材多条用　８０ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101221004 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス パイプ １００ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス パイプ　１００ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101231004 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 直管継手 １００ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 直管継手　１００ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101232004 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 異種管継手 １００ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 異種管継手　１００ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101233004 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ベルマウス １００ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス ベルマウス　１００ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101233104 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ロングベルマウス １００ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス ロングベルマウス　１００ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101234004 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 予備管ブタ １００ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 予備管ブタ　１００ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101235004 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（１条用） １００ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 管路口防水材１条用　１００ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101235104 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（多条用） １００ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 管路口防水材多条用　１００ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101221006 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス パイプ １３０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス パイプ　１３０ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101231006 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 直管継手 １３０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 直管継手　１３０ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管
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強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101232006 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 異種管継手 １３０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 異種管継手　１３０ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101233006 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ベルマウス １３０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス ベルマウス　１３０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101233106 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ロングベルマウス １３０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス ロングベルマウス　１３０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101234006 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 予備管ブタ １３０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 予備管ブタ　１３０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101235006 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（１条用） １３０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 管路口防水材１条用　１３０ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101235106 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（多条用） １３０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 管路口防水材多条用　１３０ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101221008 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス パイプ １５０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス パイプ　１５０ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101231008 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 直管継手 １５０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 直管継手　１５０ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101232008 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 異種管継手 １５０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 異種管継手　１５０ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101233008 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ベルマウス １５０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス ベルマウス　１５０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101233108 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ロングベルマウス １５０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス ロングベルマウス　１５０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101234008 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 予備管ブタ １５０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 予備管ブタ　１５０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101235008 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（１条用） １５０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 管路口防水材１条用　１５０ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101235108 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（多条用） １５０ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 管路口防水材多条用　１５０ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101221010 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス パイプ ２００ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス パイプ　２００ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101231010 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 直管継手 ２００ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 直管継手　２００ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101232010 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 異種管継手 ２００ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 異種管継手　２００ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101233010 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ベルマウス ２００ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス ベルマウス　２００ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管
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強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101233110 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス ロングベルマウス ２００ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス ロングベルマウス　２００ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101234010 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 予備管ブタ ２００ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 予備管ブタ　２００ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101235010 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（１条用） ２００ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 管路口防水材１条用　２００ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101235110 強化可とう電線管及び附属品 スーパーエフレックス 管路口防水材料（多条用） ２００ｍｍ 古河電気工業 スーパーエフレックス 管路口防水材多条用　２００ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101221502 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー パイプ ７５ｍｍ 東拓工業 メタルパワー パイプ　７５ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101231502 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 直管継手 ７５ｍｍ 東拓工業 メタルパワー 直管継手　７５ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101232502 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 異種管継手 ７５ｍｍ 東拓工業 メタルパワー 異種管継手　７５ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101233502 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー ベルマウス ７５ｍｍ 東拓工業 メタルパワー ベルマウス　７５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101234502 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 予備管ブタ ７５ｍｍ 東拓工業 メタルパワー 予備管ブタ　７５ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101221504 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー パイプ １００ｍｍ 東拓工業 メタルパワー パイプ　１００ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101231504 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 直管継手 １００ｍｍ 東拓工業 メタルパワー 直管継手　１００ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101232504 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 異種管継手 １００ｍｍ 東拓工業 メタルパワー 異種管継手　１００ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101233504 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー ベルマウス １００ｍｍ 東拓工業 メタルパワー ベルマウス　１００ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101234504 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 予備管ブタ １００ｍｍ 東拓工業 メタルパワー 予備管ブタ　１００ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101221506 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー パイプ １３０ｍｍ 東拓工業 メタルパワー パイプ　１３０ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101231506 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 直管継手 １３０ｍｍ 東拓工業 メタルパワー 直管継手　１３０ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101232506 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 異種管継手 １３０ｍｍ 東拓工業 メタルパワー 異種管継手　１３０ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101233506 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー ベルマウス １３０ｍｍ 東拓工業 メタルパワー ベルマウス　１３０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管
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強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101234506 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 予備管ブタ １３０ｍｍ 東拓工業 メタルパワー 予備管ブタ　１３０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101221508 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー パイプ １５０ｍｍ 東拓工業 メタルパワー パイプ　１５０ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101231508 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 直管継手 １５０ｍｍ 東拓工業 メタルパワー 直管継手　１５０ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101232508 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 異種管継手 １５０ｍｍ 東拓工業 メタルパワー 異種管継手　１５０ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101233508 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー ベルマウス １５０ｍｍ 東拓工業 メタルパワー ベルマウス　１５０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101234508 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 予備管ブタ １５０ｍｍ 東拓工業 メタルパワー 予備管ブタ　１５０ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101221510 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー パイプ ２００ｍｍ 東拓工業 メタルパワー パイプ　２００ｍｍ ｍ 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101231510 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 直管継手 ２００ｍｍ 東拓工業 メタルパワー 直管継手　２００ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101232510 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 異種管継手 ２００ｍｍ 東拓工業 メタルパワー 異種管継手　２００ｍｍ 組 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101233510 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー ベルマウス ２００ｍｍ 東拓工業 メタルパワー ベルマウス　２００ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

強化可とう電線管及び附属品―ブランド品― 4101234510 強化可とう電線管及び附属品 メタルパワー 予備管ブタ ２００ｍｍ 東拓工業 メタルパワー 予備管ブタ　２００ｍｍ 個 575 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041052
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング １４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

送りカップリング ＨＩＶＥ用　１４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041252
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング １４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

ＴＳカップリング ＨＩＶＥ用　１４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041452
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング １４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

伸縮カップリング ＨＩＶＥ用　１４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041852 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ １４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ２号コネクタ ＨＩＶＥ用　１４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041652
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド １４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３
２

ノーマルベンド ＨＩＶＥ用　１４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042252 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング １４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ブッシング ＨＩＶＥ用　１４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042270 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル １４ｍｍ サドル ＨＩＶＥ用　１４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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硬質ビニル電線管用附属品 4101042288
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナル・エントランスキャップ １４ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４３２

ターミナルエントランスキャップ ＨＩＶＥ用　１４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042306
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） １４ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　１方出　１４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042324
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） １４ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　２方出　１４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042342
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） １４ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　３方出　１４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042360
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） １４ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　４方出　１４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042378
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出）
１４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個１方出１４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042396
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出）
１４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個２方出１４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042482
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出）
１４ｍｍ

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　２個１方出１４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041054
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

送りカップリング ＨＩＶＥ用　１６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041254
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

ＴＳカップリング ＨＩＶＥ用　１６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041454
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

伸縮カップリング ＨＩＶＥ用　１６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041854 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ２号コネクタ ＨＩＶＥ用　１６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041654
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３
２

ノーマルベンド ＨＩＶＥ用　１６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042254 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ブッシング ＨＩＶＥ用　１６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042272 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル １６ｍｍ サドル ＨＩＶＥ用　１６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042290
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナル・エントランスキャップ １６ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４３２

ターミナルエントランスキャップ ＨＩＶＥ用　１６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042308
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） １６ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　１方出　１６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042326
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） １６ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　２方出　１６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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硬質ビニル電線管用附属品 4101042344
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） １６ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　３方出　１６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042362
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） １６ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　４方出　１６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042380
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出）
１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個１方出１６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042398
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出）
１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個２方出１６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042484
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出）
１６ｍｍ

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　２個１方出１６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041056
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング ２２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

送りカップリング ＨＩＶＥ用　２２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041256
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング ２２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

ＴＳカップリング ＨＩＶＥ用　２２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041456
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング ２２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

伸縮カップリング ＨＩＶＥ用　２２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041856 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ ２２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ２号コネクタ ＨＩＶＥ用　２２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041656
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド ２２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３
２

ノーマルベンド ＨＩＶＥ用　２２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042256 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング ２２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ブッシング ＨＩＶＥ用　２２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042274 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル ２２ｍｍ サドル ＨＩＶＥ用　２２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042292
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナル・エントランスキャップ ２２ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４３２

ターミナルエントランスキャップ ＨＩＶＥ用　２２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042310
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） ２２ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　１方出　２２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042328
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） ２２ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　２方出　２２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042346
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） ２２ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　３方出　２２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042364
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） ２２ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　４方出　２２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042382
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出）
２２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個１方出２２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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硬質ビニル電線管用附属品 4101042400
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出）
２２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個２方出２２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042486
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出）
２２ｍｍ

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　２個１方出２２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041058
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング ２８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

送りカップリング ＨＩＶＥ用　２８ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041258
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング ２８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

ＴＳカップリング ＨＩＶＥ用　２８ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041458
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング ２８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

伸縮カップリング ＨＩＶＥ用　２８ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041858 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ ２８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ２号コネクタ ＨＩＶＥ用　２８ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041658
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド ２８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３
２

ノーマルベンド ＨＩＶＥ用　２８ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042258 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング ２８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ブッシング ＨＩＶＥ用　２８ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042276 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル ２８ｍｍ サドル ＨＩＶＥ用　２８ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042294
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナル・エントランスキャップ ２８ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４３２

ターミナルエントランスキャップ ＨＩＶＥ用　２８ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042312
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） ２８ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　１方出　２８ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042330
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） ２８ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　２方出　２８ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042348
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） ２８ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　３方出　２８ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042366
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） ２８ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　４方出　２８ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042384
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出）
２８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個１方出２８ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042470
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出）
２８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個２方出２８ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042488
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出）
２８ｍｍ

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　２個１方出２８ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041060
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング ３６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

送りカップリング ＨＩＶＥ用　３６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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硬質ビニル電線管用附属品 4101041260
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング ３６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

ＴＳカップリング ＨＩＶＥ用　３６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041460
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング ３６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

伸縮カップリング ＨＩＶＥ用　３６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041860 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ ３６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ２号コネクタ ＨＩＶＥ用　３６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041660
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド ３６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３
２

ノーマルベンド ＨＩＶＥ用　３６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042260 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング ３６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ブッシング ＨＩＶＥ用　３６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042278 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル ３６ｍｍ サドル ＨＩＶＥ用　３６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042296
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナル・エントランスキャップ ３６ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４３２

ターミナルエントランスキャップ ＨＩＶＥ用　３６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042314
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） ３６ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　１方出　３６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042332
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） ３６ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　２方出　３６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042350
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） ３６ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　３方出　３６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042368
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） ３６ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　４方出　３６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042386
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出）
３６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個１方出３６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042472
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出）
３６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個２方出３６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042490
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出）
３６ｍｍ

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　２個１方出３６ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041062
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング ４２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

送りカップリング ＨＩＶＥ用　４２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041262
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング ４２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

ＴＳカップリング ＨＩＶＥ用　４２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041462
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング ４２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

伸縮カップリング ＨＩＶＥ用　４２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041862 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ ４２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ２号コネクタ ＨＩＶＥ用　４２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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硬質ビニル電線管用附属品 4101041662
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド ４２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３
２

ノーマルベンド ＨＩＶＥ用　４２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042262 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング ４２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ブッシング ＨＩＶＥ用　４２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042280 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル ４２ｍｍ サドル ＨＩＶＥ用　４２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042298
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナル・エントランスキャップ ４２ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４３２

ターミナルエントランスキャップ ＨＩＶＥ用　４２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042316
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） ４２ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　１方出　４２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042334
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） ４２ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　２方出　４２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042352
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） ４２ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　３方出　４２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042370
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） ４２ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　４方出　４２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042388
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出）
４２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個１方出４２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042474
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出）
４２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個２方出４２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042492
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出）
４２ｍｍ

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　２個１方出４２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041064
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング ５４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

送りカップリング ＨＩＶＥ用　５４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041264
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング ５４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

ＴＳカップリング ＨＩＶＥ用　５４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041464
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング ５４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

伸縮カップリング ＨＩＶＥ用　５４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041864 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ ５４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ２号コネクタ ＨＩＶＥ用　５４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041664
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド ５４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３
２

ノーマルベンド ＨＩＶＥ用　５４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042264 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング ５４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ブッシング ＨＩＶＥ用　５４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042282 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル ５４ｍｍ サドル ＨＩＶＥ用　５４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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硬質ビニル電線管用附属品 4101042300
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナル・エントランスキャップ ５４ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４３２

ターミナルエントランスキャップ ＨＩＶＥ用　５４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042318
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） ５４ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　１方出　５４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042336
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） ５４ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　２方出　５４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042354
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） ５４ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　３方出　５４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042372
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） ５４ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　４方出　５４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042390
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出）
５４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個１方出５４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042476
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出）
５４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個２方出５４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042494
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出）
５４ｍｍ

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　２個１方出５４ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041066
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング ７０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

送りカップリング ＨＩＶＥ用　７０ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041266
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング ７０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

ＴＳカップリング ＨＩＶＥ用　７０ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041466
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング ７０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

伸縮カップリング ＨＩＶＥ用　７０ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041866 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ ７０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ２号コネクタ ＨＩＶＥ用　７０ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041666
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド ７０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３
２

ノーマルベンド ＨＩＶＥ用　７０ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042266 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング ７０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ブッシング ＨＩＶＥ用　７０ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042284 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル ７０ｍｍ サドル ＨＩＶＥ用　７０ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042302
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナル・エントランスキャップ ７０ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４３２

ターミナルエントランスキャップ ＨＩＶＥ用　７０ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042320
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） ７０ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　１方出　７０ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042338
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） ７０ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　２方出　７０ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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硬質ビニル電線管用附属品 4101042356
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） ７０ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　３方出　７０ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042374
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） ７０ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　４方出　７０ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042392
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出）
７０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個１方出７０ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042478
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出）
７０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個２方出７０ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042496
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出）
７０ｍｍ

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　２個１方出７０ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041068
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 送りカップリング ８２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

送りカップリング ＨＩＶＥ用　８２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041268
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ＴＳカップリング ８２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

ＴＳカップリング ＨＩＶＥ用　８２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041468
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 伸縮カップリング ８２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４
３２

伸縮カップリング ＨＩＶＥ用　８２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041868 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ２号コネクタ ８２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ２号コネクタ ＨＩＶＥ用　８２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101041668
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ノーマルベンド ８２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３
２

ノーマルベンド ＨＩＶＥ用　８２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042268 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ブッシング ８２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３２ ブッシング ＨＩＶＥ用　８２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042286 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） サドル ８２ｍｍ サドル ＨＩＶＥ用　８２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042304
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） ターミナル・エントランスキャップ ８２ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４３２

ターミナルエントランスキャップ ＨＩＶＥ用　８２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042322
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス １（方出） ８２ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　１方出　８２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042340
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ２（方出） ８２ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　２方出　８２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042358
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ３（方出） ８２ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　３方出　８２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042376
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出用丸形ボックス ４（方出） ８２ｍｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　８４３５

露出用丸形ボックス ＨＩＶＥ用　４方出　８２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042394
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出）
８２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個１方出８２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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硬質ビニル電線管用附属品 4101042480
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出）
８２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４３５

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　１個２方出８２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042498
硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用（ＨＩＶＥ） 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出）
８２ｍｍ

露出スイッチボックス ＨＩＶＥ用　２個１方出８２ｍｍ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042816
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス スイッチボックス 埋込用　１（個用） １１７ｍｍ×６８ｍｍ×４４ｍｍ
（ＪＩＳ　Ｃ　８４３５）

スイッチボックス　埋込用 塩ビ　１個　１１７×６８×４４ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042818
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス スイッチボックス 埋込用　２（個用） １１７ｍｍ×１３６ｍｍ×４４ｍ
ｍ （ＪＩＳ　Ｃ　８４３５）

スイッチボックス　埋込用 塩ビ　２個１１７×１３６×４４ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042820
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス スイッチボックス 埋込用　３（個用） １１７ｍｍ×１８２ｍｍ×４４ｍ
ｍ （ＪＩＳ　Ｃ　８４３５）

スイッチボックス　埋込用 塩ビ　３個１１７×１８２×４４ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042822
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス スイッチボックス 埋込用　４（個用） １１７ｍｍ×２２８ｍｍ×５４ｍ
ｍ （ＪＩＳ　Ｃ　８４３５）

スイッチボックス　埋込用 塩ビ　４個１１７×２２８×５４ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042824
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス スイッチボックス 埋込用　５（個用） １１７ｍｍ×２７４ｍｍ×５４ｍ
ｍ （ＪＩＳ　Ｃ　８４３５）

スイッチボックス　埋込用 塩ビ　５個１１７×２７４×５４ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042828
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス スイッチボックス 真壁用 １０１ｍｍ×５５ｍｍ×３６ｍｍ （ＪＩＳ　Ｃ
８４３５）

スイッチボックス　真壁用 塩ビ　１０１×５５×３６ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101042830
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス スイッチボックス 真壁用 １０１ｍｍ×５５ｍｍ×３０ｍｍ （ＪＩＳ　Ｃ
８４３５）

スイッチボックス　真壁用 塩ビ　１０１×５５×３０ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101043012
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス アウトレットボックス 埋込用　４角　中浅形 １０２□ｍｍ×４４ｍｍ
（ＪＩＳ　Ｃ　８４３５）

アウトレットボックス　埋込用 塩ビ　４角　中浅１０２□×４４ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101043014
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス アウトレットボックス 埋込用　４角　中深形 １０２□ｍｍ×５４ｍｍ
（ＪＩＳ　Ｃ　８４３５）

アウトレットボックス　埋込用 塩ビ　４角　中深１０２□×５４ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101043016
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス アウトレットボックス 埋込用　４角　大浅形 １１９□ｍｍ×４４ｍｍ
（ＪＩＳ　Ｃ　８４３５）

アウトレットボックス　埋込用 塩ビ　４角　大浅１１９□×４４ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101043018
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス アウトレットボックス 埋込用　４角　大深形 １１９□ｍｍ×５４ｍｍ
（ＪＩＳ　Ｃ　８４３５）

アウトレットボックス　埋込用 塩ビ　４角　大深１１９□×５４ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101043002 硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス アウトレットボックス 露出用　４角　浅形 １１０□ｍｍ×５０ｍｍ アウトレットボックス　露出用 塩ビ　４角　浅　１１０□×５０ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101043004 硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス アウトレットボックス 露出用　４角　深形 １１０□ｍｍ×６０ｍｍ アウトレットボックス　露出用 塩ビ　４角　深　１１０□×６０ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101043202
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス コンクリートボックス 埋込用　４角　中浅形 １０２□ｍｍ×４４ｍｍ
（ＪＩＳ　Ｃ　８４３５）

コンクリートボックス　埋込用 塩ビ　４角　中浅１０２□×４４ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101043204
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス コンクリートボックス 埋込用　４角　中深形　１ １０２□ｍｍ×５４ｍ
ｍ （ＪＩＳ　Ｃ　８４３５）

コンクリートボックス　埋込用 塩ビ４角中深１　１０２□×５４ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101043206
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス コンクリートボックス 埋込用　４角　中深形　２ １０２□ｍｍ×７５ｍ
ｍ （ＪＩＳ　Ｃ　８４３５）

コンクリートボックス　埋込用 塩ビ４角中深２　１０２□×７５ 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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硬質ビニル電線管用附属品 4101043210
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス コンクリートボックス 埋込用　４角　大深形　１ １１９□ｍｍ×５４ｍ
ｍ （ＪＩＳ　Ｃ　８４３５）

コンクリートボックス　埋込用 塩ビ４角大深１　１１９□×５４ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101043212
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス コンクリートボックス 埋込用　４角　大深形　２ １１９□ｍｍ×７５ｍ
ｍ （ＪＩＳ　Ｃ　８４３５）

コンクリートボックス　埋込用 塩ビ４角大深２　１１９□×７５ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101043216
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス コンクリートボックス 埋込用　８角　深形　１ ９７□ｍｍ×５４ｍｍ
（ＪＩＳ　Ｃ　８４３５）

コンクリートボックス　埋込用 塩ビ　８角　深１　９７□×５４ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

硬質ビニル電線管用附属品 4101043218
硬質ビニル電線管用附属品 塩ビ製ボックス コンクリートボックス 埋込用　８角　深形　２ ９７□ｍｍ×７５ｍｍ
（ＪＩＳ　Ｃ　８４３５）

コンクリートボックス　埋込用 塩ビ　８角　深２　９７□×７５ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020216 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ１６ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｇ１６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022416 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ１６ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ユニオンカップリング Ｇ１６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020414 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ１６ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｇ１６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020622 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ１６ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ユニバーサル Ｇ１６　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020632 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ１６ ユニバーサル Ｇ１６　厚鋼用　Ｔ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021416 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ１６ ブッシング Ｇ１６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021230 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ１６ 絶縁ブッシング１号 Ｇ１６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021250 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ１６ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｇ１６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020816 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ１６ サドル Ｇ１６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021028 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ１６ ステンレスサドル Ｇ１６　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021616 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ１６ ロックナット Ｇ１６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022012 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ１６ ターミナルキャップ Ｇ１６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021816 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ１６ エントランスキャップ Ｇ１６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022216 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ１６ ラジアスクランプ Ｇ１６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101022834 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ１６ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｇ１６　１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022840 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ１６ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｇ１６　２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022846 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ１６ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｇ１６　３方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022852 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ１６ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｇ１６　４方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023016 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ１６ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｇ１６　１個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023022 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ１６ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｇ１６　１個用２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023028 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｇ１６ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｇ１６　２個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023080 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｇ１６ 露出スイッチボックス Ｇ１６　３個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020218 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ２２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｇ２２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022418 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ２２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ユニオンカップリング Ｇ２２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020416 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ２２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｇ２２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020624 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ２２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ユニバーサル Ｇ２２　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020634 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ２２ ユニバーサル Ｇ２２　厚鋼用　Ｔ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021418 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ２２ ブッシング Ｇ２２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021232 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ２２ 絶縁ブッシング１号 Ｇ２２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021252 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ２２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｇ２２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020818 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ２２ サドル Ｇ２２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021030 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ２２ ステンレスサドル Ｇ２２　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101021618 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ２２ ロックナット Ｇ２２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022014 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ２２ ターミナルキャップ Ｇ２２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021818 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ２２ エントランスキャップ Ｇ２２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022218 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ２２ ラジアスクランプ Ｇ２２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022836 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ２２ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｇ２２　１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022842 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ２２ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｇ２２　２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022848 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ２２ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｇ２２　３方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022854 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ２２ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｇ２２　４方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023018 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ２２ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｇ２２　１個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023024 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ２２ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｇ２２　１個用２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023030 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｇ２２ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｇ２２　２個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023034 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｇ２２ 露出スイッチボックス Ｇ２２　３個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020220 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ２８ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｇ２８　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022420 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ２８ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ユニオンカップリング Ｇ２８　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020418 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ２８ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｇ２８　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020626 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ２８ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ユニバーサル Ｇ２８　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020636 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ２８ ユニバーサル Ｇ２８　厚鋼用　Ｔ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021420 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ２８ ブッシング Ｇ２８　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101021234 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ２８ 絶縁ブッシング１号 Ｇ２８　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021254 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ２８ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｇ２８　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020820 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ２８ サドル Ｇ２８　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021032 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ２８ ステンレスサドル Ｇ２８　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021620 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ２８ ロックナット Ｇ２８　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022016 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ２８ ターミナルキャップ Ｇ２８　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021820 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ２８ エントランスキャップ Ｇ２８　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022220 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ２８ ラジアスクランプ Ｇ２８　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022838 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ２８ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｇ２８　１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022844 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ２８ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｇ２８　２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022850 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ２８ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｇ２８　３方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022856 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ２８ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｇ２８　４方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023020 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ２８ 露出スイッチボックス Ｇ２８　１個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023026 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ２８ 露出スイッチボックス Ｇ２８　１個用２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023032 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｇ２８ 露出スイッチボックス Ｇ２８　２個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023036 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｇ２８ 露出スイッチボックス Ｇ２８　３個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020222 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ３６ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｇ３６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022422 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ３６ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ユニオンカップリング Ｇ３６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101020420 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ３６ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｇ３６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020628 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ３６ ユニバーサル Ｇ３６　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020638 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ３６ ユニバーサル Ｇ３６　厚鋼用　Ｔ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021422 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ３６ ブッシング Ｇ３６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021236 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ３６ 絶縁ブッシング１号 Ｇ３６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021256 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ３６ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｇ３６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020822 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ３６ サドル Ｇ３６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021034 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ３６ ステンレスサドル Ｇ３６　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021622 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ３６ ロックナット Ｇ３６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022018 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ３６ ターミナルキャップ Ｇ３６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021822 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ３６ エントランスキャップ Ｇ３６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022222 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ３６ ラジアスクランプ Ｇ３６　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022839 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ３６ 丸形露出ボックス Ｇ３６　１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022845 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ３６ 丸形露出ボックス Ｇ３６　２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022851 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ３６ 丸形露出ボックス Ｇ３６　３方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022858 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ３６ 丸形露出ボックス Ｇ３６　４方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023038 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ３６ 露出スイッチボックス Ｇ３６　１個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023052 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ３６ 露出スイッチボックス Ｇ３６　１個用２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101023066 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｇ３６ 露出スイッチボックス Ｇ３６　２個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023082 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｇ３６ 露出スイッチボックス Ｇ３６　３個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020224 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ４２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｇ４２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022424 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ４２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ユニオンカップリング Ｇ４２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020422 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ４２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｇ４２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020630 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ４２ ユニバーサル Ｇ４２　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020640 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ４２ ユニバーサル Ｇ４２　厚鋼用　Ｔ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021424 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ４２ ブッシング Ｇ４２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021238 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ４２ 絶縁ブッシング１号 Ｇ４２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021258 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ４２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｇ４２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020824 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ４２ サドル Ｇ４２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021036 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ４２ ステンレスサドル Ｇ４２　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021624 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ４２ ロックナット Ｇ４２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022020 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ４２ ターミナルキャップ Ｇ４２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021824 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ４２ エントランスキャップ Ｇ４２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022224 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ４２ ラジアスクランプ Ｇ４２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022860 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ４２ 丸形露出ボックス Ｇ４２　１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022872 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ４２ 丸形露出ボックス Ｇ４２　２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101022884 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ４２ 丸形露出ボックス Ｇ４２　３方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022896 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ４２ 丸形露出ボックス Ｇ４２　４方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023040 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ４２ 露出スイッチボックス Ｇ４２　１個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023054 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ４２ 露出スイッチボックス Ｇ４２　１個用２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023068 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｇ４２ 露出スイッチボックス Ｇ４２　２個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023084 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｇ４２ 露出スイッチボックス Ｇ４２　３個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020226 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ５４ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｇ５４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022426 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ５４ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ユニオンカップリング Ｇ５４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020424 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ５４ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｇ５４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020631 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ５４ ユニバーサル Ｇ５４　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020641 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ５４ ユニバーサル Ｇ５４　厚鋼用　Ｔ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021426 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ５４ ブッシング Ｇ５４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021240 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ５４ 絶縁ブッシング１号 Ｇ５４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021260 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ５４ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｇ５４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020826 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ５４ サドル Ｇ５４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021038 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ５４ ステンレスサドル Ｇ５４　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021626 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ５４ ロックナット Ｇ５４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022022 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ５４ ターミナルキャップ Ｇ５４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101021826 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ５４ エントランスキャップ Ｇ５４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022226 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ５４ ラジアスクランプ Ｇ５４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022862 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ５４ 丸形露出ボックス Ｇ５４　１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022874 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ５４ 丸形露出ボックス Ｇ５４　２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022886 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ５４ 丸形露出ボックス Ｇ５４　３方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022898 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ５４ 丸形露出ボックス Ｇ５４　４方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023042 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ５４ 露出スイッチボックス Ｇ５４　１個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023056 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ５４ 露出スイッチボックス Ｇ５４　１個用２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023070 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｇ５４ 露出スイッチボックス Ｇ５４　２個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023086 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｇ５４ 露出スイッチボックス Ｇ５４　３個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020228 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ７０ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｇ７０　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022428 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ７０ ユニオンカップリング Ｇ７０　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020426 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ７０ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｇ７０　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020642 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ７０ ユニバーサル Ｇ７０　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020650 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ７０ ユニバーサル Ｇ７０　厚鋼用　Ｔ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021428 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ７０ ブッシング Ｇ７０　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021242 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ７０ 絶縁ブッシング１号 Ｇ７０　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021262 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ７０ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｇ７０　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101020828 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ７０ サドル Ｇ７０　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021040 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ７０ ステンレスサドル Ｇ７０　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021628 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ７０ ロックナット Ｇ７０　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022024 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ７０ ターミナルキャップ Ｇ７０　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021828 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ７０ エントランスキャップ Ｇ７０　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022228 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ７０ ラジアスクランプ Ｇ７０　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022864 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ７０ 丸形露出ボックス Ｇ７０　１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022876 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ７０ 丸形露出ボックス Ｇ７０　２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022888 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ７０ 丸形露出ボックス Ｇ７０　３方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022900 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ７０ 丸形露出ボックス Ｇ７０　４方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023044 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ７０ 露出スイッチボックス Ｇ７０　１個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023058 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ７０ 露出スイッチボックス Ｇ７０　１個用２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023072 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｇ７０ 露出スイッチボックス Ｇ７０　２個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023088 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｇ７０ 露出スイッチボックス Ｇ７０　３個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020230 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ８２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｇ８２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022430 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ８２ ユニオンカップリング Ｇ８２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020428 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ８２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｇ８２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020644 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ８２ ユニバーサル Ｇ８２　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101020652 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ８２ ユニバーサル Ｇ８２　厚鋼用　Ｔ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021432 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ８２ ブッシング Ｇ８２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021244 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ８２ 絶縁ブッシング１号 Ｇ８２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021264 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ８２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｇ８２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020830 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ８２ サドル Ｇ８２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021042 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ８２ ステンレスサドル Ｇ８２　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021630 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ８２ ロックナット Ｇ８２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022026 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ８２ ターミナルキャップ Ｇ８２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021830 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ８２ エントランスキャップ Ｇ８２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022230 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ８２ ラジアスクランプ Ｇ８２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022866 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ８２ 丸形露出ボックス Ｇ８２　１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022878 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ８２ 丸形露出ボックス Ｇ８２　２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022890 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ８２ 丸形露出ボックス Ｇ８２　３方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022902 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ８２ 丸形露出ボックス Ｇ８２　４方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023046 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ８２ 露出スイッチボックス Ｇ８２　１個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023060 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ８２ 露出スイッチボックス Ｇ８２　１個用２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023074 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｇ８２ 露出スイッチボックス Ｇ８２　２個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023090 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｇ８２ 露出スイッチボックス Ｇ８２　３個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101020232 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ９２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｇ９２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022432 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ９２ ユニオンカップリング Ｇ９２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020430 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ９２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｇ９２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020646 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ９２ ユニバーサル Ｇ９２　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020654 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ９２ ユニバーサル Ｇ９２　厚鋼用　Ｔ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021434 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ９２ ブッシング Ｇ９２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021246 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ９２ 絶縁ブッシング１号 Ｇ９２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021266 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ９２ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｇ９２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020832 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ９２ サドル Ｇ９２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021044 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ９２ ステンレスサドル Ｇ９２　厚鋼用　ＥＳＡＰカバー 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021632 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ９２ ロックナット Ｇ９２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022028 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ９２ ターミナルキャップ Ｇ９２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021832 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ９２ エントランスキャップ Ｇ９２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022232 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ９２ ラジアスクランプ Ｇ９２　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022868 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ９２ 丸形露出ボックス Ｇ９２　１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022880 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ９２ 丸形露出ボックス Ｇ９２　２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022892 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ９２ 丸形露出ボックス Ｇ９２　３方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022904 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ９２ 丸形露出ボックス Ｇ９２　４方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101023048 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ９２ 露出スイッチボックス Ｇ９２　１個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023062 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ９２ 露出スイッチボックス Ｇ９２　１個用２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023076 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｇ９２ 露出スイッチボックス Ｇ９２　２個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023092 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｇ９２ 露出スイッチボックス Ｇ９２　３個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020234 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 カップリング Ｇ１０４ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｇ１０４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022434 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｇ１０４ ユニオンカップリング Ｇ１０４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020432 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ノーマルベンド Ｇ１０４ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｇ１０４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020648 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｇ１０４ ユニバーサル Ｇ１０４　厚鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020656 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｇ１０４ ユニバーサル Ｇ１０４　厚鋼用　Ｔ 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021436 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ブッシング Ｇ１０４ ブッシング Ｇ１０４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021248 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｇ１０４ 絶縁ブッシング１号 Ｇ１０４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021268 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｇ１０４ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｇ１０４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020834 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 サドル Ｇ１０４ サドル Ｇ１０４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021046 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｇ１０４ ステンレスサドル Ｇ１０４　厚鋼用ＥＳＡＰカバー 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021634 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ロックナット Ｇ１０４ ロックナット Ｇ１０４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022030 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｇ１０４ ターミナルキャップ Ｇ１０４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021834 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 エントランスキャップ Ｇ１０４ エントランスキャップ Ｇ１０４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022234 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｇ１０４ ラジアスクランプ Ｇ１０４　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101022870 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｇ１０４ 丸形露出ボックス Ｇ１０４　１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022882 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｇ１０４ 丸形露出ボックス Ｇ１０４　２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022894 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｇ１０４ 丸形露出ボックス Ｇ１０４　３方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022906 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｇ１０４ 丸形露出ボックス Ｇ１０４　４方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023050 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｇ１０４ 露出スイッチボックス Ｇ１０４　１個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023064 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｇ１０４ 露出スイッチボックス Ｇ１０４　１個用２方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023078 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｇ１０４ 露出スイッチボックス Ｇ１０４　２個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023094 鋼製電線管用附属品 厚鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｇ１０４ 露出スイッチボックス Ｇ１０４　３個用１方出　厚鋼用 個 576 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020202 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 カップリング Ｃ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｃ１９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022402 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｃ１９ ユニオンカップリング Ｃ１９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020458 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ノーマルベンド Ｃ１９ ノーマルベンド Ｃ１９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020602 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｃ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ユニバーサル Ｃ１９　薄鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020612 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｃ１９ ユニバーサル Ｃ１９　薄鋼用　Ｔ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021402 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ブッシング Ｃ１９ ブッシング Ｃ１９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021202 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｃ１９ 絶縁ブッシング１号 Ｃ１９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021216 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｃ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｃ１９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020802 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 サドル Ｃ１９ サドル Ｃ１９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021002 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｃ１９ ステンレスサドル Ｃ１９　薄鋼用　ＥＳＡＰカバー 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101021602 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ロックナット Ｃ１９ ロックナット Ｃ１９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022002 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｃ１９ ターミナルキャップ Ｃ１９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021802 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 エントランスキャップ Ｃ１９ エントランスキャップ Ｃ１９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022202 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｃ１９ ラジアスクランプ Ｃ１９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022908 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｃ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｃ１９　１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022922 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｃ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｃ１９　２方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022936 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｃ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｃ１９　３方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022950 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｃ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｃ１９　４方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023096 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｃ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｃ１９　１個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023110 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｃ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｃ１９　１個用２方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023124 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｃ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｃ１９　２個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023138 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｃ１９ 露出スイッチボックス Ｃ１９　３個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020204 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 カップリング Ｃ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｃ２５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022404 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｃ２５ ユニオンカップリング Ｃ２５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020402 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ノーマルベンド Ｃ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｃ２５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020604 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｃ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ユニバーサル Ｃ２５　薄鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020614 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｃ２５ ユニバーサル Ｃ２５　薄鋼用　Ｔ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021404 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ブッシング Ｃ２５ ブッシング Ｃ２５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

1780 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

鋼製電線管用附属品 4101021204 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｃ２５ 絶縁ブッシング１号 Ｃ２５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021218 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｃ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｃ２５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020804 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 サドル Ｃ２５ サドル Ｃ２５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021004 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｃ２５ ステンレスサドル Ｃ２５　薄鋼用　ＥＳＡＰカバー 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021604 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ロックナット Ｃ２５ ロックナット Ｃ２５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022004 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｃ２５ ターミナルキャップ Ｃ２５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021804 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 エントランスキャップ Ｃ２５ エントランスキャップ Ｃ２５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022204 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｃ２５ ラジアスクランプ Ｃ２５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022910 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｃ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｃ２５　１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022924 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｃ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｃ２５　２方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022938 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｃ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｃ２５　３方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022952 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｃ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｃ２５　４方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023098 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｃ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｃ２５　１個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023112 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｃ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｃ２５　１個用２方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023126 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｃ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｃ２５　２個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023140 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｃ２５ 露出スイッチボックス Ｃ２５　３個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020206 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 カップリング Ｃ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｃ３１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022406 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｃ３１ ユニオンカップリング Ｃ３１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101020404 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ノーマルベンド Ｃ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｃ３１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020606 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｃ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ユニバーサル Ｃ３１　薄鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020616 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｃ３１ ユニバーサル Ｃ３１　薄鋼用　Ｔ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021406 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ブッシング Ｃ３１ ブッシング Ｃ３１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021206 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｃ３１ 絶縁ブッシング１号 Ｃ３１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021220 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｃ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｃ３１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020806 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 サドル Ｃ３１ サドル Ｃ３１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021006 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｃ３１ ステンレスサドル Ｃ３１　薄鋼用　ＥＳＡＰカバー 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021606 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ロックナット Ｃ３１ ロックナット Ｃ３１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022006 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｃ３１ ターミナルキャップ Ｃ３１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021806 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 エントランスキャップ Ｃ３１ エントランスキャップ Ｃ３１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022206 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｃ３１ ラジアスクランプ Ｃ３１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022912 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｃ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｃ３１　１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022926 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｃ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｃ３１　２方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022940 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｃ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｃ３１　３方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022954 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｃ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｃ３１　４方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023100 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｃ３１ 露出スイッチボックス Ｃ３１　１個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023114 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｃ３１ 露出スイッチボックス Ｃ３１　１個用２方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101023128 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｃ３１ 露出スイッチボックス Ｃ３１　２個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023142 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｃ３１ 露出スイッチボックス Ｃ３１　３個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020208 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 カップリング Ｃ３９ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｃ３９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022408 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｃ３９ ユニオンカップリング Ｃ３９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020406 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ノーマルベンド Ｃ３９ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｃ３９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020608 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｃ３９ ユニバーサル Ｃ３９　薄鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020618 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｃ３９ ユニバーサル Ｃ３９　薄鋼用　Ｔ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021408 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ブッシング Ｃ３９ ブッシング Ｃ３９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021208 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｃ３９ 絶縁ブッシング１号 Ｃ３９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021222 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｃ３９ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｃ３９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020808 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 サドル Ｃ３９ サドル Ｃ３９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021008 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｃ３９ ステンレスサドル Ｃ３９　薄鋼用　ＥＳＡＰカバー 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021608 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ロックナット Ｃ３９ ロックナット Ｃ３９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022008 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｃ３９ ターミナルキャップ Ｃ３９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021808 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 エントランスキャップ Ｃ３９ エントランスキャップ Ｃ３９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022208 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｃ３９ ラジアスクランプ Ｃ３９　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022914 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｃ３９ 丸形露出ボックス Ｃ３９　１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022928 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｃ３９ 丸形露出ボックス Ｃ３９　２方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101022942 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｃ３９ 丸形露出ボックス Ｃ３９　３方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022956 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｃ３９ 丸形露出ボックス Ｃ３９　４方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023102 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｃ３９ 露出スイッチボックス Ｃ３９　１個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023116 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｃ３９ 露出スイッチボックス Ｃ３９　１個用２方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023130 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｃ３９ 露出スイッチボックス Ｃ３９　２個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023144 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｃ３９ 露出スイッチボックス Ｃ３９　３個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020210 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 カップリング Ｃ５１ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｃ５１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022410 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｃ５１ ユニオンカップリング Ｃ５１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020408 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ノーマルベンド Ｃ５１ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｃ５１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020610 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｃ５１ ユニバーサル Ｃ５１　薄鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020620 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｃ５１ ユニバーサル Ｃ５１　薄鋼用　Ｔ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021410 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ブッシング Ｃ５１ ブッシング Ｃ５１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021210 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｃ５１ 絶縁ブッシング１号 Ｃ５１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021224 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｃ５１ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｃ５１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020810 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 サドル Ｃ５１ サドル Ｃ５１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021010 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｃ５１ ステンレスサドル Ｃ５１　薄鋼用　ＥＳＡＰカバー 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021610 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ロックナット Ｃ５１ ロックナット Ｃ５１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022010 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｃ５１ ターミナルキャップ Ｃ５１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101021810 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 エントランスキャップ Ｃ５１ エントランスキャップ Ｃ５１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022210 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｃ５１ ラジアスクランプ Ｃ５１　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022916 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｃ５１ 丸形露出ボックス Ｃ５１　１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022930 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｃ５１ 丸形露出ボックス Ｃ５１　２方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022944 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｃ５１ 丸形露出ボックス Ｃ５１　３方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022958 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｃ５１ 丸形露出ボックス Ｃ５１　４方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023104 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｃ５１ 露出スイッチボックス Ｃ５１　１個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023118 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｃ５１ 露出スイッチボックス Ｃ５１　１個用２方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023132 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｃ５１ 露出スイッチボックス Ｃ５１　２個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023146 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｃ５１ 露出スイッチボックス Ｃ５１　３個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020212 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 カップリング Ｃ６３ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｃ６３　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022412 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｃ６３ ユニオンカップリング Ｃ６３　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020410 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ノーマルベンド Ｃ６３ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｃ６３　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020611 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｃ６３ ユニバーサル Ｃ６３　薄鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020621 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｃ６３ ユニバーサル Ｃ６３　薄鋼用　Ｔ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021412 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ブッシング Ｃ６３ ブッシング Ｃ６３　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021212 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｃ６３ 絶縁ブッシング１号 Ｃ６３　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021226 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｃ６３ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｃ６３　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101020812 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 サドル Ｃ６３ サドル Ｃ６３　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021012 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｃ６３ ステンレスサドル Ｃ６３　薄鋼用　ＥＳＡＰカバー 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021612 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ロックナット Ｃ６３ ロックナット Ｃ６３　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022046 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｃ６３ ターミナルキャップ Ｃ６３　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021812 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 エントランスキャップ Ｃ６３ エントランスキャップ Ｃ６３　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022212 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｃ６３ ラジアスクランプ Ｃ６３　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022918 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｃ６３ 丸形露出ボックス Ｃ６３　１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022932 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｃ６３ 丸形露出ボックス Ｃ６３　２方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022946 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｃ６３ 丸形露出ボックス Ｃ６３　３方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022960 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｃ６３ 丸形露出ボックス Ｃ６３　４方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023106 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｃ６３ 露出スイッチボックス Ｃ６３　１個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023120 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｃ６３ 露出スイッチボックス Ｃ６３　１個用２方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023134 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｃ６３ 露出スイッチボックス Ｃ６３　２個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023148 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｃ６３ 露出スイッチボックス Ｃ６３　３個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020214 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 カップリング Ｃ７５ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｃ７５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022414 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニオンカップリング Ｃ７５ ユニオンカップリング Ｃ７５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020412 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ノーマルベンド Ｃ７５ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｃ７５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020686 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｃ７５ ユニバーサル Ｃ７５　薄鋼用　ＬＬ・ＬＢ 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101020688 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｃ７５ ユニバーサル Ｃ７５　薄鋼用　Ｔ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021414 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ブッシング Ｃ７５ ブッシング Ｃ７５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021214 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｃ７５ 絶縁ブッシング１号 Ｃ７５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021228 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｃ７５ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ 絶縁ブッシング２号 Ｃ７５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020814 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 サドル Ｃ７５ サドル Ｃ７５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021014 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｃ７５ ステンレスサドル Ｃ７５　薄鋼用　ＥＳＡＰカバー 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021614 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ロックナット Ｃ７５ ロックナット Ｃ７５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022048 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ターミナルキャップ Ｃ７５ ターミナルキャップ Ｃ７５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021814 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 エントランスキャップ Ｃ７５ エントランスキャップ Ｃ７５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022214 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 ラジアスクランプ Ｃ７５ ラジアスクランプ Ｃ７５　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022920 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｃ７５ 丸形露出ボックス Ｃ７５　１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022934 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｃ７５ 丸形露出ボックス Ｃ７５　２方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022948 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｃ７５ 丸形露出ボックス Ｃ７５　３方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022962 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｃ７５ 丸形露出ボックス Ｃ７５　４方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023108 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｃ７５ 露出スイッチボックス Ｃ７５　１個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023122 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｃ７５ 露出スイッチボックス Ｃ７５　１個用２方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023136 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｃ７５ 露出スイッチボックス Ｃ７５　２個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023150 鋼製電線管用附属品 薄鋼電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｃ７５ 露出スイッチボックス Ｃ７５　３個用１方出　薄鋼用 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101020236 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 カップリング Ｅ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｅ１９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020460 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ａ形　（ビス無し） Ｅ１９ ノーマルベンド Ｅ１９　Ａ形　ねじ無用　ビス無 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020462 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ｂ形　（ビス有り） Ｅ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｅ１９　Ｂ形　ねじ無用　ビス有 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020658 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｅ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ユニバーサル Ｅ１９　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020672 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｅ１９ ユニバーサル Ｅ１９　ねじ無用　Ｔ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021438 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ブッシング Ｅ１９ ブッシング Ｅ１９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021270 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｅ１９ 絶縁ブッシング１号 Ｅ１９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021284 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｅ１９ 絶縁ブッシング２号 Ｅ１９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021298 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ねじなしブッシング Ｅ１９ ねじなしブッシング Ｅ１９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020836 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 サドル Ｅ１９ サドル Ｅ１９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021048 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｅ１９ ステンレスサドル Ｅ１９　ねじ無用ＥＳＡＰカバー 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021636 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ロックナット Ｅ１９ ロックナット Ｅ１９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022032 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ターミナルキャップ Ｅ１９ ターミナルキャップ Ｅ１９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021836 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 エントランスキャップ Ｅ１９ エントランスキャップ Ｅ１９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022602 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 コネクタ Ｅ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ コネクタ Ｅ１９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022802 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｅ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｅ１９　１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022810 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｅ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｅ１９　２方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022818 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｅ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｅ１９　３方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101022826 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｅ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｅ１９　４方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023002 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｅ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｅ１９　１個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023006 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｅ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｅ１９　１個用２方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023010 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｅ１９ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｅ１９　２個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023014 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｅ１９ 露出スイッチボックス Ｅ１９　３個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020238 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 カップリング Ｅ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｅ２５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020434 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ａ形　（ビス無し） Ｅ２５ ノーマルベンド Ｅ２５　Ａ形　ねじ無用　ビス無 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020446 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ｂ形　（ビス有り） Ｅ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｅ２５　Ｂ形　ねじ無用　ビス有 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020660 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｅ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ユニバーサル Ｅ２５　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020674 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｅ２５ ユニバーサル Ｅ２５　ねじ無用　Ｔ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021440 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ブッシング Ｅ２５ ブッシング Ｅ２５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021272 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｅ２５ 絶縁ブッシング１号 Ｅ２５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021286 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｅ２５ 絶縁ブッシング２号 Ｅ２５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021300 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ねじなしブッシング Ｅ２５ ねじなしブッシング Ｅ２５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020838 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 サドル Ｅ２５ サドル Ｅ２５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021050 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｅ２５ ステンレスサドル Ｅ２５　ねじ無用ＥＳＡＰカバー 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021638 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ロックナット Ｅ２５ ロックナット Ｅ２５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022034 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ターミナルキャップ Ｅ２５ ターミナルキャップ Ｅ２５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101021838 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 エントランスキャップ Ｅ２５ エントランスキャップ Ｅ２５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022604 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 コネクタ Ｅ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ コネクタ Ｅ２５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022804 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｅ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｅ２５　１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022812 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｅ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｅ２５　２方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022820 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｅ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｅ２５　３方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022828 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｅ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｅ２５　４方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023004 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｅ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｅ２５　１個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023008 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｅ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｅ２５　１個用２方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023012 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｅ２５ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 露出スイッチボックス Ｅ２５　２個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023178 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｅ２５ 露出スイッチボックス Ｅ２５　３個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020240 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 カップリング Ｅ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｅ３１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020436 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ａ形　（ビス無し） Ｅ３１ ノーマルベンド Ｅ３１　Ａ形　ねじ無用　ビス無 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020448 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ｂ形　（ビス有り） Ｅ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｅ３１　Ｂ形　ねじ無用　ビス有 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020662 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｅ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ユニバーサル Ｅ３１　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020676 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｅ３１ ユニバーサル Ｅ３１　ねじ無用　Ｔ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021442 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ブッシング Ｅ３１ ブッシング Ｅ３１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021274 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｅ３１ 絶縁ブッシング１号 Ｅ３１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021288 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｅ３１ 絶縁ブッシング２号 Ｅ３１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101021302 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ねじなしブッシング Ｅ３１ ねじなしブッシング Ｅ３１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020840 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 サドル Ｅ３１ サドル Ｅ３１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021052 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｅ３１ ステンレスサドル Ｅ３１　ねじ無用ＥＳＡＰカバー 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021640 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ロックナット Ｅ３１ ロックナット Ｅ３１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022036 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ターミナルキャップ Ｅ３１ ターミナルキャップ Ｅ３１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021840 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 エントランスキャップ Ｅ３１ エントランスキャップ Ｅ３１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022606 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 コネクタ Ｅ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ コネクタ Ｅ３１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022806 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｅ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｅ３１　１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022814 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｅ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｅ３１　２方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022822 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｅ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｅ３１　３方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022830 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｅ３１ ＪＩＳ　Ｃ８３４０ 丸形露出ボックス Ｅ３１　４方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023005 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｅ３１ 露出スイッチボックス Ｅ３１　１個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023009 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｅ３１ 露出スイッチボックス Ｅ３１　１個用２方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023168 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｅ３１ 露出スイッチボックス Ｅ３１　２個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023180 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｅ３１ 露出スイッチボックス Ｅ３１　３個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020242 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 カップリング Ｅ３９ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｅ３９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020438 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ａ形　（ビス無し） Ｅ３９ ノーマルベンド Ｅ３９　Ａ形　ねじ無用　ビス無 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020450 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ｂ形　（ビス有り） Ｅ３９ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｅ３９　Ｂ形　ねじ無用　ビス有 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101020664 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｅ３９ ユニバーサル Ｅ３９　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020678 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｅ３９ ユニバーサル Ｅ３９　ねじ無用　Ｔ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021444 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ブッシング Ｅ３９ ブッシング Ｅ３９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021276 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｅ３９ 絶縁ブッシング１号 Ｅ３９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021290 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｅ３９ 絶縁ブッシング２号 Ｅ３９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021304 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ねじなしブッシング Ｅ３９ ねじなしブッシング Ｅ３９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020842 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 サドル Ｅ３９ サドル Ｅ３９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021054 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｅ３９ ステンレスサドル Ｅ３９　ねじ無用ＥＳＡＰカバー 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021642 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ロックナット Ｅ３９ ロックナット Ｅ３９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022038 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ターミナルキャップ Ｅ３９ ターミナルキャップ Ｅ３９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021842 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 エントランスキャップ Ｅ３９ エントランスキャップ Ｅ３９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022608 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 コネクタ Ｅ３９ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ コネクタ Ｅ３９　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022808 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｅ３９ 丸形露出ボックス Ｅ３９　１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022816 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｅ３９ 丸形露出ボックス Ｅ３９　２方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022824 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｅ３９ 丸形露出ボックス Ｅ３９　３方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022832 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｅ３９ 丸形露出ボックス Ｅ３９　４方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023152 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｅ３９ 露出スイッチボックス Ｅ３９　１個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023160 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｅ３９ 露出スイッチボックス Ｅ３９　１個用２方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101023170 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｅ３９ 露出スイッチボックス Ｅ３９　２個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023182 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｅ３９ 露出スイッチボックス Ｅ３９　３個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020244 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 カップリング Ｅ５１ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｅ５１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020440 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ａ形　（ビス無し） Ｅ５１ ノーマルベンド Ｅ５１　Ａ形　ねじ無用　ビス無 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020452 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ｂ形　（ビス有り） Ｅ５１ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｅ５１　Ｂ形　ねじ無用　ビス有 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020666 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｅ５１ ユニバーサル Ｅ５１　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020680 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｅ５１ ユニバーサル Ｅ５１　ねじ無用　Ｔ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021446 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ブッシング Ｅ５１ ブッシング Ｅ５１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021278 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｅ５１ 絶縁ブッシング１号 Ｅ５１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021292 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｅ５１ 絶縁ブッシング２号 Ｅ５１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021306 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ねじなしブッシング Ｅ５１ ねじなしブッシング Ｅ５１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020844 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 サドル Ｅ５１ サドル Ｅ５１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021056 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｅ５１ ステンレスサドル Ｅ５１　ねじ無用ＥＳＡＰカバー 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021644 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ロックナット Ｅ５１ ロックナット Ｅ５１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022040 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ターミナルキャップ Ｅ５１ ターミナルキャップ Ｅ５１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021844 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 エントランスキャップ Ｅ５１ エントランスキャップ Ｅ５１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022610 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 コネクタ Ｅ５１ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ コネクタ Ｅ５１　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022964 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｅ５１ 丸形露出ボックス Ｅ５１　１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101022970 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｅ５１ 丸形露出ボックス Ｅ５１　２方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022976 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｅ５１ 丸形露出ボックス Ｅ５１　３方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022982 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｅ５１ 丸形露出ボックス Ｅ５１　４方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023154 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｅ５１ 露出スイッチボックス Ｅ５１　１個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023162 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｅ５１ 露出スイッチボックス Ｅ５１　１個用２方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023172 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｅ５１ 露出スイッチボックス Ｅ５１　２個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023184 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｅ５１ 露出スイッチボックス Ｅ５１　３個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020246 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 カップリング Ｅ６３ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｅ６３　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020442 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ａ形　（ビス無し） Ｅ６３ ノーマルベンド Ｅ６３　Ａ形　ねじ無用　ビス無 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020454 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ｂ形　（ビス有り） Ｅ６３ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｅ６３　Ｂ形　ねじ無用　ビス有 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020668 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｅ６３ ユニバーサル Ｅ６３　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020682 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｅ６３ ユニバーサル Ｅ６３　ねじ無用　Ｔ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021448 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ブッシング Ｅ６３ ブッシング Ｅ６３　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021280 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｅ６３ 絶縁ブッシング１号 Ｅ６３　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021294 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｅ６３ 絶縁ブッシング２号 Ｅ６３　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021308 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ねじなしブッシング Ｅ６３ ねじなしブッシング Ｅ６３　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020846 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 サドル Ｅ６３ サドル Ｅ６３　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021058 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｅ６３ ステンレスサドル Ｅ６３　ねじ無用ＥＳＡＰカバー 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101021646 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ロックナット Ｅ６３ ロックナット Ｅ６３　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022042 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ターミナルキャップ Ｅ６３ ターミナルキャップ Ｅ６３　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021846 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 エントランスキャップ Ｅ６３ エントランスキャップ Ｅ６３　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022612 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 コネクタ Ｅ６３ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ コネクタ Ｅ６３　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022966 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｅ６３ 丸形露出ボックス Ｅ６３　１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022972 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｅ６３ 丸形露出ボックス Ｅ６３　２方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022978 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｅ６３ 丸形露出ボックス Ｅ６３　３方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022984 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｅ６３ 丸形露出ボックス Ｅ６３　４方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023156 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｅ６３ 露出スイッチボックス Ｅ６３　１個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023164 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｅ６３ 露出スイッチボックス Ｅ６３　１個用２方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023174 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｅ６３ 露出スイッチボックス Ｅ６３　２個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023186 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｅ６３ 露出スイッチボックス Ｅ６３　３個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020248 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 カップリング Ｅ７５ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ カップリング Ｅ７５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020444 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ａ形　（ビス無し） Ｅ７５ ノーマルベンド Ｅ７５　Ａ形　ねじ無用　ビス無 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020456 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ノーマルベンド　Ｂ形　（ビス有り） Ｅ７５ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ ノーマルベンド Ｅ７５　Ｂ形　ねじ無用　ビス有 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020670 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（ＬＬ，ＬＢ） Ｅ７５ ユニバーサル Ｅ７５　ねじ無用　ＬＬ・ＬＢ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020684 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ユニバーサル（Ｔ） Ｅ７５ ユニバーサル Ｅ７５　ねじ無用　Ｔ 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021450 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ブッシング Ｅ７５ ブッシング Ｅ７５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101021282 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　１号 Ｅ７５ 絶縁ブッシング１号 Ｅ７５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021296 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 絶縁ブッシング　２号 Ｅ７５ 絶縁ブッシング２号 Ｅ７５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021310 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ねじなしブッシング Ｅ７５ ねじなしブッシング Ｅ７５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101020848 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 サドル Ｅ７５ サドル Ｅ７５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021060 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ステンレスサドル（ＥＳＡＰカバー付き） Ｅ７５ ステンレスサドル Ｅ７５　ねじ無用ＥＳＡＰカバー 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021648 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ロックナット Ｅ７５ ロックナット Ｅ７５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022044 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 ターミナルキャップ Ｅ７５ ターミナルキャップ Ｅ７５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101021848 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 エントランスキャップ Ｅ７５ エントランスキャップ Ｅ７５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022614 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 コネクタ Ｅ７５ ＪＩＳ　Ｃ８３３０ コネクタ Ｅ７５　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022968 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス １（方出） Ｅ７５ 丸形露出ボックス Ｅ７５　１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022974 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ２（方出） Ｅ７５ 丸形露出ボックス Ｅ７５　２方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022980 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ３（方出） Ｅ７５ 丸形露出ボックス Ｅ７５　３方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101022986 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 丸形露出ボックス ４（方出） Ｅ７５ 丸形露出ボックス Ｅ７５　４方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023158 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　１（方出） Ｅ７５ 露出スイッチボックス Ｅ７５　１個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023166 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス １（個用）　２（方出） Ｅ７５ 露出スイッチボックス Ｅ７５　１個用２方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023176 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ２（個用）　１（方出） Ｅ７５ 露出スイッチボックス Ｅ７５　２個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023188 鋼製電線管用附属品 ねじなし電線管用 露出スイッチボックス ３（個用）　１（方出） Ｅ７５ 露出スイッチボックス Ｅ７５　３個用１方出　ねじ無用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023206
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） スイッチボックス 埋込用　１（個用）（カバー付き）
１１７ｍｍ×７０ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

スイッチボックス １１７×７０×４４　１個用 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101023208
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） スイッチボックス 埋込用　２（個用）（カバー付き）
１１７ｍｍ×１３６ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

スイッチボックス １１７×１３６×４４　２個用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023210
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） スイッチボックス 埋込用　３（個用）（カバー付き）
１１７ｍｍ×１８２ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

スイッチボックス １１７×１８２×４４　３個用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023212
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） スイッチボックス 埋込用　４（個用）（カバー付き）
１１７ｍｍ×２２８ｍｍ×５４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

スイッチボックス １１７×２２８×５４　４個用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023214
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） スイッチボックス 埋込用　５（個用）（カバー付き）
１１７ｍｍ×２７４ｍｍ×５４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

スイッチボックス １１７×２７４×５４　５個用 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023402
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） アウトレットボックス ４角　中浅形（塗代カバー無し）
１０２ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

アウトレットボックス １０２×４４　４角　中浅形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023404
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） アウトレットボックス ４角　中深形（塗代カバー無し）
１０２ｍｍ×５４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

アウトレットボックス １０２×５４　４角　中深形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023406
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） アウトレットボックス ４角　大浅形（塗代カバー無し）
１１９ｍｍ×４４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

アウトレットボックス １１９×４４　４角　大浅形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023408
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） アウトレットボックス ４角　大深形（塗代カバー無し）
１１９ｍｍ×５４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

アウトレットボックス １１９×５４　４角　大深形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023602
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角　中浅形 １０２ｍｍ×４４
ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

コンクリートボックス １０２×４４　４角　中浅形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023604
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角　中深形 １０２ｍｍ×５４
ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

コンクリートボックス １０２×５４　４角　中深形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023606
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角　中深形 １０２ｍｍ×７５
ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

コンクリートボックス １０２×７５　４角　中深形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023608
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角　中深形 １０２ｍｍ×９０
ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

コンクリートボックス １０２×９０　４角　中深形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023610
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角　中深形 １０２ｍｍ×１０
０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

コンクリートボックス １０２×１００　４角　中深形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023612
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角　大浅形 １１９ｍｍ×４４
ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

コンクリートボックス １１９×４４　４角　大浅形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023614
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角　大深形 １１９ｍｍ×５４
ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

コンクリートボックス １１９×５４　４角　大深形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023616
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角　大深形 １１９ｍｍ×７５
ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

コンクリートボックス １１９×７５　４角　大深形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023618
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角　大深形 １１９ｍｍ×９０
ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

コンクリートボックス １１９×９０　４角　大深形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023620
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ４角　大深形 １１９ｍｍ×１０
０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

コンクリートボックス １１９×１００　４角　大深形 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101023622
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ８角　浅形 ９５ｍｍ×４４ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ８３４０

コンクリートボックス ９５×４４　８角　浅形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023624
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ８角　深形 ９５ｍｍ×５４ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ８３４０

コンクリートボックス ９５×５４　８角　深形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023626
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ８角　深形 ９５ｍｍ×７５ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ８３４０

コンクリートボックス ９５×７５　８角　深形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023628
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ８角　深形 ９５ｍｍ×９０ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ８３４０

コンクリートボックス ９５×９０　８角　深形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023630
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） コンクリートボックス ８角　深形 ９５ｍｍ×１００ｍ
ｍ ＪＩＳ　Ｃ８３４０

コンクリートボックス ９５×１００　８角　深形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023802
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー ブランクカバー ４角　中形 ＪＩＳ　Ｃ
８３４０

ブランクカバー ４角　中形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023804
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー ブランクカバー ４角　大形 ＪＩＳ　Ｃ
８３４０

ブランクカバー ４角　大形 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023806
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー ブランクカバー ８角 ＪＩＳ　Ｃ８３４
０

ブランクカバー ８角 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023816 鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 丸穴カバー ４角　中形（平） 丸穴カバー ４角　中形　平 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023828
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 丸穴カバー ４角　中形（塗代付き） Ｊ
ＩＳ　Ｃ８３４０

丸穴カバー ４角　中形　塗代付 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023818 鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 丸穴カバー ４角　大形（平） 丸穴カバー ４角　大形　平 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023830
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 丸穴カバー ４角　大形（塗代付き） Ｊ
ＩＳ　Ｃ８３４０

丸穴カバー ４角　大形　塗代付 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023820 鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 丸穴カバー ８角（平） 丸穴カバー ８角　平 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023832
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 丸穴カバー ８角（塗代付き） ＪＩＳ
Ｃ８３４０

丸穴カバー ８角　塗代付 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023808
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー １個用 ４角　中形
（平）

スイッチカバー １個用　４角　中形　平 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023834
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー １個用 ４角　中形（塗
代付き） ＪＩＳ　Ｃ８３４０

スイッチカバー １個用　４角　中形　塗代付 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023810
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー １個用 ４角　大形
（平）

スイッチカバー １個用　４角　大形　平 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023836
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー １個用 ４角　大形（塗
代付き） ＪＩＳ　Ｃ８３４０

スイッチカバー １個用　４角　大形　塗代付 個 577 ○ ○ 4101 電線管
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鋼製電線管用附属品 4101023838 鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー １個用 ８角（平） スイッチカバー １個用　８角　平 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023840
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー １個用 ８角（塗代付
き） ＪＩＳ　Ｃ８３４０

スイッチカバー １個用　８角　塗代付 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023812
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー ２個用 ４角　中形
（平）

スイッチカバー ２個用　４角　中形　平 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023842
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー ２個用 ４角　中形（塗
代付き） ＪＩＳ　Ｃ８３４０

スイッチカバー ２個用　４角　中形　塗代付 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023814
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー ２個用 ４角　大形
（平）

スイッチカバー ２個用　４角　大形　平 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023844
鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー スイッチカバー ２個用 ４角　大形（塗
代付き） ＪＩＳ　Ｃ８３４０

スイッチカバー ２個用　４角　大形　塗代付 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023822 鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 蛍光灯カバー ４角　中形（平） 蛍光灯カバー ４角　中形　平 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023846 鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 蛍光灯カバー ４角　中形（塗代付き） 蛍光灯カバー ４角　中形　塗代付 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023824 鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 蛍光灯カバー ４角　大形（平） 蛍光灯カバー ４角　大形　平 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023848 鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 蛍光灯カバー ４角　大形（塗代付き） 蛍光灯カバー ４角　大形　塗代付 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023826 鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 蛍光灯カバー ８角（平） 蛍光灯カバー ８角　平 個 577 ○ ○ 4101 電線管

鋼製電線管用附属品 4101023850 鋼製電線管用附属品 鋼製ボックス（厚・薄・ねじ無し共用） ボックスカバー 蛍光灯カバー ８角（塗代付き） 蛍光灯カバー ８角　塗代付 個 577 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101081002 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コネクタ（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ ＣＤ管用　コネクタ １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101089002 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 曲がりコネクタ（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＣＤ管用　曲がりコネクタ １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101082002 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 カップリング（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ ＣＤ管用　カップリング １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101084002 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 送りカップリング（ビス止め式） １４ｍｍ ＣＤ管用　送りカップリング １４ｍｍ　ビス止め式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086402
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング　ＣＤ－薄鋼・ねじなし（ワンタッチ式）
１４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＣＤ－薄鋼・ねじなし　１４ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086412
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング　ＣＤ－ＶＥ（ワンタッチ式） １４ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＣＤ－ＶＥ　１４ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086422
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング　ＣＤ－ＰＦ（ワンタッチ式） １４ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＣＤ－ＰＦ　１４ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101080002 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 薄鋼ジョイント（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＣＤ管用　薄鋼ジョイント １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083002 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 エンドカバー（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＣＤ管用　エンドカバー １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083030 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 自在エンド（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＣＤ管用　自在エンド １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083040 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 カップエンド（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＣＤ管用　カップエンド １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083050 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビエンド（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＣＤ管用　コンビエンド １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083060 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 両口エンド（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＣＤ管用　両口エンド １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083070 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 エンドブッシング（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＣＤ管用　エンドブッシング １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101080602 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 サポート（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＣＤ管用　サポート １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101081004 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コネクタ（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ ＣＤ管用　コネクタ １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101089004 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 曲がりコネクタ（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＣＤ管用　曲がりコネクタ １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101082004 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 カップリング（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ ＣＤ管用　カップリング １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101084004 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 送りカップリング（ビス止め式） １６ｍｍ ＣＤ管用　送りカップリング １６ｍｍ　ビス止め式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086404
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング　ＣＤ－薄鋼・ねじなし（ワンタッチ式）
１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＣＤ－薄鋼・ねじなし　１６ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086414
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング　ＣＤ－ＶＥ（ワンタッチ式） １６ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＣＤ－ＶＥ　１６ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086424
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング　ＣＤ－ＰＦ（ワンタッチ式） １６ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＣＤ－ＰＦ　１６ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101080004 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 薄鋼ジョイント（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＣＤ管用　薄鋼ジョイント １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083004 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 エンドカバー（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＣＤ管用　エンドカバー １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083032 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 自在エンド（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＣＤ管用　自在エンド １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083042 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 カップエンド（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＣＤ管用　カップエンド １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083052 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビエンド（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＣＤ管用　コンビエンド １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083062 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 両口エンド（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＣＤ管用　両口エンド １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083072 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 エンドブッシング（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＣＤ管用　エンドブッシング １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101080604 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 サポート（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＣＤ管用　サポート １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101081006 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コネクタ（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ ＣＤ管用　コネクタ ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101089006 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 曲がりコネクタ（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＣＤ管用　曲がりコネクタ ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101082006 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 カップリング（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ ＣＤ管用　カップリング ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101084006 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 送りカップリング（ビス止め式） ２２ｍｍ ＣＤ管用　送りカップリング ２２ｍｍ　ビス止め式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086406
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング　ＣＤ－薄鋼・ねじなし（ワンタッチ式）
２２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＣＤ－薄鋼・ねじなし　２２ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086416
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング　ＣＤ－ＶＥ（ワンタッチ式） ２２ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＣＤ－ＶＥ　２２ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086426
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング　ＣＤ－ＰＦ（ワンタッチ式） ２２ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＣＤ－ＰＦ　２２ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101080006 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 薄鋼ジョイント（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＣＤ管用　薄鋼ジョイント ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083006 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 エンドカバー（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＣＤ管用　エンドカバー ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083034 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 自在エンド（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＣＤ管用　自在エンド ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083044 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 カップエンド（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＣＤ管用　カップエンド ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083054 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビエンド（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＣＤ管用　コンビエンド ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

1801 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083064 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 両口エンド（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＣＤ管用　両口エンド ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083074 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 エンドブッシング（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＣＤ管用　エンドブッシング ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101080606 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 サポート（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＣＤ管用　サポート ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101081008 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コネクタ（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ ＣＤ管用　コネクタ ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101089008 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 曲がりコネクタ（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＣＤ管用　曲がりコネクタ ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101082008 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 カップリング（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ ＣＤ管用　カップリング ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101084008 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 送りカップリング（ビス止め式） ２８ｍｍ ＣＤ管用　送りカップリング ２８ｍｍ　ビス止め式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086408
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング　ＣＤ－薄鋼・ねじなし（ワンタッチ式）
２８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＣＤ－薄鋼・ねじなし　２８ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086418
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング　ＣＤ－ＶＥ（ワンタッチ式） ２８ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＣＤ－ＶＥ　２８ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086428
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビネーションカップリング　ＣＤ－ＰＦ（ワンタッチ式） ２８ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＣＤ－ＰＦ　２８ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101080008 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 薄鋼ジョイント（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＣＤ管用　薄鋼ジョイント ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083008 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 エンドカバー（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＣＤ管用　エンドカバー ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083036 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 自在エンド（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＣＤ管用　自在エンド ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083046 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 カップエンド（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＣＤ管用　カップエンド ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083056 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 コンビエンド（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＣＤ管用　コンビエンド ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083066 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 両口エンド（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＣＤ管用　両口エンド ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083076 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 エンドブッシング（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＣＤ管用　エンドブッシング ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101080608 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＣＤ管用 サポート（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＣＤ管用　サポート ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

1802 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101081202 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コネクタ（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ ＰＦ管用　コネクタ １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101089202 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 曲がりコネクタ（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＰＦ管用　曲がりコネクタ １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101082202 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 カップリング（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ ＰＦ管用　カップリング １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101084202 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 送りカップリング（ビス止め式） １４ｍｍ ＰＦ管用　送りカップリング １４ｍｍ　ビス止め式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086602
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コンビネーションカップリング　ＰＦ－薄鋼・ねじなし（ワンタッチ式）
１４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＰＦ－薄鋼・ねじなし　１４ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086612
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コンビネーションカップリング　ＰＦ－ＶＥ（ワンタッチ式） １４ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＰＦ－ＶＥ　１４ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101080202 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 薄鋼ジョイント（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＰＦ管用　薄鋼ジョイント １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083010 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 エンドカバー（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＰＦ管用　エンドカバー １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083212 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 自在エンド（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＰＦ管用　自在エンド １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083222 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 カップエンド（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＰＦ管用　カップエンド １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083242 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 両口エンド（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＰＦ管用　両口エンド １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083252 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 エンドブッシング（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＰＦ管用　エンドブッシング １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101080802 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 サポート（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＰＦ管用　サポート １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101088402 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 サドル（ワンタッチ式） １４ｍｍ ＰＦ管用　サドル １４ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101081204 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コネクタ（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ ＰＦ管用　コネクタ １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101089204 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 曲がりコネクタ（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＰＦ管用　曲がりコネクタ １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101082204 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 カップリング（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ ＰＦ管用　カップリング １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101084204 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 送りカップリング（ビス止め式） １６ｍｍ ＰＦ管用　送りカップリング １６ｍｍ　ビス止め式 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086604
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コンビネーションカップリング　ＰＦ－薄鋼・ねじなし（ワンタッチ式）
１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＰＦ－薄鋼・ねじなし　１６ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086614
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コンビネーションカップリング　ＰＦ－ＶＥ（ワンタッチ式） １６ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＰＦ－ＶＥ　１６ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101080204 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 薄鋼ジョイント（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＰＦ管用　薄鋼ジョイント １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083012 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 エンドカバー（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＰＦ管用　エンドカバー １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083214 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 自在エンド（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＰＦ管用　自在エンド １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083224 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 カップエンド（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＰＦ管用　カップエンド １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083244 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 両口エンド（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＰＦ管用　両口エンド １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083254 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 エンドブッシング（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＰＦ管用　エンドブッシング １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101080804 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 サポート（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＰＦ管用　サポート １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101088404 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 サドル（ワンタッチ式） １６ｍｍ ＰＦ管用　サドル １６ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101081206 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コネクタ（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ ＰＦ管用　コネクタ ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101089206 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 曲がりコネクタ（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＰＦ管用　曲がりコネクタ ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101082206 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 カップリング（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ ＰＦ管用　カップリング ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101084206 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 送りカップリング（ビス止め式） ２２ｍｍ ＰＦ管用　送りカップリング ２２ｍｍ　ビス止め式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086606
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コンビネーションカップリング　ＰＦ－薄鋼・ねじなし（ワンタッチ式）
２２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＰＦ－薄鋼・ねじなし　２２ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086616
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コンビネーションカップリング　ＰＦ－ＶＥ（ワンタッチ式） ２２ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＰＦ－ＶＥ　２２ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101080206 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 薄鋼ジョイント（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＰＦ管用　薄鋼ジョイント ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083014 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 エンドカバー（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＰＦ管用　エンドカバー ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083216 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 自在エンド（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＰＦ管用　自在エンド ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083226 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 カップエンド（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＰＦ管用　カップエンド ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083246 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 両口エンド（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＰＦ管用　両口エンド ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083256 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 エンドブッシング（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＰＦ管用　エンドブッシング ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101080806 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 サポート（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＰＦ管用　サポート ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101088406 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 サドル（ワンタッチ式） ２２ｍｍ ＰＦ管用　サドル ２２ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101081208 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コネクタ（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ ＰＦ管用　コネクタ ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101089208 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 曲がりコネクタ（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＰＦ管用　曲がりコネクタ ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101082208 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 カップリング（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２ ＰＦ管用　カップリング ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101084208 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 送りカップリング（ビス止め式） ２８ｍｍ ＰＦ管用　送りカップリング ２８ｍｍ　ビス止め式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086608
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コンビネーションカップリング　ＰＦ－薄鋼・ねじなし（ワンタッチ式）
２８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＰＦ－薄鋼・ねじなし　２８ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101086618
合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 コンビネーションカップリング　ＰＦ－ＶＥ（ワンタッチ式） ２８ｍｍ
ＪＩＳ　Ｃ　８４１２

コンビネーションカップリング ＰＦ－ＶＥ　２８ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101080208 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 薄鋼ジョイント（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＰＦ管用　薄鋼ジョイント ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083016 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 エンドカバー（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＰＦ管用　エンドカバー ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083218 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 自在エンド（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＰＦ管用　自在エンド ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083228 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 カップエンド（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＰＦ管用　カップエンド ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083248 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 両口エンド（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＰＦ管用　両口エンド ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101083258 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 エンドブッシング（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＰＦ管用　エンドブッシング ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101080808 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 サポート（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＰＦ管用　サポート ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

合成樹脂製可とう電線管用附属品 4101088408 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ＰＦ管用 サドル（ワンタッチ式） ２８ｍｍ ＰＦ管用　サドル ２８ｍｍ　ワンタッチ式 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101002 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ３０ｍｍ ＦＥＰ用　テーピング ３０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102502 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント ３０ｍｍ ＦＥＰ用　ハイジョイント ３０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101106502 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　クイックジョイント ３０ｍｍ ＦＥＰ用　クイックジョイント ３０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103502 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ型 ３０ｍｍ ＦＥＰ用　Ｈ型 ３０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104002 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 ３０ｍｍ ＦＥＰ用　Ａ型 ３０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102002 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス ３０ｍｍ ＦＥＰ用　ベルマウス ３０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101502 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ３０ｍｍ ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス ３０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104502 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ ３０ｍｍ ＦＥＰ用　防水キャップ ３０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105002 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット ３０ｍｍ ＦＥＰ用　ブラケット ３０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105502 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ ３０ｍｍ ＦＥＰ用　クランプ ３０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101020 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ３０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　テーピング ３０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102520 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント ３０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント ３０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103520 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ‐１型 ３０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型 ３０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104020 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 ３０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ａ型 ３０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102020 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス ３０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ベルマウス ３０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101520 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ３０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス ３０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104520 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ ３０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　防水キャップ ３０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105020 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット ３０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ブラケット ３０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105520 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ ３０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　クランプ ３０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101004 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ４０ｍｍ ＦＥＰ用　テーピング ４０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102504 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント ４０ｍｍ ＦＥＰ用　ハイジョイント ４０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101106504 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　クイックジョイント ４０ｍｍ ＦＥＰ用　クイックジョイント ４０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103504 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ型 ４０ｍｍ ＦＥＰ用　Ｈ型 ４０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104004 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 ４０ｍｍ ＦＥＰ用　Ａ型 ４０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102004 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス ４０ｍｍ ＦＥＰ用　ベルマウス ４０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101504 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ４０ｍｍ ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス ４０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104504 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ ４０ｍｍ ＦＥＰ用　防水キャップ ４０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105004 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット ４０ｍｍ ＦＥＰ用　ブラケット ４０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105504 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ ４０ｍｍ ＦＥＰ用　クランプ ４０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101040 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ４０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　テーピング ４０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102522 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント ４０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント ４０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103522 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ‐１型 ４０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型 ４０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104022 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 ４０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ａ型 ４０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102022 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス ４０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ベルマウス ４０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101522 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ４０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス ４０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104522 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ ４０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　防水キャップ ４０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105022 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット ４０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ブラケット ４０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105522 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ ４０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　クランプ ４０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101006 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ５０ｍｍ ＦＥＰ用　テーピング ５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102506 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント ５０ｍｍ ＦＥＰ用　ハイジョイント ５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101106506 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　クイックジョイント ５０ｍｍ ＦＥＰ用　クイックジョイント ５０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103506 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ型 ５０ｍｍ ＦＥＰ用　Ｈ型 ５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104006 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 ５０ｍｍ ＦＥＰ用　Ａ型 ５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102006 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス ５０ｍｍ ＦＥＰ用　ベルマウス ５０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101506 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ５０ｍｍ ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス ５０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104506 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ ５０ｍｍ ＦＥＰ用　防水キャップ ５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105006 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット ５０ｍｍ ＦＥＰ用　ブラケット ５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105506 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ ５０ｍｍ ＦＥＰ用　クランプ ５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101060 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　テーピング ５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102524 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント ５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント ５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103524 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ‐１型 ５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型 ５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104024 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 ５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ａ型 ５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管
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波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102024 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス ５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ベルマウス ５０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101524 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス ５０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104524 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ ５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　防水キャップ ５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105024 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット ５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ブラケット ５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105524 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ ５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　クランプ ５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101008 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ６５ｍｍ ＦＥＰ用　テーピング ６５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102508 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント ６５ｍｍ ＦＥＰ用　ハイジョイント ６５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101106508 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　クイックジョイント ６５ｍｍ ＦＥＰ用　クイックジョイント ６５ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103508 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ型 ６５ｍｍ ＦＥＰ用　Ｈ型 ６５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104008 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 ６５ｍｍ ＦＥＰ用　Ａ型 ６５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102008 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス ６５ｍｍ ＦＥＰ用　ベルマウス ６５ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101508 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ６５ｍｍ ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス ６５ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104508 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ ６５ｍｍ ＦＥＰ用　防水キャップ ６５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105008 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット ６５ｍｍ ＦＥＰ用　ブラケット ６５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105508 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ ６５ｍｍ ＦＥＰ用　クランプ ６５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101080 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ６５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　テーピング ６５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102526 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント ６５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント ６５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103526 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ‐１型 ６５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型 ６５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管
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波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104026 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 ６５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ａ型 ６５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102026 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス ６５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ベルマウス ６５ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101526 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ６５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス ６５ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104526 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ ６５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　防水キャップ ６５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105026 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット ６５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ブラケット ６５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105526 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ ６５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　クランプ ６５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101010 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ８０ｍｍ ＦＥＰ用　テーピング ８０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102510 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント ８０ｍｍ ＦＥＰ用　ハイジョイント ８０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101106510 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　クイックジョイント ８０ｍｍ ＦＥＰ用　クイックジョイント ８０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103510 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ型 ８０ｍｍ ＦＥＰ用　Ｈ型 ８０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104010 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 ８０ｍｍ ＦＥＰ用　Ａ型 ８０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102010 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス ８０ｍｍ ＦＥＰ用　ベルマウス ８０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101510 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ８０ｍｍ ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス ８０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104510 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ ８０ｍｍ ＦＥＰ用　防水キャップ ８０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105010 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット ８０ｍｍ ＦＥＰ用　ブラケット ８０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105510 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ ８０ｍｍ ＦＥＰ用　クランプ ８０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101100 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ８０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　テーピング ８０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102528 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント ８０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント ８０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管
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波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103528 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ‐１型 ８０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型 ８０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104028 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 ８０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ａ型 ８０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102028 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス ８０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ベルマウス ８０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101528 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ８０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス ８０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104528 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ ８０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　防水キャップ ８０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105028 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット ８０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ブラケット ８０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105528 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ ８０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　クランプ ８０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101012 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング １００ｍｍ ＦＥＰ用　テーピング １００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102512 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント １００ｍｍ ＦＥＰ用　ハイジョイント １００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101106512 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　クイックジョイント １００ｍｍ ＦＥＰ用　クイックジョイント １００ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103512 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ型 １００ｍｍ ＦＥＰ用　Ｈ型 １００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104012 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 １００ｍｍ ＦＥＰ用　Ａ型 １００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102012 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス １００ｍｍ ＦＥＰ用　ベルマウス １００ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101512 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス １００ｍｍ ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス １００ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104512 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ １００ｍｍ ＦＥＰ用　防水キャップ １００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105012 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット １００ｍｍ ＦＥＰ用　ブラケット １００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105512 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ １００ｍｍ ＦＥＰ用　クランプ １００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101120 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング １００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　テーピング １００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管
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波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102530 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント １００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント １００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103530 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ‐１型 １００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型 １００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104030 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 １００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ａ型 １００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102030 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス １００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ベルマウス １００ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101530 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス １００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス １００ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104530 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ １００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　防水キャップ １００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105030 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット １００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ブラケット １００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105530 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ １００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　クランプ １００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101014 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング １２５ｍｍ ＦＥＰ用　テーピング １２５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102514 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント １２５ｍｍ ＦＥＰ用　ハイジョイント １２５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101106514 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　クイックジョイント １２５ｍｍ ＦＥＰ用　クイックジョイント １２５ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103514 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ型 １２５ｍｍ ＦＥＰ用　Ｈ型 １２５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104014 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 １２５ｍｍ ＦＥＰ用　Ａ型 １２５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102014 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス １２５ｍｍ ＦＥＰ用　ベルマウス １２５ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101514 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス １２５ｍｍ ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス １２５ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104514 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ １２５ｍｍ ＦＥＰ用　防水キャップ １２５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105014 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット １２５ｍｍ ＦＥＰ用　ブラケット １２５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105514 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ １２５ｍｍ ＦＥＰ用　クランプ １２５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管
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波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101140 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング １２５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　テーピング １２５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102532 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント １２５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント １２５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103532 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ‐１型 １２５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型 １２５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104032 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 １２５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ａ型 １２５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102032 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス １２５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ベルマウス １２５ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101532 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス １２５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス １２５ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104532 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ １２５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　防水キャップ １２５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105032 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット １２５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ブラケット １２５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105532 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ １２５ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　クランプ １２５ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101016 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング １５０ｍｍ ＦＥＰ用　テーピング １５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102516 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント １５０ｍｍ ＦＥＰ用　ハイジョイント １５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101106516 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　クイックジョイント １５０ｍｍ ＦＥＰ用　クイックジョイント １５０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103516 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ型 １５０ｍｍ ＦＥＰ用　Ｈ型 １５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104016 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 １５０ｍｍ ＦＥＰ用　Ａ型 １５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102016 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス １５０ｍｍ ＦＥＰ用　ベルマウス １５０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101516 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス １５０ｍｍ ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス １５０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104516 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ １５０ｍｍ ＦＥＰ用　防水キャップ １５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105016 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット １５０ｍｍ ＦＥＰ用　ブラケット １５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管
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波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105516 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ １５０ｍｍ ＦＥＰ用　クランプ １５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101160 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング １５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　テーピング １５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102534 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント １５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント １５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103534 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ‐１型 １５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型 １５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104034 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 １５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ａ型 １５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102034 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス １５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ベルマウス １５０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101534 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス １５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス １５０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104534 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ １５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　防水キャップ １５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105034 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット １５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ブラケット １５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105534 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ １５０ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　クランプ １５０ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101018 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ２００ｍｍ ＦＥＰ用　テーピング ２００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102518 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント ２００ｍｍ ＦＥＰ用　ハイジョイント ２００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101106518 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 直線接続材料　クイックジョイント ２００ｍｍ ＦＥＰ用　クイックジョイント ２００ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103518 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ型 ２００ｍｍ ＦＥＰ用　Ｈ型 ２００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104018 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 ２００ｍｍ ＦＥＰ用　Ａ型 ２００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102018 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ベルマウス ２００ｍｍ ＦＥＰ用　ベルマウス ２００ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101518 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ２００ｍｍ ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス ２００ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104518 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 防水キャップ ２００ｍｍ ＦＥＰ用　防水キャップ ２００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管
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波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105018 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 ブラケット ２００ｍｍ ＦＥＰ用　ブラケット ２００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105518 波付硬質合成樹脂管用附属品 ＦＥＰ用 クランプ ２００ｍｍ ＦＥＰ用　クランプ ２００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101180 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　テーピング ２００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　テーピング ２００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102536 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 直線接続材料　ハイジョイント ２００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ハイジョイント ２００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101103536 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ｈ‐１型 ２００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ｈ－１型 ２００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104036 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 異種管接続材料　Ａ型 ２００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　Ａ型 ２００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101102036 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ベルマウス ２００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ベルマウス ２００ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101101536 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 フタ付ベルマウス ２００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　フタ付ベルマウス ２００ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101104536 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 防水キャップ ２００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　防水キャップ ２００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105036 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 ブラケット ２００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　ブラケット ２００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管用附属品 4101105536 波付硬質合成樹脂管用附属品 難燃ＦＥＰ用 クランプ ２００ｍｍ 難燃ＦＥＰ用　クランプ ２００ｍｍ 組 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063552 金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング １０ｍｍ ストレートカップリング １０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063052 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） １０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング １０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063068 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） １０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング １０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101068066 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） １０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング １０ｍｍ　ねじ無用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064502 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） １０ｍｍ コンビネユニオンカップリング １０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064552 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） １０ｍｍ コンビネユニオンカップリング １０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066052 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用） １０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング １０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

1815 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

金属製可とう電線管用附属品 4101066078 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用） １０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング １０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061052 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用） １０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ １０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061068 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） １０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ １０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062051 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） １０ｍｍ アングルボックスコネクタ １０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062070 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用） １０ｍｍ アングルボックスコネクタ １０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065502 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用） １０ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ １０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065552 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用） １０ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ １０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066502 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用） １０ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ １０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066552 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） １０ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ １０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061551 金属製可とう電線管用附属品 ブッシング １０ｍｍ ブッシング １０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062551 金属製可とう電線管用附属品 サドル １０ｍｍ サドル １０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063554 金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング １２ｍｍ ストレートカップリング １２ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063086 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） １２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング １２ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063094 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） １２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング １２ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101068068 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） １２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング １２ｍｍ　ねじ無用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064504 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） １２ｍｍ コンビネユニオンカップリング １２ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064554 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） １２ｍｍ コンビネユニオンカップリング １２ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066072 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用） １２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング １２ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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金属製可とう電線管用附属品 4101066080 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用） １２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング １２ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061088 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用） １２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ １２ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061096 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） １２ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ １２ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062060 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） １２ｍｍ アングルボックスコネクタ １２ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062072 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用） １２ｍｍ アングルボックスコネクタ １２ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065504 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用） １２ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ １２ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065554 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用） １２ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ １２ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066504 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用） １２ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ １２ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066554 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） １２ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ １２ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061562 金属製可とう電線管用附属品 ブッシング １２ｍｍ ブッシング １２ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062562 金属製可とう電線管用附属品 サドル １２ｍｍ サドル １２ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063556 金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング １５ｍｍ ストレートカップリング １５ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063088 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） １５ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング １５ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063096 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） １５ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング １５ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101068070 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） １５ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング １５ｍｍ　ねじ無用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064506 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） １５ｍｍ コンビネユニオンカップリング １５ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064556 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） １５ｍｍ コンビネユニオンカップリング １５ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066074 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用） １５ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング １５ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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金属製可とう電線管用附属品 4101066082 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用） １５ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング １５ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061090 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用） １５ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ １５ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061098 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） １５ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ １５ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062062 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） １５ｍｍ アングルボックスコネクタ １５ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062074 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用） １５ｍｍ アングルボックスコネクタ １５ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065506 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用） １５ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ １５ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065556 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用） １５ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ １５ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066506 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用） １５ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ １５ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066556 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） １５ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ １５ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061564 金属製可とう電線管用附属品 ブッシング １５ｍｍ ブッシング １５ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062564 金属製可とう電線管用附属品 サドル １５ｍｍ サドル １５ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063558 金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング １７ｍｍ ストレートカップリング １７ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063054 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） １７ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング １７ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063070 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） １７ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング １７ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101068052 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） １７ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング １７ｍｍ　ねじ無用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064508 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） １７ｍｍ コンビネユニオンカップリング １７ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064558 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） １７ｍｍ コンビネユニオンカップリング １７ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066054 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用） １７ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング １７ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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金属製可とう電線管用附属品 4101066084 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用） １７ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング １７ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061054 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用） １７ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ １７ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061070 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） １７ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ １７ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062052 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） １７ｍｍ アングルボックスコネクタ １７ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062076 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用） １７ｍｍ アングルボックスコネクタ １７ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065508 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用） １７ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ １７ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065558 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用） １７ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ １７ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066508 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用） １７ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ １７ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066558 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） １７ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ １７ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061552 金属製可とう電線管用附属品 ブッシング １７ｍｍ ブッシング １７ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062552 金属製可とう電線管用附属品 サドル １７ｍｍ サドル １７ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063560 金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング ２４ｍｍ ストレートカップリング ２４ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063056 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） ２４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ２４ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063072 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） ２４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ２４ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101068054 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） ２４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ２４ｍｍ　ねじ無用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064510 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） ２４ｍｍ コンビネユニオンカップリング ２４ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064560 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） ２４ｍｍ コンビネユニオンカップリング ２４ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066056 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用） ２４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング ２４ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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金属製可とう電線管用附属品 4101066086 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用） ２４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング ２４ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061056 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用） ２４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ ２４ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061072 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） ２４ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ ２４ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062053 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ２４ｍｍ アングルボックスコネクタ ２４ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062078 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用） ２４ｍｍ アングルボックスコネクタ ２４ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065510 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ２４ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ ２４ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065560 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用） ２４ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ ２４ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066510 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用） ２４ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ ２４ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066560 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） ２４ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ ２４ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061553 金属製可とう電線管用附属品 ブッシング ２４ｍｍ ブッシング ２４ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062553 金属製可とう電線管用附属品 サドル ２４ｍｍ サドル ２４ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063562 金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング ３０ｍｍ ストレートカップリング ３０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063058 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ３０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063074 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ３０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101068056 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ３０ｍｍ　ねじ無用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064512 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） ３０ｍｍ コンビネユニオンカップリング ３０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064562 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） ３０ｍｍ コンビネユニオンカップリング ３０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066058 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用） ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング ３０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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金属製可とう電線管用附属品 4101066088 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用） ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング ３０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061058 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用） ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ ３０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061074 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ ３０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062054 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ３０ｍｍ アングルボックスコネクタ ３０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062080 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用） ３０ｍｍ アングルボックスコネクタ ３０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065512 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ３０ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ ３０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065562 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用） ３０ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ ３０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066512 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用） ３０ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ ３０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066562 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） ３０ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ ３０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061554 金属製可とう電線管用附属品 ブッシング ３０ｍｍ ブッシング ３０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062554 金属製可とう電線管用附属品 サドル ３０ｍｍ サドル ３０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063564 金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング ３８ｍｍ ストレートカップリング ３８ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063060 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） ３８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ３８ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063076 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） ３８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ３８ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101068058 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） ３８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ３８ｍｍ　ねじ無用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064514 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） ３８ｍｍ コンビネユニオンカップリング ３８ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064564 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） ３８ｍｍ コンビネユニオンカップリング ３８ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066060 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用） ３８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング ３８ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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金属製可とう電線管用附属品 4101066090 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用） ３８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング ３８ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061060 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用） ３８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ ３８ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061076 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） ３８ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ ３８ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062055 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ３８ｍｍ アングルボックスコネクタ ３８ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062082 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用） ３８ｍｍ アングルボックスコネクタ ３８ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065514 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ３８ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ ３８ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065564 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用） ３８ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ ３８ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066514 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用） ３８ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ ３８ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066564 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） ３８ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ ３８ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061555 金属製可とう電線管用附属品 ブッシング ３８ｍｍ ブッシング ３８ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062555 金属製可とう電線管用附属品 サドル ３８ｍｍ サドル ３８ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063566 金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング ５０ｍｍ ストレートカップリング ５０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063062 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ５０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063078 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ５０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101068060 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ５０ｍｍ　ねじ無用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064516 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） ５０ｍｍ コンビネユニオンカップリング ５０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064566 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） ５０ｍｍ コンビネユニオンカップリング ５０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066062 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用） ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング ５０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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金属製可とう電線管用附属品 4101066092 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用） ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング ５０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061062 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用） ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ ５０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061078 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ ５０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062056 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ５０ｍｍ アングルボックスコネクタ ５０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062084 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用） ５０ｍｍ アングルボックスコネクタ ５０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065516 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ５０ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ ５０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065566 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用） ５０ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ ５０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066516 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用） ５０ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ ５０ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066566 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） ５０ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ ５０ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061556 金属製可とう電線管用附属品 ブッシング ５０ｍｍ ブッシング ５０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062556 金属製可とう電線管用附属品 サドル ５０ｍｍ サドル ５０ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063568 金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング ６３ｍｍ ストレートカップリング ６３ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063064 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） ６３ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ６３ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063080 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） ６３ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ６３ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101068062 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） ６３ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ６３ｍｍ　ねじ無用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064518 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） ６３ｍｍ コンビネユニオンカップリング ６３ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064568 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） ６３ｍｍ コンビネユニオンカップリング ６３ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066066 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用） ６３ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング ６３ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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金属製可とう電線管用附属品 4101066094 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用） ６３ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング ６３ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061064 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用） ６３ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ ６３ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061082 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） ６３ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ ６３ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062058 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ６３ｍｍ アングルボックスコネクタ ６３ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062086 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用） ６３ｍｍ アングルボックスコネクタ ６３ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065518 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ６３ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ ６３ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065568 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用） ６３ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ ６３ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066518 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用） ６３ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ ６３ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066568 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） ６３ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ ６３ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061558 金属製可とう電線管用附属品 ブッシング ６３ｍｍ ブッシング ６３ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062558 金属製可とう電線管用附属品 サドル ６３ｍｍ サドル ６３ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063570 金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング ７６ｍｍ ストレートカップリング ７６ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063066 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） ７６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ７６ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063082 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） ７６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ７６ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101068064 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） ７６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ７６ｍｍ　ねじ無用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064520 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） ７６ｍｍ コンビネユニオンカップリング ７６ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064570 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） ７６ｍｍ コンビネユニオンカップリング ７６ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066068 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用） ７６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング ７６ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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金属製可とう電線管用附属品 4101066096 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用） ７６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング ７６ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061066 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用） ７６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ ７６ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061084 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） ７６ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ ７６ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062064 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ７６ｍｍ アングルボックスコネクタ ７６ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062088 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用） ７６ｍｍ アングルボックスコネクタ ７６ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065520 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ７６ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ ７６ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065570 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用） ７６ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ ７６ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066520 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用） ７６ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ ７６ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066570 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） ７６ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ ７６ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061559 金属製可とう電線管用附属品 ブッシング ７６ｍｍ ブッシング ７６ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062559 金属製可とう電線管用附属品 サドル ７６ｍｍ サドル ７６ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063572 金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング ８３ｍｍ ストレートカップリング ８３ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063090 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） ８３ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ８３ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063084 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） ８３ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ８３ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101068072 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） ８３ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング ８３ｍｍ　ねじ無用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064522 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） ８３ｍｍ コンビネユニオンカップリング ８３ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064572 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） ８３ｍｍ コンビネユニオンカップリング ８３ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066070 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用） ８３ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング ８３ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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金属製可とう電線管用附属品 4101066098 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用） ８３ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング ８３ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061092 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用） ８３ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ ８３ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061086 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） ８３ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ ８３ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062066 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ８３ｍｍ アングルボックスコネクタ ８３ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062090 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用） ８３ｍｍ アングルボックスコネクタ ８３ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065522 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用） ８３ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ ８３ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065572 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用） ８３ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ ８３ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066522 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用） ８３ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ ８３ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066572 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） ８３ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ ８３ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061560 金属製可とう電線管用附属品 ブッシング ８３ｍｍ ブッシング ８３ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062560 金属製可とう電線管用附属品 サドル ８３ｍｍ サドル ８３ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063574 金属製可とう電線管用附属品 ストレートカップリング １０１ｍｍ ストレートカップリング １０１ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063092 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（薄鋼用） １０１ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング １０１ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101063098 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（厚鋼用） １０１ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング １０１ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101068074 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションカップリング（ねじなし用） １０１ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ コンビネーションカップリング １０１ｍｍ　ねじ無用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064524 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（薄鋼用） １０１ｍｍ コンビネユニオンカップリング １０１ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101064574 金属製可とう電線管用附属品 コンビネーションユニオンカップリング（厚鋼用） １０１ｍｍ コンビネユニオンカップリング １０１ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066076 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（薄鋼用） １０１ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング １０１ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管
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金属製可とう電線管用附属品 4101066100 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンカップリング（厚鋼用） １０１ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ 防水型ユニオンカップリング １０１ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061094 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（薄鋼用） １０１ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ １０１ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061100 金属製可とう電線管用附属品 ボックスコネクタ（厚鋼用） １０１ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３５０ ボックスコネクタ １０１ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062068 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（薄鋼用） １０１ｍｍ アングルボックスコネクタ １０１ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062092 金属製可とう電線管用附属品 アングルボックスコネクタ（厚鋼用） １０１ｍｍ アングルボックスコネクタ １０１ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065524 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（薄鋼用） １０１ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ １０１ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101065574 金属製可とう電線管用附属品 防水型アングルボックスコネクタ（厚鋼用） １０１ｍｍ 防水型アングルボックスコネクタ １０１ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066524 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（薄鋼用） １０１ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ １０１ｍｍ　薄鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101066574 金属製可とう電線管用附属品 防水型ユニオンボックスコネクタ（厚鋼用） １０１ｍｍ 防水型ユニオンボックスコネクタ １０１ｍｍ　厚鋼用 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101061566 金属製可とう電線管用附属品 ブッシング １０１ｍｍ ブッシング １０１ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

金属製可とう電線管用附属品 4101062566 金属製可とう電線管用附属品 サドル １０１ｍｍ サドル １０１ｍｍ 個 578 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121002 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング １６ｍｍ カップリング　ＰＥ用 １６ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122002 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド １６ｍｍ ノーマルベンド　ＰＥ用 １６ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121102
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング １６ｍ
ｍ

カップリング　ねじ無ＰＥ用 １６ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122102
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型
１６ｍｍ

ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ １６ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122122
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型
１６ｍｍ

ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ １６ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101125102 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント １６ｍｍ フリージョイント　ねじ無ＰＥ用 １６ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101123102 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ １６ｍｍ コネクタ　ねじ無ＰＥ用 １６ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管
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ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101124102 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ １６ｍｍ ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用 １６ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121004 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング ２２ｍｍ カップリング　ＰＥ用 ２２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122004 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド ２２ｍｍ ノーマルベンド　ＰＥ用 ２２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121104
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング ２２ｍ
ｍ

カップリング　ねじ無ＰＥ用 ２２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122104
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型
２２ｍｍ

ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ ２２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122124
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型
２２ｍｍ

ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ ２２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101125104 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント ２２ｍｍ フリージョイント　ねじ無ＰＥ用 ２２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101123104 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ ２２ｍｍ コネクタ　ねじ無ＰＥ用 ２２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101124104 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ ２２ｍｍ ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用 ２２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121006 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング ２８ｍｍ カップリング　ＰＥ用 ２８ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122006 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド ２８ｍｍ ノーマルベンド　ＰＥ用 ２８ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121106
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング ２８ｍ
ｍ

カップリング　ねじ無ＰＥ用 ２８ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122106
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型
２８ｍｍ

ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ ２８ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122126
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型
２８ｍｍ

ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ ２８ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101125106 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント ２８ｍｍ フリージョイント　ねじ無ＰＥ用 ２８ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101123106 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ ２８ｍｍ コネクタ　ねじ無ＰＥ用 ２８ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101124106 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ ２８ｍｍ ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用 ２８ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121008 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング ３６ｍｍ カップリング　ＰＥ用 ３６ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管
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ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122008 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド ３６ｍｍ ノーマルベンド　ＰＥ用 ３６ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121108
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング ３６ｍ
ｍ

カップリング　ねじ無ＰＥ用 ３６ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122108
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型
３６ｍｍ

ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ ３６ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122128
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型
３６ｍｍ

ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ ３６ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101125108 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント ３６ｍｍ フリージョイント　ねじ無ＰＥ用 ３６ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101123108 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ ３６ｍｍ コネクタ　ねじ無ＰＥ用 ３６ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101124108 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ ３６ｍｍ ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用 ３６ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121010 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング ４２ｍｍ カップリング　ＰＥ用 ４２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122010 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド ４２ｍｍ ノーマルベンド　ＰＥ用 ４２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121110
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング ４２ｍ
ｍ

カップリング　ねじ無ＰＥ用 ４２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122110
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型
４２ｍｍ

ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ ４２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122130
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型
４２ｍｍ

ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ ４２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101125110 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント ４２ｍｍ フリージョイント　ねじ無ＰＥ用 ４２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101123110 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ ４２ｍｍ コネクタ　ねじ無ＰＥ用 ４２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101124110 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ ４２ｍｍ ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用 ４２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121012 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング ５４ｍｍ カップリング　ＰＥ用 ５４ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122012 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド ５４ｍｍ ノーマルベンド　ＰＥ用 ５４ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121112
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング ５４ｍ
ｍ

カップリング　ねじ無ＰＥ用 ５４ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管
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ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122112
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型
５４ｍｍ

ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ ５４ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122132
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型
５４ｍｍ

ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ ５４ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101125112 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント ５４ｍｍ フリージョイント　ねじ無ＰＥ用 ５４ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101123112 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ ５４ｍｍ コネクタ　ねじ無ＰＥ用 ５４ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101124112 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ ５４ｍｍ ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用 ５４ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121014 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング ７０ｍｍ カップリング　ＰＥ用 ７０ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122014 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド ７０ｍｍ ノーマルベンド　ＰＥ用 ７０ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121114
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング ７０ｍ
ｍ

カップリング　ねじ無ＰＥ用 ７０ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122114
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型
７０ｍｍ

ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ ７０ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122134
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型
７０ｍｍ

ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ ７０ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101125114 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント ７０ｍｍ フリージョイント　ねじ無ＰＥ用 ７０ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101123114 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ ７０ｍｍ コネクタ　ねじ無ＰＥ用 ７０ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101124114 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ ７０ｍｍ ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用 ７０ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121016 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング ８２ｍｍ カップリング　ＰＥ用 ８２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122016 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド ８２ｍｍ ノーマルベンド　ＰＥ用 ８２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121116
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング ８２ｍ
ｍ

カップリング　ねじ無ＰＥ用 ８２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122116
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型
８２ｍｍ

ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ ８２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122136
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型
８２ｍｍ

ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ ８２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管
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ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101125116 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント ８２ｍｍ フリージョイント　ねじ無ＰＥ用 ８２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101123116 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ ８２ｍｍ コネクタ　ねじ無ＰＥ用 ８２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101124116 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ ８２ｍｍ ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用 ８２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121018 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング ９２ｍｍ カップリング　ＰＥ用 ９２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122018 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド ９２ｍｍ ノーマルベンド　ＰＥ用 ９２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121118
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング ９２ｍ
ｍ

カップリング　ねじ無ＰＥ用 ９２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122118
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型
９２ｍｍ

ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ ９２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122138
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型
９２ｍｍ

ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ ９２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101125118 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント ９２ｍｍ フリージョイント　ねじ無ＰＥ用 ９２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101123118 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ ９２ｍｍ コネクタ　ねじ無ＰＥ用 ９２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101124118 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ ９２ｍｍ ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用 ９２ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121020 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 カップリング １０４ｍｍ カップリング　ＰＥ用 １０４ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122020 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ＰＥライニング鋼管附属品 ノーマルベンド １０４ｍｍ ノーマルベンド　ＰＥ用 １０４ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101121120
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしカップリング １０４
ｍｍ

カップリング　ねじ無ＰＥ用 １０４ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122120
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンドＡ型
１０４ｍｍ

ノーマルベンドＡ型　ねじ無ＰＥ １０４ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101122140
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしノーマルベンド大型
１０４ｍｍ

ノーマルベンド大型　ねじ無ＰＥ １０４ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101125120 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 フリージョイント １０４ｍｍ フリージョイント　ねじ無ＰＥ用 １０４ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101123120 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ねじなしコネクタ １０４ｍｍ コネクタ　ねじ無ＰＥ用 １０４ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管
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ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 4101124120 ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管用附属品 ねじなしポリエチレンライニング鋼管附属品 ベルマウスパイプ １０４ｍｍ ベルマウスパイプ　ねじ無ＰＥ用 １０４ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101151002 耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ５００ Ｇ１６ フレキシブルフィッチング Ｇ１６　Ｌ５００ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101151014 耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ１０００ Ｇ１６ フレキシブルフィッチング Ｇ１６　Ｌ１０００ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101152002 耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雄ネジ Ｇ１６ ユニオンカップリング　雄ネジ Ｇ１６ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101152018 耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雌ネジ Ｇ１６ ユニオンカップリング　雌ネジ Ｇ１６ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101153002 耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ） Ｇ１６ エルボ（ＬＬ・ＬＲ・ＬＶ） Ｇ１６ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101153008 耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＴ） Ｇ１６ エルボ（ＬＴ） Ｇ１６ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101154002 耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　縦型 Ｇ１６ シーリングフィッチング　縦型 Ｇ１６ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101154008 耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　自在型 Ｇ１６ シーリングフィッチング　自在型 Ｇ１６ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101156002 耐圧防爆型電線管用附属品 サドル Ｇ１６ サドル Ｇ１６ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101157002 耐圧防爆型電線管用附属品 プラグ Ｇ１６ プラグ Ｇ１６ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155014 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス １（方出） Ｇ１６ ジャンクションボックス Ｇ１６　１方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155030 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ２（方出） Ｇ１６ ジャンクションボックス Ｇ１６　２方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155002 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ３（方出） Ｇ１６ ジャンクションボックス Ｇ１６　３方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155008 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ４（方出） Ｇ１６ ジャンクションボックス Ｇ１６　４方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101151004 耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ５００ Ｇ２２ フレキシブルフィッチング Ｇ２２　Ｌ５００ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101151016 耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ１０００ Ｇ２２ フレキシブルフィッチング Ｇ２２　Ｌ１０００ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101152004 耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雄ネジ Ｇ２２ ユニオンカップリング　雄ネジ Ｇ２２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管
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耐圧防爆型電線管用附属品 4101152020 耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雌ネジ Ｇ２２ ユニオンカップリング　雌ネジ Ｇ２２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101153004 耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ） Ｇ２２ エルボ（ＬＬ・ＬＲ・ＬＶ） Ｇ２２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101153010 耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＴ） Ｇ２２ エルボ（ＬＴ） Ｇ２２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101154004 耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　縦型 Ｇ２２ シーリングフィッチング　縦型 Ｇ２２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101154010 耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　自在型 Ｇ２２ シーリングフィッチング　自在型 Ｇ２２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101156004 耐圧防爆型電線管用附属品 サドル Ｇ２２ サドル Ｇ２２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101157004 耐圧防爆型電線管用附属品 プラグ Ｇ２２ プラグ Ｇ２２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155016 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス １（方出） Ｇ２２ ジャンクションボックス Ｇ２２　１方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155032 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ２（方出） Ｇ２２ ジャンクションボックス Ｇ２２　２方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155004 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ３（方出） Ｇ２２ ジャンクションボックス Ｇ２２　３方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155010 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ４（方出） Ｇ２２ ジャンクションボックス Ｇ２２　４方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101151006 耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ５００ Ｇ２８ フレキシブルフィッチング Ｇ２８　Ｌ５００ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101151018 耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ１０００ Ｇ２８ フレキシブルフィッチング Ｇ２８　Ｌ１０００ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101152006 耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雄ネジ Ｇ２８ ユニオンカップリング　雄ネジ Ｇ２８ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101152022 耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雌ネジ Ｇ２８ ユニオンカップリング　雌ネジ Ｇ２８ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101153006 耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ） Ｇ２８ エルボ（ＬＬ・ＬＲ・ＬＶ） Ｇ２８ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101153012 耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＴ） Ｇ２８ エルボ（ＬＴ） Ｇ２８ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101154006 耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　縦型 Ｇ２８ シーリングフィッチング　縦型 Ｇ２８ 個 579 ○ ○ 4101 電線管
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耐圧防爆型電線管用附属品 4101154012 耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　自在型 Ｇ２８ シーリングフィッチング　自在型 Ｇ２８ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101156006 耐圧防爆型電線管用附属品 サドル Ｇ２８ サドル Ｇ２８ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101157006 耐圧防爆型電線管用附属品 プラグ Ｇ２８ プラグ Ｇ２８ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155018 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス １（方出） Ｇ２８ ジャンクションボックス Ｇ２８　１方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155034 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ２（方出） Ｇ２８ ジャンクションボックス Ｇ２８　２方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155006 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ３（方出） Ｇ２８ ジャンクションボックス Ｇ２８　３方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155012 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ４（方出） Ｇ２８ ジャンクションボックス Ｇ２８　４方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101151008 耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ５００ Ｇ３６ フレキシブルフィッチング Ｇ３６　Ｌ５００ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101151020 耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ１０００ Ｇ３６ フレキシブルフィッチング Ｇ３６　Ｌ１０００ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101152008 耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雄ネジ Ｇ３６ ユニオンカップリング　雄ネジ Ｇ３６ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101152024 耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雌ネジ Ｇ３６ ユニオンカップリング　雌ネジ Ｇ３６ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101153014 耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ） Ｇ３６ エルボ（ＬＬ・ＬＲ・ＬＶ） Ｇ３６ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101153024 耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＴ） Ｇ３６ エルボ（ＬＴ） Ｇ３６ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101154024 耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　縦型 Ｇ３６ シーリングフィッチング　縦型 Ｇ３６ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101154014 耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　自在型 Ｇ３６ シーリングフィッチング　自在型 Ｇ３６ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101156008 耐圧防爆型電線管用附属品 サドル Ｇ３６ サドル Ｇ３６ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101157008 耐圧防爆型電線管用附属品 プラグ Ｇ３６ プラグ Ｇ３６ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155020 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス １（方出） Ｇ３６ ジャンクションボックス Ｇ３６　１方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管
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耐圧防爆型電線管用附属品 4101155036 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ２（方出） Ｇ３６ ジャンクションボックス Ｇ３６　２方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155046 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ３（方出） Ｇ３６ ジャンクションボックス Ｇ３６　３方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155056 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ４（方出） Ｇ３６ ジャンクションボックス Ｇ３６　４方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101151010 耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ５００ Ｇ４２ フレキシブルフィッチング Ｇ４２　Ｌ５００ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101151022 耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ１０００ Ｇ４２ フレキシブルフィッチング Ｇ４２　Ｌ１０００ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101152010 耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雄ネジ Ｇ４２ ユニオンカップリング　雄ネジ Ｇ４２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101152026 耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雌ネジ Ｇ４２ ユニオンカップリング　雌ネジ Ｇ４２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101153016 耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ） Ｇ４２ エルボ（ＬＬ・ＬＲ・ＬＶ） Ｇ４２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101153026 耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＴ） Ｇ４２ エルボ（ＬＴ） Ｇ４２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101154026 耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　縦型 Ｇ４２ シーリングフィッチング　縦型 Ｇ４２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101154016 耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　自在型 Ｇ４２ シーリングフィッチング　自在型 Ｇ４２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101156010 耐圧防爆型電線管用附属品 サドル Ｇ４２ サドル Ｇ４２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101157010 耐圧防爆型電線管用附属品 プラグ Ｇ４２ プラグ Ｇ４２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155022 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス １（方出） Ｇ４２ ジャンクションボックス Ｇ４２　１方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155038 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ２（方出） Ｇ４２ ジャンクションボックス Ｇ４２　２方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155048 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ３（方出） Ｇ４２ ジャンクションボックス Ｇ４２　３方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155058 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ４（方出） Ｇ４２ ジャンクションボックス Ｇ４２　４方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101151012 耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ５００ Ｇ５４ フレキシブルフィッチング Ｇ５４　Ｌ５００ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管
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耐圧防爆型電線管用附属品 4101151024 耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ１０００ Ｇ５４ フレキシブルフィッチング Ｇ５４　Ｌ１０００ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101152012 耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雄ネジ Ｇ５４ ユニオンカップリング　雄ネジ Ｇ５４ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101152028 耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雌ネジ Ｇ５４ ユニオンカップリング　雌ネジ Ｇ５４ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101153018 耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ） Ｇ５４ エルボ（ＬＬ・ＬＲ・ＬＶ） Ｇ５４ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101153028 耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＴ） Ｇ５４ エルボ（ＬＴ） Ｇ５４ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101154028 耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　縦型 Ｇ５４ シーリングフィッチング　縦型 Ｇ５４ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101154018 耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　自在型 Ｇ５４ シーリングフィッチング　自在型 Ｇ５４ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101156012 耐圧防爆型電線管用附属品 サドル Ｇ５４ サドル Ｇ５４ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101157012 耐圧防爆型電線管用附属品 プラグ Ｇ５４ プラグ Ｇ５４ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155024 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス １（方出） Ｇ５４ ジャンクションボックス Ｇ５４　１方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155040 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ２（方出） Ｇ５４ ジャンクションボックス Ｇ５４　２方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155050 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ３（方出） Ｇ５４ ジャンクションボックス Ｇ５４　３方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155060 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ４（方出） Ｇ５４ ジャンクションボックス Ｇ５４　４方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101151030 耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ５００ Ｇ７０ フレキシブルフィッチング Ｇ７０　Ｌ５００ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101151026 耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ１０００ Ｇ７０ フレキシブルフィッチング Ｇ７０　Ｌ１０００ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101152014 耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雄ネジ Ｇ７０ ユニオンカップリング　雄ネジ Ｇ７０ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101152030 耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雌ネジ Ｇ７０ ユニオンカップリング　雌ネジ Ｇ７０ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101153020 耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ） Ｇ７０ エルボ（ＬＬ・ＬＲ・ＬＶ） Ｇ７０ 個 579 ○ ○ 4101 電線管
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耐圧防爆型電線管用附属品 4101153030 耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＴ） Ｇ７０ エルボ（ＬＴ） Ｇ７０ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101154030 耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　縦型 Ｇ７０ シーリングフィッチング　縦型 Ｇ７０ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101154020 耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　自在型 Ｇ７０ シーリングフィッチング　自在型 Ｇ７０ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101156014 耐圧防爆型電線管用附属品 サドル Ｇ７０ サドル Ｇ７０ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101157014 耐圧防爆型電線管用附属品 プラグ Ｇ７０ プラグ Ｇ７０ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155026 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス １（方出） Ｇ７０ ジャンクションボックス Ｇ７０　１方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155042 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ２（方出） Ｇ７０ ジャンクションボックス Ｇ７０　２方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155052 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ３（方出） Ｇ７０ ジャンクションボックス Ｇ７０　３方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155062 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ４（方出） Ｇ７０ ジャンクションボックス Ｇ７０　４方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101151032 耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ５００ Ｇ８２ フレキシブルフィッチング Ｇ８２　Ｌ５００ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101151028 耐圧防爆型電線管用附属品 フレキシブルフィッチング Ｌ１０００ Ｇ８２ フレキシブルフィッチング Ｇ８２　Ｌ１０００ｍｍ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101152016 耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雄ネジ Ｇ８２ ユニオンカップリング　雄ネジ Ｇ８２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101152032 耐圧防爆型電線管用附属品 ユニオンカップリング雌ネジ Ｇ８２ ユニオンカップリング　雌ネジ Ｇ８２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101153022 耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＬ，ＬＲ，ＬＶ） Ｇ８２ エルボ（ＬＬ・ＬＲ・ＬＶ） Ｇ８２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101153032 耐圧防爆型電線管用附属品 エルボ（ＬＴ） Ｇ８２ エルボ（ＬＴ） Ｇ８２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101154032 耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　縦型 Ｇ８２ シーリングフィッチング　縦型 Ｇ８２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101154022 耐圧防爆型電線管用附属品 シーリングフィッチング　自在型 Ｇ８２ シーリングフィッチング　自在型 Ｇ８２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101156016 耐圧防爆型電線管用附属品 サドル Ｇ８２ サドル Ｇ８２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管
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耐圧防爆型電線管用附属品 4101157016 耐圧防爆型電線管用附属品 プラグ Ｇ８２ プラグ Ｇ８２ 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155028 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス １（方出） Ｇ８２ ジャンクションボックス Ｇ８２　１方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155044 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ２（方出） Ｇ８２ ジャンクションボックス Ｇ８２　２方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155054 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ３（方出） Ｇ８２ ジャンクションボックス Ｇ８２　３方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

耐圧防爆型電線管用附属品 4101155064 耐圧防爆型電線管用附属品 ジャンクションボックス ４（方出） Ｇ８２ ジャンクションボックス Ｇ８２　４方出 個 579 ○ ○ 4101 電線管

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014502
防火区画貫通措置材 タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－００３　―（　～０．０３ｍ２） 壁・床共通 ネグロ
ス電工

タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－００３　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014504
防火区画貫通措置材 タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－００６　３００ｍｍ×２００ｍｍ（０．０３～０．０
６ｍ２） 壁・床共通 ネグロス電工

タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－００６　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014506
防火区画貫通措置材 タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－００８　４００ｍｍ×２００ｍｍ（０．０６～０．０
８ｍ２） 壁・床共通 ネグロス電工

タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－００８　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014508
防火区画貫通措置材 タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－０１０　５００ｍｍ×２００ｍｍ（０．０８～０．１
０ｍ２） 壁・床共通 ネグロス電工

タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－０１０　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014510
防火区画貫通措置材 タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－０１２　６００ｍｍ×２００ｍｍ（０．１０～０．１
２ｍ２） 壁・床共通 ネグロス電工

タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－０１２　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014512
防火区画貫通措置材 タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－０１４　７００ｍｍ×２００ｍｍ（０．１２～０．１
４ｍ２） 壁・床共通 ネグロス電工

タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－０１４　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014514
防火区画貫通措置材 タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－０１６　８００ｍｍ×２００ｍｍ（０．１４～０．１
６ｍ２） 壁・床共通 ネグロス電工

タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－０１６　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014516
防火区画貫通措置材 タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－０１８　９００ｍｍ×２００ｍｍ（０．１６～０．１
８ｍ２） 壁・床共通 ネグロス電工

タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－０１８　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014518
防火区画貫通措置材 タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－０２０　１，０００ｍｍ×２００ｍｍ（０．１８～
０．２０ｍ２） 壁・床共通 ネグロス電工

タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－０２０　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014520
防火区画貫通措置材 タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－０２２　１，１００ｍｍ×２００ｍｍ（０．２０～
０．２２ｍ２） 壁・床共通 ネグロス電工

タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－０２２　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014522
防火区画貫通措置材 タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－０２４　１，２００ｍｍ×２００ｍｍ（０．２２～
０．２４ｍ２） 壁・床共通 ネグロス電工

タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＴＢ－０２４　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105015002
防火区画貫通措置材 タフロック６０（ロクマル）マルブロック ＴＡＦＭＢ－５０　呼び径５０ｍｍ 壁・床共通 ネグ
ロス電工

タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＭＢ－５０　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105015004
防火区画貫通措置材 タフロック６０（ロクマル）マルブロック ＴＡＦＭＢ－７５　呼び径７５ｍｍ 壁・床共通 ネグ
ロス電工

タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＭＢ－７５　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材
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防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105015006
防火区画貫通措置材 タフロック６０（ロクマル）マルブロック ＴＡＦＭＢ－１００　呼び径１００ｍｍ 壁・床共通
ネグロス電工

タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＭＢ－１００　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105015008
防火区画貫通措置材 タフロック６０（ロクマル）マルブロック ＴＡＦＭＢ－１２５　呼び径１２５ｍｍ 壁・床共通
ネグロス電工

タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＭＢ－１２５　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105015010
防火区画貫通措置材 タフロック６０（ロクマル）マルブロック ＴＡＦＭＢ－１５０　呼び径１５０ｍｍ 壁・床共通
ネグロス電工

タフロック６０（ロクマル） ＴＡＦＭＢ－１５０　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105012022 防火区画貫通措置材 タフロックニジカンパイプ ＴＡＦＮＰ１９（１９，Ｅ１９用） ネグロス電工 タフロックニジカンパイプ ＴＡＦＮＰ１９ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105012024 防火区画貫通措置材 タフロックニジカンパイプ ＴＡＦＮＰ２５３１（２５，３１，Ｅ２５，Ｅ３１用） ネグロス電工 タフロックニジカンパイプ ＴＡＦＮＰ２５３１ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105012026 防火区画貫通措置材 タフロックニジカンパイプ ＴＡＦＮＰ３９５１（３９，５１，Ｅ３９，Ｅ５１用） ネグロス電工 タフロックニジカンパイプ ＴＡＦＮＰ３９５１ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105012028 防火区画貫通措置材 タフロックニジカンパイプ ＴＡＦＮＰ６３７５（６３，７５，Ｅ６３，Ｅ７５用） ネグロス電工 タフロックニジカンパイプ ＴＡＦＮＰ６３７５ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105012030 防火区画貫通措置材 タフロックニジカンパイプ ＴＡＦＮＰ８２（８２用） ネグロス電工 タフロックニジカンパイプ ＴＡＦＮＰ８２ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105012032 防火区画貫通措置材 タフロックニジカンパイプ ＴＡＦＮＰ９２（９２用） ネグロス電工 タフロックニジカンパイプ ＴＡＦＮＰ９２ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105012034 防火区画貫通措置材 タフロックニジカンパイプ ＴＡＦＮＰ１０４（１０４用） ネグロス電工 タフロックニジカンパイプ ＴＡＦＮＰ１０４ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105015502 防火区画貫通措置材 タフロックニジカンＡＰＦ ＴＡＦＡＰＦ７５　呼び径７５ｍｍ 床用 ネグロス電工 タフロックニジカンＡＰＦ ＴＡＦＡＰＦ７５　床用 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105015504 防火区画貫通措置材 タフロックニジカンＡＰＦ ＴＡＦＡＰＦ１００　呼び径１００ｍｍ 床用 ネグロス電工 タフロックニジカンＡＰＦ ＴＡＦＡＰＦ１００　床用 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105015506 防火区画貫通措置材 タフロックニジカンＡＰＦ ＴＡＦＡＰＦ１２５　呼び径１２５ｍｍ 床用 ネグロス電工 タフロックニジカンＡＰＦ ＴＡＦＡＰＦ１２５　床用 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105015508 防火区画貫通措置材 タフロックニジカンＡＰＦ ＴＡＦＡＰＦ１５０　呼び径１５０ｍｍ 床用 ネグロス電工 タフロックニジカンＡＰＦ ＴＡＦＡＰＦ１５０　床用 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105016002 防火区画貫通措置材 タフロックニジカンＡＰＷ ＴＡＦＡＰＷ５００５５　呼び径５０ｍｍ 壁用 ネグロス電工 タフロックニジカンＡＰＷ ＴＡＦＡＰＷ５００５５　壁用 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105016004 防火区画貫通措置材 タフロックニジカンＡＰＷ ＴＡＦＡＰＷ７５０８０　呼び径７５ｍｍ 壁用 ネグロス電工 タフロックニジカンＡＰＷ ＴＡＦＡＰＷ７５０８０　壁用 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105016006 防火区画貫通措置材 タフロックニジカンＡＰＷ ＴＡＦＡＰＷ１００１１０　呼び径１００ｍｍ 壁用 ネグロス電工 タフロックニジカンＡＰＷ ＴＡＦＡＰＷ１００１１０　壁用 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105016008 防火区画貫通措置材 タフロックニジカンＡＰＷ ＴＡＦＡＰＷ１２５１３５　呼び径１２５ｍｍ 壁用 ネグロス電工 タフロックニジカンＡＰＷ ＴＡＦＡＰＷ１２５１３５　壁用 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材
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防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105016010 防火区画貫通措置材 タフロックニジカンＡＰＷ ＴＡＦＡＰＷ１５０１６０　呼び径１５０ｍｍ 壁用 ネグロス電工 タフロックニジカンＡＰＷ ＴＡＦＡＰＷ１５０１６０　壁用 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105018012
防火区画貫通措置材 タフロック耐火パック（１時間耐火） ＴＡＦＩＰＱ５０　呼び径５０ｍｍ 壁・床共通 ネグロス
電工

タフロック耐火パック ＴＡＦＩＰＱ５０　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105018014
防火区画貫通措置材 タフロック耐火パック（１時間耐火） ＴＡＦＩＰＱ７５　呼び径７５ｍｍ 壁・床共通 ネグロス
電工

タフロック耐火パック ＴＡＦＩＰＱ７５　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105018016
防火区画貫通措置材 タフロック耐火パック（１時間耐火） ＴＡＦＩＰＱ１００　呼び径１００ｍｍ 壁・床共通 ネグ
ロス電工

タフロック耐火パック ＴＡＦＩＰＱ１００　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105018018
防火区画貫通措置材 タフロック耐火パック（１時間耐火） ＴＡＦＩＰＱ１２５　呼び径１２５ｍｍ 壁・床共通 ネグ
ロス電工

タフロック耐火パック ＴＡＦＩＰＱ１２５　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105018020
防火区画貫通措置材 タフロック耐火パック（１時間耐火） ＴＡＦＩＰＱ１５０　呼び径１５０ｍｍ 壁・床共通 ネグ
ロス電工

タフロック耐火パック ＴＡＦＩＰＱ１５０　壁・床共通 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014008 防火区画貫通措置材 クイック床 ＭＴＫＳ－４０ＰＦ 未来工業 クイック床 ＭＴＫＳ－４０ＰＦ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014010 防火区画貫通措置材 クイック床 ＭＴＫＳ－５０ＰＦ 未来工業 クイック床 ＭＴＫＳ－５０ＰＦ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014012 防火区画貫通措置材 クイック床 ＭＴＫＳ－７５ＰＦ 未来工業 クイック床 ＭＴＫＳ－７５ＰＦ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014014 防火区画貫通措置材 クイック床 ＭＴＫＳ－１００ＰＦ 未来工業 クイック床 ＭＴＫＳ－１００ＰＦ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014016 防火区画貫通措置材 クイック壁 ＭＴＫＳ－４０ＰＷ 未来工業 クイック壁 ＭＴＫＳ－４０ＰＷ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014018 防火区画貫通措置材 クイック壁 ＭＴＫＳ－５０ＰＷ 未来工業 クイック壁 ＭＴＫＳ－５０ＰＷ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014020 防火区画貫通措置材 クイック壁 ＭＴＫＳ－７５ＰＷ 未来工業 クイック壁 ＭＴＫＳ－７５ＰＷ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014022 防火区画貫通措置材 クイック壁 ＭＴＫＳ－１００ＰＷ 未来工業 クイック壁 ＭＴＫＳ－１００ＰＷ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014024 防火区画貫通措置材 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ１９ＰＷ 未来工業 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ１９ＰＷ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014026 防火区画貫通措置材 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ２５ＰＷ 未来工業 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ２５ＰＷ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014028 防火区画貫通措置材 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ３１ＰＷ 未来工業 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ３１ＰＷ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014030 防火区画貫通措置材 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ３９ＰＷ 未来工業 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ３９ＰＷ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材
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防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014032 防火区画貫通措置材 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ５１ＰＷ 未来工業 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ５１ＰＷ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014034 防火区画貫通措置材 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ６３ＰＷ 未来工業 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ６３ＰＷ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014036 防火区画貫通措置材 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ７５ＰＷ 未来工業 クイック壁 ＭＴＫＳ－Ｓ７５ＰＷ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014038 防火区画貫通措置材 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ００６ 未来工業 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ００６ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014040 防火区画貫通措置材 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ００８ 未来工業 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ００８ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014042 防火区画貫通措置材 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ０１０ 未来工業 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ０１０ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014044 防火区画貫通措置材 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ０１２ 未来工業 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ０１２ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014046 防火区画貫通措置材 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ０１４ 未来工業 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ０１４ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014048 防火区画貫通措置材 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ０１６ 未来工業 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ０１６ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014050 防火区画貫通措置材 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ０１８ 未来工業 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ０１８ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014052 防火区画貫通措置材 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ０２０ 未来工業 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ０２０ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014054 防火区画貫通措置材 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ０２２ 未来工業 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ０２２ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014056 防火区画貫通措置材 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ０２４ 未来工業 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ０２４ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014058 防火区画貫通措置材 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ１２５ 未来工業 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ１２５ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014060 防火区画貫通措置材 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ１５０ 未来工業 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ１５０ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014062 防火区画貫通措置材 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ１７５ 未来工業 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ１７５ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

防火区画貫通措置材―ブランド品― 4105014064 防火区画貫通措置材 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ２００ 未来工業 ブロック ＭＴＫＳ－ＢＫ２００ 組 579 ○ ○ 4105 防火措置材

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010202
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 ７０ 長１，０００ｍｍ×幅７０ｍｍ×深７５ｍｍ ２６ｋｇ／
組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　直線用 ７０　Ｌ１０００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ
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鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010204
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 ７０ 長５００ｍｍ×幅７０ｍｍ×深７５ｍｍ １３ｋｇ／組 Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　直線用 ７０　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010206
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 １２０ 長５００ｍｍ×幅１２０ｍｍ×深７５ｍｍ ２１ｋｇ／
組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　直線用 １２０　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010208
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 １５０Ａ 長５００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×深９０ｍｍ ２９ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　直線用 １５０Ａ　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010210
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 １５０Ｂ 長５００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×深１２０ｍｍ ３０ｋ
ｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　直線用 １５０Ｂ　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010212
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 ２００Ａ 長５００ｍｍ×幅２００ｍｍ×深９０ｍｍ ３８ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　直線用 ２００Ａ　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010214
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 ２００Ｂ 長５００ｍｍ×幅２００ｍｍ×深１７０ｍｍ ４４ｋ
ｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　直線用 ２００Ｂ　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010216
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 ２５０ 長５００ｍｍ×幅２５０ｍｍ×深１７０ｍｍ ５６ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　直線用 ２５０　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010218
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 ３００ 長５００ｍｍ×幅３００ｍｍ×深１７０ｍｍ ６４ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　直線用 ３００　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010220
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 直線用 ４００ 長５００ｍｍ×幅４００ｍｍ×深２１５ｍｍ ９５ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　直線用 ４００　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010402
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° ７０ Ｒ４５°　幅７０ｍｍ×深７５ｍｍ １０ｋｇ／組 Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　曲り４５度 ７０　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010404
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° １２０ Ｒ４５°　幅１２０ｍｍ×深７５ｍｍ １４ｋｇ／
組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　曲り４５度 １２０　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010406
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° １５０Ａ Ｒ４５°　幅１５０ｍｍ×深９０ｍｍ ２１ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　曲り４５度 １５０Ａ　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010408
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° １５０Ｂ Ｒ４５°　幅１５０ｍｍ×深１２０ｍｍ ２２ｋ
ｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　曲り４５度 １５０Ｂ　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010410
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° ２００Ａ Ｒ４５°　幅２００ｍｍ×深９０ｍｍ ２９ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　曲り４５度 ２００Ａ　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010412
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° ２００Ｂ Ｒ４５°　幅２００ｍｍ×深１７０ｍｍ ３４ｋ
ｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　曲り４５度 ２００Ｂ　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010414
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° ２５０ Ｒ４５°　幅２５０ｍｍ×深１７０ｍｍ ４４ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　曲り４５度 ２５０　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010416
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° ３００ Ｒ４５°　幅３００ｍｍ×深１７０ｍｍ ５６ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　曲り４５度 ３００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010418
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 曲り４５° ４００ Ｒ４５°　幅４００ｍｍ×深２１５ｍｍ ９２ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　曲り４５度 ４００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ
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鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010602
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 ７０ 長５００ｍｍ×幅７０ｍｍ×深７５ｍｍ ２０ｋｇ／組 Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　片分岐 ７０　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010604
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 １２０ 長５００ｍｍ×幅１２０ｍｍ×深７５ｍｍ ３０ｋｇ／
組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　片分岐 １２０　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010606
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 １５０Ａ 長５００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×深９０ｍｍ ３７ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　片分岐 １５０Ａ　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010608
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 １５０Ｂ 長５００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×深１２０ｍｍ ３９ｋ
ｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　片分岐 １５０Ｂ　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010610
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 ２００Ａ 長５００ｍｍ×幅２００ｍｍ×深９０ｍｍ ４５ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　片分岐 ２００Ａ　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010612
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 ２００Ｂ 長５００ｍｍ×幅２００ｍｍ×深１７０ｍｍ ５１ｋ
ｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　片分岐 ２００Ｂ　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010614
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 ２５０ 長５６０ｍｍ×幅２５０ｍｍ×深１７０ｍｍ ６９ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　片分岐 ２５０　Ｌ５６０　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010616
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 ３００ 長６００ｍｍ×幅３００ｍｍ×深１７０ｍｍ ８７ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　片分岐 ３００　Ｌ６００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010618
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 片分岐 ４００ 長７００ｍｍ×幅４００ｍｍ×深２１５ｍｍ １４０ｋ
ｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　片分岐 ４００　Ｌ７００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010802
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 ７０ 長５００ｍｍ×幅７０ｍｍ×深７５ｍｍ ２８ｋｇ／組 Ｊ
ＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　両分岐 ７０　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010804
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 １２０ 長５００ｍｍ×幅１２０ｍｍ×深７５ｍｍ ３８ｋｇ／
組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　両分岐 １２０　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010806
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 １５０Ａ 長５００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×深９０ｍｍ ４７ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　両分岐 １５０Ａ　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010808
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 １５０Ｂ 長５００ｍｍ×幅１５０ｍｍ×深１２０ｍｍ ４８ｋ
ｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　両分岐 １５０Ｂ　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010810
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 ２００Ａ 長５００ｍｍ×幅２００ｍｍ×深９０ｍｍ ５２ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　両分岐 ２００Ａ　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010812
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 ２００Ｂ 長５００ｍｍ×幅２００ｍｍ×深１７０ｍｍ ５８ｋ
ｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　両分岐 ２００Ｂ　Ｌ５００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010814
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 ２５０ 長５６０ｍｍ×幅２５０ｍｍ×深１７０ｍｍ ７８ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　両分岐 ２５０　Ｌ５６０　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010816
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 ３００ 長６００ｍｍ×幅３００ｍｍ×深１７０ｍｍ ９６ｋｇ
／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　両分岐 ３００　Ｌ６００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107010818
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 両分岐 ４００ 長７００ｍｍ×幅４００ｍｍ×深２１５ｍｍ １５０ｋ
ｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　両分岐 ４００　Ｌ７００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ
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鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011002
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り ７０ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り１３ｋｇ
／組・下り１１ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　上り・下り ７０　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011004
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り １２０ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り２０ｋ
ｇ／組・下り１５ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　上り・下り １２０　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011006
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り １５０Ａ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り２６
ｋｇ／組・下り２０ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　上り・下り １５０Ａ　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011008
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り １５０Ｂ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り２８
ｋｇ／組・下り２２ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　上り・下り １５０Ｂ　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011010
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り ２００Ａ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り３３
ｋｇ／組・下り２７ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　上り・下り ２００Ａ　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011012
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り ２００Ｂ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り３８
ｋｇ／組・下り３４ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　上り・下り ２００Ｂ　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011014
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り ２５０ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り４９ｋ
ｇ／組・下り４２ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　上り・下り ２５０　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011016
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り ３００ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り６０ｋ
ｇ／組・下り５３ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　上り・下り ３００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011018
鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 上り・下り ４００ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上り８０ｋ
ｇ／組・下り７２ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種

コンクリートトラフ　上り・下り ４００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011202 鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 ７０－１２０ １７ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種 コンクリートトラフ　異径 ７０－１２０　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011204 鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 １２０－１５０Ａ ２５ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種 コンクリートトラフ　異径 １２０－１５０Ａ　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011206 鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 １２０－１５０Ｂ ２６ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種 コンクリートトラフ　異径 １２０－１５０Ｂ　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011208 鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 １５０Ａ－２００Ａ ３４ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種 コンクリートトラフ　異径 １５０Ａ－２００Ａ　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011210 鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 １５０Ｂ－２００Ｂ ３７ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種 コンクリートトラフ　異径 １５０Ｂ－２００Ｂ　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011212 鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 ２００Ａ－２５０ ４８ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種 コンクリートトラフ　異径 ２００Ａ－２５０　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011214 鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 ２００Ｂ－２５０ ５０ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種 コンクリートトラフ　異径 ２００Ｂ－２５０　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011216 鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 ２５０－３００ ６０ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種 コンクリートトラフ　異径 ２５０－３００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 4107011218 鉄筋コンクリートケーブルトラフ（ふた付き） 異径 ３００－４００ ８０ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　１種 コンクリートトラフ　異径 ３００－４００　ふた付き 組 580 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ
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鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040214
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ１００ 幅１００ｍｍ×深１０７ｍｍ×長５００ｍｍ
１２ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 直線用　Ｋ１００　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040202
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ１３０ 幅１３０ｍｍ×深１０７ｍｍ×長５００ｍｍ
１４ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 直線用　Ｋ１３０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040204
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ１６４ 幅１６４ｍｍ×深１３５ｍｍ×長５００ｍｍ
２４ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 直線用　Ｋ１６４　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040216
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ１６４Ｃ 幅１６４ｍｍ×深２１５ｍｍ×長５００ｍｍ
２８ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 直線用　Ｋ１６４Ｃ　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040206
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ２２０ 幅２２０ｍｍ×深１７５ｍｍ×長５００ｍｍ
３６ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 直線用　Ｋ２２０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040218
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ２２０Ｃ 幅２２０ｍｍ×深２５５ｍｍ×長５００ｍｍ
４３ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 直線用　Ｋ２２０Ｃ　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040208
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ２８０ 幅２８０ｍｍ×深１８０ｍｍ×長５００ｍｍ
４２ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 直線用　Ｋ２８０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040220
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ２８０Ｃ 幅２８０ｍｍ×深２５５ｍｍ×長５００ｍｍ
４８ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 直線用　Ｋ２８０Ｃ　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040210
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ３３０ 幅３３０ｍｍ×深１８０ｍｍ×長５００ｍｍ
５１ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 直線用　Ｋ３３０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040222
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ３３０Ｃ 幅３３０ｍｍ×深２６０ｍｍ×長５００ｍｍ
５８ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 直線用　Ｋ３３０Ｃ　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040212
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ４５０ 幅４５０ｍｍ×深２３５ｍｍ×長５００ｍｍ
６９ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 直線用　Ｋ４５０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040224
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 直線用 Ｋ４７０Ｃ 幅４７０ｍｍ×深２３５ｍｍ×長５００ｍｍ
８２ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 直線用　Ｋ４７０Ｃ　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040250
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 片分岐 Ｋ１００ 幅１００ｍｍ×深１０７ｍｍ×長５００ｍｍ
１７ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 片分岐　Ｋ１００　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040252
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 片分岐 Ｋ１３０ 幅１３０ｍｍ×深１０７ｍｍ×長５００ｍｍ
１８ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 片分岐　Ｋ１３０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040254
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 片分岐 Ｋ１６４ 幅１６４ｍｍ×深１３５ｍｍ×長５００ｍｍ
２７ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 片分岐　Ｋ１６４　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040256
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 片分岐 Ｋ２２０ 幅２２０ｍｍ×深１７５ｍｍ×長５００ｍｍ
４１ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 片分岐　Ｋ２２０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040258
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 片分岐 Ｋ２８０ 幅２８０ｍｍ×深１８０ｍｍ×長５６０ｍｍ
５０ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 片分岐　Ｋ２８０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040260
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 片分岐 Ｋ３３０ 幅３３０ｍｍ×深１８０ｍｍ×長６００ｍｍ
７１ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 片分岐　Ｋ３３０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ
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鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040262
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 両分岐 Ｋ１００ 幅１００ｍｍ×深１０７ｍｍ×長５００ｍｍ
２７ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 両分岐　Ｋ１００　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040264
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 両分岐 Ｋ１３０ 幅１３０ｍｍ×深１０７ｍｍ×長５００ｍｍ
２８ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 両分岐　Ｋ１３０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040266
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 両分岐 Ｋ１６４ 幅１６４ｍｍ×深１３５ｍｍ×長５００ｍｍ
３５ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 両分岐　Ｋ１６４　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040268
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 両分岐 Ｋ２２０ 幅２２０ｍｍ×深１７５ｍｍ×長５００ｍｍ
４７ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 両分岐　Ｋ２２０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040270
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 両分岐 Ｋ２８０ 幅２８０ｍｍ×深１８０ｍｍ×長５６０ｍｍ
６１ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 両分岐　Ｋ２８０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040272
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 両分岐 Ｋ３３０ 幅３３０ｍｍ×深１８０ｍｍ×長６００ｍｍ
７４ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 両分岐　Ｋ３３０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040226
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 曲線用 Ｋ１００ 幅１００ｍｍ×深１０７ｍｍ×曲りＲ４５°
１０ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 曲線用　Ｋ１００　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040228
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 曲線用 Ｋ１３０ 幅１３０ｍｍ×深１０７ｍｍ×曲りＲ４５°
１１ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 曲線用　Ｋ１３０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040230
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 曲線用 Ｋ１６４ 幅１６４ｍｍ×深１３５ｍｍ×曲りＲ４５°
１８ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 曲線用　Ｋ１６４　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040232
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 曲線用 Ｋ２２０ 幅２２０ｍｍ×深１７５ｍｍ×曲りＲ４５°
２８ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 曲線用　Ｋ２２０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040234
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 曲線用 Ｋ２８０ 幅２８０ｍｍ×深１８０ｍｍ×曲りＲ４５°
３８ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 曲線用　Ｋ２８０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040236
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 曲線用 Ｋ３３０ 幅３３０ｍｍ×深１８０ｍｍ×曲りＲ４５°
４５ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 曲線用　Ｋ３３０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040238
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 上り・下り Ｋ１００ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上
り１３ｋｇ／組・下り１０ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 上り・下りＫ１００　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040240
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 上り・下り Ｋ１３０ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上
り１４ｋｇ／組・下り１１ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 上り・下りＫ１３０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040242
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 上り・下り Ｋ１６４ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上
り２２ｋｇ／組・下り１８ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 上り・下りＫ１６４　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040244
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 上り・下り Ｋ２２０ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上
り３１ｋｇ／組・下り２８ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 上り・下りＫ２２０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040246
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 上り・下り Ｋ２８０ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上
り４１ｋｇ／組・下り３５ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 上り・下りＫ２８０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた
付き）

4107040248
鉄筋コンクリートケーブルトラフ軽量型（ふた付き） 上り・下り Ｋ３３０ 上り長２５０ｍｍ・下り長１５０ｍｍ 上
り４７ｋｇ／組・下り４２ｋｇ／組 ＪＩＳ　Ａ　５３７２　２種

コンクリートケーブルトラフ軽量 上り・下りＫ３３０　ふた付き 組 581 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ
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ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107030002 ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ９５ 幅９５ｍｍ×深１０２ｍｍ×長１，０００ｍｍ １８ｋｇ／組 フジプレコン ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ９５　１０２×１０００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107030014 ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ１２０Ｎ 幅１４０ｍｍ×深１０９ｍｍ×長１，０００ｍｍ ２６ｋｇ／組 フジプレコン ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ１２０Ｎ　１０９×１０００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107030004 ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ１５０ 幅１５０ｍｍ×深１２０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ２８ｋｇ／組 フジプレコン ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ１５０　１２０×１０００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107030005 ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ１５０Ｎ 幅１８０ｍｍ×深１４８ｍｍ×長５００ｍｍ ２１ｋｇ／組 フジプレコン ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ１５０Ｎ　１４８×５００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107030006 ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ２００ 幅２００ｍｍ×深１７０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ４３ｋｇ／組 フジプレコン ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ２００　１７０×１０００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107030008 ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ２００Ｈ 幅２００ｍｍ×深２５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ４９ｋｇ／組 フジプレコン ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ２００Ｈ　２５０×１０００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107030009 ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ２００Ｎ 幅２４０ｍｍ×深１９５ｍｍ×長５００ｍｍ ３１ｋｇ／組 フジプレコン ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ２００Ｎ　１９５×５００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107030010 ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ３００ 幅３００ｍｍ×深２５０ｍｍ×長５００ｍｍ ３７ｋｇ／組 フジプレコン ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ３００　２５０×５００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107030018 ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ３００ＮＨ 幅３４０ｍｍ×深２７７ｍｍ×長５００ｍｍ ５１ｋｇ／組 フジプレコン ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ３００ＮＨ　２７７×５００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107030012 ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ４３０ 幅４３０ｍｍ×深２５０ｍｍ×長５００ｍｍ ５７ｋｇ／組 フジプレコン ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ４３０　２５０×５００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107030016 ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ６１０ 幅６１０ｍｍ×深２５０ｍｍ×長５００ｍｍ ９４ｋｇ／組 フジプレコン ＪＲＣケーブルトラフ Ｊ６１０　２５０×５００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107037002 ＪＲＣケーブルトラフ・付属品 Ｉ型セパレーター Ｉ－２０００（Ｈ＝２００） １５ｋｇ／組 フジプレコン ＪＲＣケーブルトラフ付属品 Ｉ型セパレーター　Ｉ－２０００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107037004 ＪＲＣケーブルトラフ・付属品 Ｉ型セパレーター Ｉ－１５００（Ｈ＝１５０） ８ｋｇ／組 フジプレコン ＪＲＣケーブルトラフ付属品 Ｉ型セパレーター　Ｉ－１５００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107037006
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品 Ｉ型セパレーター Ａ金物（標準タイプ・メック加工・ＨＤＺ３５） －ｋｇ／組 フジ
プレコン

ＪＲＣケーブルトラフ付属品 Ｉ型セパレーターＡ金物　ＨＤＺ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107037008
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品 Ｉ型セパレーター Ｂ金物（標準タイプ・メック加工・ＨＤＺ３５） －ｋｇ／組 フジ
プレコン

ＪＲＣケーブルトラフ付属品 Ｉ型セパレーターＢ金物　ＨＤＺ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107037010
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品 Ｉ型セパレーター Ａ金物（標準タイプ・メック加工・ＳＵＳ３０４） －ｋｇ／組 フ
ジプレコン

ＪＲＣケーブルトラフ付属品 Ｉ型セパレーターＡ金物　ＳＵＳ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107037012
ＪＲＣケーブルトラフ・付属品 Ｉ型セパレーター Ｂ金物（標準タイプ・メック加工・ＳＵＳ３０４） －ｋｇ／組 フ
ジプレコン

ＪＲＣケーブルトラフ付属品 Ｉ型セパレーターＢ金物　ＳＵＳ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107035010 ＪＲＣケーブルトラフ・付属品 ＪＭＢ（マルチボックス） １型 ７４ｋｇ／組 フジプレコン ＪＲＣケーブルトラフ付属品 ＪＭＢ　マルチボックス　１型 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ
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ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107035012 ＪＲＣケーブルトラフ・付属品 ＪＭＢ（マルチボックス） ２型 １２９ｋｇ／組 フジプレコン ＪＲＣケーブルトラフ付属品 ＪＭＢ　マルチボックス　２型 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

ＪＲＣケーブルトラフ・付属品―ブランド品― 4107033002 ＪＲＣケーブルトラフ・付属品 ＪＭＢ（マルチボックス） ３型 １８５ｋｇ／組 フジプレコン ＪＲＣケーブルトラフ付属品 ＪＭＢ　マルチボックス　３型 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

コンクリート軽量トラフ（ふた付き）―ブラン
ド品―

4107050004
コンクリート軽量トラフ（ふた付き） １２０Ｌ 内幅１３０ｍｍ×深１００ｍｍ×長５００ｍｍ １８ｋｇ／組 テツコ
ン

コンクリート軽量トラフふた付き １２０Ｌ　Ｗ１３０×Ｌ５００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

コンクリート軽量トラフ（ふた付き）―ブラン
ド品―

4107050006
コンクリート軽量トラフ（ふた付き） １５０Ｌ 内幅１７０ｍｍ×深１５０ｍｍ×長１，０００ｍｍ ４４ｋｇ／組 テ
ツコン

コンクリート軽量トラフふた付き １５０Ｌ　Ｗ１７０×Ｌ１０００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

コンクリート軽量トラフ（ふた付き）―ブラン
ド品―

4107050008
コンクリート軽量トラフ（ふた付き） １５０Ｌ 内幅１７０ｍｍ×深１５０ｍｍ×長５００ｍｍ ２２ｋｇ／組 テツコ
ン

コンクリート軽量トラフふた付き １５０Ｌ　Ｗ１７０×Ｌ５００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

コンクリート軽量トラフ（ふた付き）―ブラン
ド品―

4107050010
コンクリート軽量トラフ（ふた付き） ２００Ｌ 内幅２２０ｍｍ×深２００ｍｍ×長５００ｍｍ ３８ｋｇ／組 テツコ
ン

コンクリート軽量トラフふた付き ２００Ｌ　Ｗ２２０×Ｌ５００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

コンクリート軽量トラフ（ふた付き）―ブラン
ド品―

4107050012
コンクリート軽量トラフ（ふた付き） ２５０Ｌ 内幅２８０ｍｍ×深２００ｍｍ×長５００ｍｍ ４３ｋｇ／組 テツコ
ン

コンクリート軽量トラフふた付き ２５０Ｌ　Ｗ２８０×Ｌ５００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

コンクリート軽量トラフ（ふた付き）―ブラン
ド品―

4107050014
コンクリート軽量トラフ（ふた付き） ３００Ｌ 内幅３４０ｍｍ×深２００ｍｍ×長５００ｍｍ ５０ｋｇ／組 テツコ
ン

コンクリート軽量トラフふた付き ３００Ｌ　Ｗ３４０×Ｌ５００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

コンクリート軽量トラフ（ふた付き）―ブラン
ド品―

4107050016
コンクリート軽量トラフ（ふた付き） ４００Ｌ 内幅４６０ｍｍ×深２５０ｍｍ×長５００ｍｍ ６８ｋｇ／組 テツコ
ン

コンクリート軽量トラフふた付き ４００Ｌ　Ｗ４６０×Ｌ５００ 組 582 ○ ○ 4107 ケーブルトラフ

鉄道用コンクリート製品 4607010002 鉄道用コンクリート製品 ケーブル埋設標 工通信ケーブル・アース　ＪＲ用 ２９ｋｇ ケーブル埋設標 工通信ケーブル・アース　ＪＲ用 本 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010006 鉄道用コンクリート製品 ケーブル埋設標 信号ケーブル　ＪＲ用 ２９ｋｇ ケーブル埋設標 信号ケーブル　ＪＲ用 本 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010010 鉄道用コンクリート製品 信号器具箱組立基礎 改良形（ＡＢ型） ３００ｋｇ 信号器具箱組立基礎 改良形　（ＡＢ型） 組 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010012 鉄道用コンクリート製品 転撤器テコ台 踏み板付き ２３３ｋｇ 転撤器テコ台 踏み板付き 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010014 鉄道用コンクリート製品 インピーダンスボンド枠 １５００Ａ ５４０ｋｇ インピーダンスボンド枠 １５００Ａ 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010016 鉄道用コンクリート製品 インピーダンスボンド枠 Ａ（１０００Ａ） ４６０ｋｇ インピーダンスボンド枠 Ａ　１０００Ａ 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010018 鉄道用コンクリート製品 インピーダンスボンド枠 Ｂ（５００Ａ） １２０ｋｇ インピーダンスボンド枠 Ｂ　５００Ａ 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010022 鉄道用コンクリート製品 新型インピーダンスボンド枠 １０００Ａ ３４０ｋｇ 新型インピーダンスボンド枠 １０００Ａ 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010024 鉄道用コンクリート製品 新型インピーダンスボンド枠 ５００Ａ １０５ｋｇ 新型インピーダンスボンド枠 ５００Ａ 個 582 ○ ○ 4607 保線資材
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鉄道用コンクリート製品 4607010026 鉄道用コンクリート製品 新幹線用ボンド枠 ９０ｋｇ 新幹線用ボンド枠 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010028 鉄道用コンクリート製品 コンクリート防護板 Ａ型　新幹線用 １６ｋｇ コンクリート防護板 Ａ型　新幹線用 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010030 鉄道用コンクリート製品 コンクリート防護板 Ｂ型　新幹線用 １８ｋｇ コンクリート防護板 Ｂ型　新幹線用 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010088 鉄道用コンクリート製品 オイルレスインピーダンスボンド用台枠 Ｄ－５００Ａ ３８ｋｇ オイルレスダンスボンド用台枠 Ｄ－５００Ａ 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010086 鉄道用コンクリート製品 オイルレスインピーダンスボンド用台枠 Ｎ－１０００Ａ ４８ｋｇ オイルレスダンスボンド用台枠 Ｎ－１０００Ａ 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010096 鉄道用コンクリート製品 電柱基礎枠 １号　８００用 １６３ｋｇ 電柱基礎枠 １号　８００用 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010098 鉄道用コンクリート製品 電柱基礎枠 ５号　１２００用 ３４２ｋｇ 電柱基礎枠 ５号　１２００用 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010036 鉄道用コンクリート製品 防護工側板 ５０ｍｍ×３００ｍｍ×１，７００ｍｍ ６１ｋｇ 防護工側板 ５０×３００×１７００ 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010038 鉄道用コンクリート製品 防護工支柱 Ａ　Ｌ＝７００ ２７ｋｇ 防護工支柱 Ａ　Ｌ＝７００ 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4603090002 鉄道用コンクリート製品 ポール底板 丸形　Ｎｏ．１　４５０ｍｍ ３６ｋｇ ポール底板 丸形　ＮＯ．１　４５０ｍｍ 個 582 ○ ○ 4603 建柱器材

鉄道用コンクリート製品 4603090004 鉄道用コンクリート製品 ポール底板 丸形　Ｎｏ．２　５００ｍｍ ４５ｋｇ ポール底板 丸形　ＮＯ．２　５００ｍｍ 個 582 ○ ○ 4603 建柱器材

鉄道用コンクリート製品 4603090006 鉄道用コンクリート製品 ポール底板 丸形　Ｎｏ．３　６００ｍｍ ６５ｋｇ ポール底板 丸形　ＮＯ．３　６００ｍｍ 個 582 ○ ○ 4603 建柱器材

鉄道用コンクリート製品 4607010048 鉄道用コンクリート製品 地上子砂利止め Ｓ形車警用 １５ｋｇ 地上子砂利止め Ｓ形車警用 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010050 鉄道用コンクリート製品 車警用地上子継電器箱受けぐい １型　根かせバンド付き ２４ｋｇ 車警用地上子継電器箱受けぐい １型　根かせバンド付き 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010052 鉄道用コンクリート製品 車警用地上子継電器箱受けぐい ２型　根かせバンド付き ３１ｋｇ 車警用地上子継電器箱受けぐい ２型　根かせバンド付き 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010054 鉄道用コンクリート製品 信号機はしご台 ３３ｋｇ 信号機はしご台 個 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010056 鉄道用コンクリート製品 さお掛け 根かせ付き ３１ｋｇ さお掛け 根かせ付き 組 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010058 鉄道用コンクリート製品 はしご掛け Ａ　根かせ付き ６９ｋｇ はしご掛け Ａ　根かせ付き 組 582 ○ ○ 4607 保線資材
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鉄道用コンクリート製品 4607010060 鉄道用コンクリート製品 はしご掛け Ｂ１　根かせ付き ６８ｋｇ はしご掛け Ｂ１　根かせ付き 組 582 ○ ○ 4607 保線資材

鉄道用コンクリート製品 4607010062 鉄道用コンクリート製品 はしご掛け Ｂ２　根かせ付き ６２ｋｇ はしご掛け Ｂ２　根かせ付き 組 582 ○ ○ 4607 保線資材

ライティングダクト 4103050005 ライティングダクト本体 １５Ａ／１２５Ｖ 固定Ｉ形　長１ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト 本体　固定Ｉ形　Ｌ＝１ｍ 本 583 ○ ○ 4103 ダクト

ライティングダクト 4103050010 ライティングダクト本体 １５Ａ／１２５Ｖ 固定Ｉ形　長２ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト 本体　固定Ｉ形　Ｌ＝２ｍ 本 583 ○ ○ 4103 ダクト

ライティングダクト 4103050015 ライティングダクト本体 １５Ａ／１２５Ｖ 固定Ｉ形　長３ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト 本体　固定Ｉ形　Ｌ＝３ｍ 本 583 ○ ○ 4103 ダクト

ライティングダクト 4103050020 ライティングダクト付属品 ジョイナー １５Ａ／１２５Ｖ 相互接続 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト ジョイナー　相互接続 個 583 ○ ○ 4103 ダクト

ライティングダクト 4103050025 ライティングダクト付属品 ジョイナー（ティー） １５Ａ／１２５Ｖ Ｅ付　Ｔ形　右用 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト ジョイナー（ティー）　右用 個 583 ○ ○ 4103 ダクト

ライティングダクト 4103050030 ライティングダクト付属品 ジョイナー（ティー） １５Ａ／１２５Ｖ Ｅ付　Ｔ形　左用 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト ジョイナー（ティー）　左用 個 583 ○ ○ 4103 ダクト

ライティングダクト 4103050035 ライティングダクト付属品 ジョイナー（クロス） １５Ａ／１２５Ｖ Ｅ付　十字形 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト ジョイナー（クロス）　十字形 個 583 ○ ○ 4103 ダクト

ライティングダクト 4103050040 ライティングダクト付属品 ジョイナー（エル） １５Ａ／１２５Ｖ Ｅ付　Ｌ形　右用 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト ジョイナー（エル）Ｌ形　右用 個 583 ○ ○ 4103 ダクト

ライティングダクト 4103050042 ライティングダクト付属品 ジョイナー（エル） １５Ａ／１２５Ｖ Ｅ付　Ｌ形　左用 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト ジョイナー（エル）Ｌ形　左用 個 583 ○ ○ 4103 ダクト

ライティングダクト 4103050045 ライティングダクト付属品 ジョイナー（ストレート） １５Ａ／１２５Ｖ Ｅ付　直線接続 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト ジョイナー（ストレート）　直線 個 583 ○ ○ 4103 ダクト

ライティングダクト 4103050050 ライティングダクト付属品 フリージョイント １５Ａ／１２５Ｖ フレキシブル上下左右９０° ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト フリージョイント　９０度 個 583 ○ ○ 4103 ダクト

ライティングダクト 4103050055 ライティングダクト付属品 フィードキャップ １５Ａ／１２５Ｖ Ｅ付　端末電源引込 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト フィードキャップ　端末電源引込 個 583 ○ ○ 4103 ダクト

ライティングダクト 4103050060 ライティングダクト付属品 エンドキャップ 端末閉そく用 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト エンドキャップ　端末閉そく用 個 583 ○ ○ 4103 ダクト

ライティングダクト 4103050070 ライティングダクト付属品 引掛シーリング ６Ａ／１２５Ｖ ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト 引掛シーリング 個 583 ○ ○ 4103 ダクト

ライティングダクト 4103050075 ライティングダクト付属品 吊りフック ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト 吊りフック 個 583 ○ ○ 4103 ダクト

ライティングダクト 4103050080 ライティングダクト付属品 パイプ吊りハンガー φ９０×４６３ｍｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト パイプ吊りハンガー 本 583 ○ ○ 4103 ダクト

1850 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ライティングダクト 4103050085 ライティングダクト付属品 埋込用フレーム 長３ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト 埋込用フレーム　Ｌ＝３ｍ 本 583 ○ ○ 4103 ダクト

ライティングダクト 4103050090 ライティングダクト付属品 埋込用フィードインキャップ １５Ａ／１２５Ｖ Ｅ付　電源引込用 ＪＩＳ　Ｃ　８３６６ ライティングダクト 埋込用フィードインキャップ 個 583 ○ ○ 4103 ダクト

床用配線器具―ブランド品― 4011010734 ハイテンションアウトレット ＴＦＢ５０１１３ ２Ｐ１５Ａ２口　接地　上下動・２ツ穴直付型 ＴＥＲＡＤＡ ハイテンションアウトレット ＴＦＢ５０１１３ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011010736 ハイテンションアウトレット ＴＦＢ５００１４ ２Ｐ１５Ａ２口　接地　水平調整型 ＴＥＲＡＤＡ ハイテンションアウトレット ＴＦＢ５００１４ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4115032004 フロアベース ＴＦＨ５００００ 大四角用　水平高低調整５型 ＴＥＲＡＤＡ フロアベース ＴＦＨ５００００ 個 583 ○ ○ 4115 フロアボックス器材

床用配線器具―ブランド品― 4011012028 埋込ボックス ＴＭＫ０００００ ＴＭＫ用ボックス ＴＥＲＡＤＡ 埋込ボックス ＴＭＫ０００００ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011012030 埋込ボックス ＴＳＫ００００１ ＴＳＫ用ボックス ＴＥＲＡＤＡ 埋込ボックス ＴＳＫ００００１ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4115022012 フロアプレート ＴＦＢ１０００３ Ｃ３９型　水平調整型 ＴＥＲＡＤＡ フロアプレート ＴＦＢ１０００３ 個 583 ○ ○ 4115 フロアボックス器材

床用配線器具―ブランド品― 4115022010 フロアプレート ＴＦＢ１０１０３ Ｃ３９型　２ツ穴直付 ＴＥＲＡＤＡ フロアプレート ＴＦＢ１０１０３ 個 583 ○ ○ 4115 フロアボックス器材

床用配線器具―ブランド品― 4011012032 フロアプレート ＴＭＫ１００００Ｎ ＴＭＫ用フロアプレート ＴＥＲＡＤＡ フロアプレート ＴＭＫ１００００Ｎ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011012034 フロアプレート ＴＳＫ１００００Ｎ ＴＳＫ用フロアプレート ＴＥＲＡＤＡ フロアプレート ＴＳＫ１００００Ｎ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4115022028 コンセント付きプレート ＴＦＢ６０１０３ ２Ｐ１５Ａ１口　接地　２ツ穴直付 ＴＥＲＡＤＡ コンセント付きプレート ＴＦＢ６０１０３ 個 583 ○ ○ 4115 フロアボックス器材

床用配線器具―ブランド品― 4115022030 コンセント付きプレート ＴＦＢ６０１０４ ２Ｐ１５Ａ１口　接地抜止　２ツ穴直付 ＴＥＲＡＤＡ コンセント付きプレート ＴＦＢ６０１０４ 個 583 ○ ○ 4115 フロアボックス器材

床用配線器具―ブランド品― 4011012036 器具ブロック ＴＳＭ００００４ ２Ｐ１５Ａ１２５Ｖ　接地抜止　２連×１ ＴＥＲＡＤＡ 器具ブロック ＴＳＭ００００４ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011012038 器具ブロック ＴＳＭ０００６２ ６極６芯モジュラジャック×２ ＴＥＲＡＤＡ 器具ブロック ＴＳＭ０００６２ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011010780 ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１０２０Ｋ，５１０２２Ｋ ２Ｐ１５Ａ２口 パナソニック ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１０２０Ｋ５１０２２Ｋ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011010790 ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１１２０Ｋ，５１１２２Ｋ ２Ｐ１５Ａ２口　接地 パナソニック ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１１２０Ｋ５１１２２Ｋ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011010800 ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１５２０Ｋ，５１５２２Ｋ ２Ｐ１５Ａ２口　抜止 パナソニック ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１５２０Ｋ５１５２２Ｋ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具
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床用配線器具―ブランド品― 4011010810 ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１０１０，５１０１２ ２Ｐ１５Ａ２口 パナソニック ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１０１０・５１０１２ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011010820 ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１１１０，５１１１２ ２Ｐ１５Ａ２口　接地 パナソニック ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１１１０・５１１１２ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011010830 ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１７１０Ｋ，５１７１２Ｋ ２Ｐ１５Ａ２口　接地　抜止 パナソニック ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１７１０Ｋ５１７１２Ｋ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011010840 ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１１３０，５１１３２ ２Ｐ１５Ａ４口　接地 パナソニック ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１１３０・５１１３２ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011010860 ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１３４０，５１３４２ ３Ｐ２０Ａ１口　引掛 パナソニック ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１３４０・５１３４２ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011010875 ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１３５０，５１３５２ ２Ｐ３０Ａ１口　接地　引掛 パナソニック ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１３５０・５１３５２ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011010880 ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１３１０，５１３１２ ２Ｐ１５Ａ２口　接地　引掛 パナソニック ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１３１０・５１３１２ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011010900 ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１４４０，５１１４２ ３Ｐ２０Ａ１口　接地　引掛 パナソニック ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１４４０・５１１４２ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011010910 ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１４５０，５１４５２ ３Ｐ３０Ａ１口　接地　引掛 パナソニック ハイテンションアウトレット ＤＵＫ５１４５０・５１４５２ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011020890
ローテンションアウトレット ＤＵＫ６５０４０，６５０４２，６５０４３ ４口　ＯＡ用（取出口１４×１４ｍｍ） パ
ナソニック

ローテンションアウトレット ＤＵＫ６５０４０・６５０４２ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4115034002 フロアベース ＤＳ８４５０，８４５１ 中，大四角用　自在型 パナソニック フロアベース ＤＳ８４５０・８４５１ 個 583 ○ ○ 4115 フロアボックス器材

床用配線器具―ブランド品― 4115054002 アップコン ＤＵ５１４０ＰＶ ２Ｐ１５Ａ２口 パナソニック アップコン ＤＵ５１４０ＰＶ 個 583 ○ ○ 4115 フロアボックス器材

床用配線器具―ブランド品― 4115054006 アップコン ＤＵ５１４２ＰＶ ２Ｐ１５Ａ１口　接地 パナソニック アップコン ＤＵ５１４２ＰＶ 個 583 ○ ○ 4115 フロアボックス器材

床用配線器具―ブランド品― 4115054016 アップコン ＤＵ６１４３ＰＶ 電話用モジュラ　６極４芯 パナソニック アップコン ＤＵ６１４３ＰＶ 個 583 ○ ○ 4115 フロアボックス器材

床用配線器具―ブランド品― 4011012002 フロアプレート ＤＵＢ１１０１ フロアコンスクエア用 パナソニック フロアプレート ＤＵＢ１１０１ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011012004 フロアプレート ＤＵＢ１３０１ フロアコンスクエアＬ用 パナソニック フロアプレート ＤＵＢ１３０１ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011012006 フロアプレート ＤＵＢ２１０１ フロアコンラウンド用 パナソニック フロアプレート ＤＵＢ２１０１ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4115023002 フロアプレート ＤＵＫ７０００，７００２，７００３ ネジ２２，３９，５１　固定型 パナソニック フロアプレート ＤＵＫ７０００・７００２ 個 583 ○ ○ 4115 フロアボックス器材
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床用配線器具―ブランド品― 4115023004 フロアプレート ＤＵＫ７０１０，７０１２，７０１３ ネジ２２，３９，５１　自在型 パナソニック フロアプレート ＤＵＫ７０１０・７０１２ 個 583 ○ ○ 4115 フロアボックス器材

床用配線器具―ブランド品― 4011012008 エクステンダーセット ＤＵＢ１１０２ フロアコンスクエア用 パナソニック エクステンダーセット ＤＵＢ１１０２ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011012010 エクステンダーセット ＤＵＢ１３０２ フロアコンスクエアＬ用 パナソニック エクステンダーセット ＤＵＢ１３０２ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011012012 専用埋込カバー ＤＵＢ１１０３ フロアコンスクエア用 パナソニック 専用埋込カバー ＤＵＢ１１０３ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011012014 専用埋込カバー ＤＵＢ２１０３ フロアコンラウンド用 パナソニック 専用埋込カバー ＤＵＢ２１０３ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011012016 専用埋込ボックスセット ＤＵＢ１３０３ フロアコンスクエアＬ用 パナソニック 専用埋込ボックスセット ＤＵＢ１３０３ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011012018 施工枠 ＤＵＢ１１０４ フロアコンスクエア用 パナソニック 施工枠 ＤＵＢ１１０４ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011012020 器具ブロック ＤＵＢ１２０１ 抜止２Ｐ１５Ａ１２５Ｖアース付２コ口 パナソニック 器具ブロック ＤＵＢ１２０１ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011012022 器具ブロック ＤＵＢ１４０１ 抜止２Ｐ１５Ａ１２５Ｖアース付２コ口 パナソニック 器具ブロック ＤＵＢ１４０１ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011012024 器具ブロック ＤＵＢ１２０２ ブランク パナソニック 器具ブロック ＤＵＢ１２０２ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

床用配線器具―ブランド品― 4011012026 器具ブロック ＤＵＢ１４０２ ブランク パナソニック 器具ブロック ＤＵＢ１４０２ 個 583 ○ ○ 4011 配線器具

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113010002 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） 本体１．８ｍ Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気 メタルモールジング　Ａ型 本体２５．４×１２ｍｍ外山電気 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113021012 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ジョイントカップリング Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気 ジョイントカップリング Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113021512 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ブッシング Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気 ブッシング Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113022012 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） フラットエルボ Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気 フラットエルボ Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113022512 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） インターナルエルボ Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気 インターナルエルボ Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113023012 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） エクスターナルエルボ Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気 エクスターナルエルボ Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113023512 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ティー Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気 ティー Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ
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メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113025012
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） コンビネーションコネクター Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電
気

コンビネーションコネクター Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113025512 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ストレートコネクター Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気 ストレートコネクター Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026012 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ジャンクションボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気 ジャンクションボックス Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113024512 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） コーナーボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気 コーナーボックス Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113027512 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） モールエンド Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気 モールエンド Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026512 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） １個用スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気 １個用スイッチボックス Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026514 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ２個用スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気 ２個用スイッチボックス Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026516 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ３個用スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電気 ３個用スイッチボックス Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026520
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） １個用深型スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電
気

１個用深型スイッチボックス Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026522
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ２個用深型スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電
気

２個用深型スイッチボックス Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026524
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ３個用深型スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電
気

３個用深型スイッチボックス Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026526
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ４個用深型スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１２ｍｍ） 外山電
気

４個用深型スイッチボックス Ａ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113012002 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） 本体１．８ｍ Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック メタルモールジング　Ａ型 本体２５．４×１１．５ｍｍパナ 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113021152
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ジョイントカップリング Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソ
ニック

ジョイントカップリング Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113021652 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ブッシング Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック ブッシング Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113022152 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） フラットエルボ Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック フラットエルボ Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113022652
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） インターナルエルボ Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニッ
ク

インターナルエルボ Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113027152
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ４５°インターナルエルボ Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナ
ソニック

４５度インターナルエルボ Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ
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メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113023152
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） エクスターナルエルボ Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソ
ニック

エクスターナルエルボ Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113023652 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ティー Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック ティー Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113025152
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） コンビネーションコネクター Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パ
ナソニック

コンビネーションコネクター Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113025652
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ストレートボックスコネクター Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ）
パナソニック

ストレートボックスコネクター Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113024212
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ジャンクションボックス丸型 Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パ
ナソニック

ジャンクションボックス　丸型 Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026152
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ジャンクションボックス４角 Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パ
ナソニック

ジャンクションボックス　４角 Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113024652 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） コーナーボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック コーナーボックス Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113027652 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） エンド Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソニック エンド Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026652
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） １個用スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソ
ニック

１個用スイッチボックス Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026654
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ２個用スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソ
ニック

２個用スイッチボックス Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026656
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ３個用スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パナソ
ニック

３個用スイッチボックス Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026660
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） １個用深型スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パ
ナソニック

１個用深型スイッチボックス Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026662
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ２個用深型スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パ
ナソニック

２個用深型スイッチボックス Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026664
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ３個用深型スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パ
ナソニック

３個用深型スイッチボックス Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026666
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ４個用深型スイッチボックス Ａ型（２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ） パ
ナソニック

４個用深型スイッチボックス Ａ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113010004 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） 本体１．８ｍ Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気 メタルモールジング　Ｂ型 本体４０．４×２０ｍｍ外山電気 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113021052 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ジョイントカップリング Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気 ジョイントカップリング Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113021552 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ブッシング Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気 ブッシング Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ
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メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113022052 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） フラットエルボ Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気 フラットエルボ Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113022552 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） インターナルエルボ Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気 インターナルエルボ Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113023052 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） エクスターナルエルボ Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気 エクスターナルエルボ Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113023552 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ティー Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気 ティー Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113025052
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） コンビネーションコネクター Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電
気

コンビネーションコネクター Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113025552 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ストレートコネクター Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気 ストレートコネクター Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026052 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ジャンクションボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気 ジャンクションボックス Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113024552 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） コーナーボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気 コーナーボックス Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113027552 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） モールエンド Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気 モールエンド Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026552 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） １個用スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気 １個用スイッチボックス Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026554 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ２個用スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気 ２個用スイッチボックス Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026556 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ３個用スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電気 ３個用スイッチボックス Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026560
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） １個用深型スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電
気

１個用深型スイッチボックス Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026562
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ２個用深型スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電
気

２個用深型スイッチボックス Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026564
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ３個用深型スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電
気

３個用深型スイッチボックス Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026566
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ４個用深型スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） 外山電
気

４個用深型スイッチボックス Ｂ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113012004 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） 本体１．８ｍ Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック メタルモールジング　Ｂ型 本体４０．４×２０ｍｍ　パナ 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113021212
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ジョイントカップリング Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニッ
ク

ジョイントカップリング Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ
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メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113021712 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ブッシング Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック ブッシング Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113022212 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） フラットエルボ Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック フラットエルボ Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113022712 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） インターナルエルボ Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック インターナルエルボ Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113027212
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ４５°インターナルエルボ Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソ
ニック

４５度インターナルエルボ Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113023212 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） エクスターナルエルボ Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック エクスターナルエルボ Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113023712 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ティー Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック ティー Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113025212
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） コンビネーションコネクター Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソ
ニック

コンビネーションコネクター Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113025712
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ストレートボックスコネクター Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナ
ソニック

ストレートボックスコネクター Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026212
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ジャンクションボックス４角 Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソ
ニック

ジャンクションボックス　４角 Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113024712 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） コーナーボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニック コーナーボックス Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026712
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） １個用スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニッ
ク

１個用スイッチボックス Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026714
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ２個用スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニッ
ク

２個用スイッチボックス Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026716
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ３個用スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソニッ
ク

３個用スイッチボックス Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026720
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） １個用深型スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソ
ニック

１個用深型スイッチボックス Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026722
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ２個用深型スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソ
ニック

２個用深型スイッチボックス Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026724
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ３個用深型スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソ
ニック

３個用深型スイッチボックス Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026726
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ４個用深型スイッチボックス Ｂ型（４０．４ｍｍ×２０ｍｍ） パナソ
ニック

４個用深型スイッチボックス Ｂ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113010006 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） 本体１．８ｍ Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） 外山電気 メタルモールジング　Ｃ型 本体６０×３０ｍｍ　外山電気 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ
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メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113021112 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ジョイントカップリング Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） 外山電気 ジョイントカップリング Ｃ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113021612 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ブッシング Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） 外山電気 ブッシング Ｃ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113022112 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） フラットエルボ Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） 外山電気 フラットエルボ Ｃ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113022612 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） インターナルエルボ Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） 外山電気 インターナルエルボ Ｃ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113023112 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） エクスターナルエルボ Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） 外山電気 エクスターナルエルボ Ｃ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113025112 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） コンビネーションコネクター Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） 外山電気 コンビネーションコネクター Ｃ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113025612 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ストレートコネクター Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） 外山電気 ストレートコネクター Ｃ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026112 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ジャンクションボックス Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） 外山電気 ジャンクションボックス Ｃ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113024612 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） コーナーボックス Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） 外山電気 コーナーボックス Ｃ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026620 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） １個用深型スイッチボックス Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） 外山電気 １個用深型スイッチボックス Ｃ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026622 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ２個用深型スイッチボックス Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） 外山電気 ２個用深型スイッチボックス Ｃ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026624 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ３個用深型スイッチボックス Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） 外山電気 ３個用深型スイッチボックス Ｃ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026626 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ４個用深型スイッチボックス Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） 外山電気 ４個用深型スイッチボックス Ｃ型　外山電気 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113012006 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） 本体１．８ｍ Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック メタルモールジング　Ｃ型 本体６０×３０ｍｍパナソニック 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113021252 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ジョイントカップリング Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック ジョイントカップリング Ｃ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113021752 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ブッシング Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック ブッシング Ｃ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113022252 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） フラットエルボ Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック フラットエルボ Ｃ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113022752 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） インターナルエルボ Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック インターナルエルボ Ｃ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ
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メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113023252 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） エクスターナルエルボ Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック エクスターナルエルボ Ｃ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113023752 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ティー Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック ティー Ｃ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113025752
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ストレートボックスコネクター Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソ
ニック

ストレートボックスコネクター Ｃ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026252
メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ジャンクションボックス４角 Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニッ
ク

ジャンクションボックス　４角 Ｃ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113024752 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） コーナーボックス Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック コーナーボックス Ｃ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

メタルモールジング（一種金属製線ぴ，ダク
ト）―ブランド品―

4113026754 メタルモールジング（一種金属線ぴ，ダクト） ２個用スイッチボックス Ｃ型（６０ｍｍ×３０ｍｍ） パナソニック ２個用スイッチボックス Ｃ型　パナソニック 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料 4401061038 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 １号　１ｍ ワイヤプロテクタ Ｓ形　１号　Ｌ１ｍ 本 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料 4401061040 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 ２号　１ｍ ワイヤプロテクタ Ｓ形　２号　Ｌ１ｍ 本 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料 4401061042 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 ３号　１ｍ ワイヤプロテクタ Ｓ形　３号　Ｌ１ｍ 本 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料 4401061044 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 ４号　１ｍ ワイヤプロテクタ Ｓ形　４号　Ｌ１ｍ 本 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料 4401061046 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 ５号　１ｍ ワイヤプロテクタ Ｓ形　５号　Ｌ１ｍ 本 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料 4401061048 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 特５号　１ｍ ワイヤプロテクタ Ｓ形　特５号　Ｌ１ｍ 本 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料 4401061050 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品２号　分岐 ワイヤプロテクタ Ｓ形付属品　２号　分岐用 個 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料 4401061052 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品３号　分岐 ワイヤプロテクタ Ｓ形付属品　３号　分岐用 個 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料 4401061054 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品４号　分岐 ワイヤプロテクタ Ｓ形付属品　４号　分岐用 個 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料 4401061056 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品５号　分岐 ワイヤプロテクタ Ｓ形付属品　５号　分岐用 個 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料 4401061058 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品２号　曲がり ワイヤプロテクタ Ｓ形付属品　２号　曲がり 個 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料 4401061060 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品３号　曲がり ワイヤプロテクタ Ｓ形付属品　３号　曲がり 個 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料
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宅内用材料 4401061062 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品４号　曲がり ワイヤプロテクタ Ｓ形付属品　４号　曲がり 個 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料 4401061064 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品５号　曲がり ワイヤプロテクタ Ｓ形付属品　５号　曲がり 個 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料 4401061066 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品２号　立上がり ワイヤプロテクタ Ｓ形付属品　２号　立上がり 個 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料 4401061068 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品３号　立上がり ワイヤプロテクタ Ｓ形付属品　３号　立上がり 個 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料 4401061070 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品４号　立上がり ワイヤプロテクタ Ｓ形付属品　４号　立上がり 個 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料 4401061072 宅内用材料 ワイヤプロテクタＳ形 付属品５号　立上がり ワイヤプロテクタ Ｓ形付属品　５号　立上がり 個 584 ○ ○ 4401 通信線宅内配線材料

宅内用材料―ブランド品― 4113032505 宅内用材料 ＵＤプロテクタ ＵＤＮ０ ７．５ｍｍ×３０ｍｍ×１，０００ｍｍ 星和電機 ＵＤプロテクタ　ＵＤＮ０ ７．５×３０×１０００ｍｍ 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113032510 宅内用材料 ＵＤプロテクタ ＵＤＮ１ １１ｍｍ×５０ｍｍ×１，０００ｍｍ 星和電機 ＵＤプロテクタ　ＵＤＮ１ １１×５０×１０００ｍｍ 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113032515 宅内用材料 ＵＤプロテクタ ＵＤＮ２ １５．３ｍｍ×７０ｍｍ×１，０００ｍｍ 星和電機 ＵＤプロテクタ　ＵＤＮ２ １５．３×７０×１０００ｍｍ 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113032520 宅内用材料 ＵＤプロテクタ ＵＤ３ ２２ｍｍ×９０ｍｍ×１，０００ｍｍ 星和電機 ＵＤプロテクタ　ＵＤ３ ２２×９０×１０００ｍｍ 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113031080 宅内用材料 ニューエフモール １号 １７ｍｍ×１０ｍｍ×１，０００ｍｍ マサル工業 ニューエフモール　１号 １７×１０×１０００ｍｍ 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113031090 宅内用材料 ニューエフモール ２号 ２２ｍｍ×１２ｍｍ×１，０００ｍｍ マサル工業 ニューエフモール　２号 ２２×１２×１０００ｍｍ 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113031100 宅内用材料 ニューエフモール ３号 ２６ｍｍ×１４ｍｍ×１，０００ｍｍ マサル工業 ニューエフモール　３号 ２６×１４×１０００ｍｍ 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113041040 宅内用材料 ニューエフモール 付属品１号 曲げ部材・コンビネーション マサル工業 ニューエフモール付属品　１号 曲げ部材・コンビネーション 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113041050 宅内用材料 ニューエフモール 付属品２号 曲げ部材・コンビネーション マサル工業 ニューエフモール付属品　２号 曲げ部材・コンビネーション 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113041060 宅内用材料 ニューエフモール 付属品３号 曲げ部材・コンビネーション マサル工業 ニューエフモール付属品　３号 曲げ部材・コンビネーション 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113042010 宅内用材料 マヂックステッカー １５ｍｍ×２０ｍ マサル工業 マヂックステッカー １５ｍｍ×２０ｍ 巻 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113043010 宅内用材料 マヂックステッカー １８ｍｍ×２０ｍ マサル工業 マヂックステッカー １８ｍｍ×２０ｍ 巻 584 ○ ○ 4113 線ぴ
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宅内用材料―ブランド品― 4113043020 宅内用材料 マヂックステッカー ２５ｍｍ×２０ｍ マサル工業 マヂックステッカー ２５ｍｍ×２０ｍ 巻 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113031110 宅内用材料 メタルエフモール Ｓ型 １６ｍｍ×１０ｍｍ×１，０００ｍｍ マサル工業 メタルエフモール　Ｓ型 １６×１０ｍｍ×１ｍ 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113031120 宅内用材料 メタルエフモール Ａ型 ２５．４ｍｍ×１１．５ｍｍ×１，０００ｍｍ マサル工業 メタルエフモール　Ａ型 ２５．４×１１．５ｍｍ×１ｍ 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113031130 宅内用材料 メタルエフモール Ｂ型 ４０．４ｍｍ×２０ｍｍ×１，０００ｍｍ マサル工業 メタルエフモール　Ｂ型 ４０．４×２０×１０００ｍｍ 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113031140 宅内用材料 メタルエフモール Ｂ型 ４０．４ｍｍ×２０ｍｍ×１，８００ｍｍ マサル工業 メタルエフモール　Ｂ型 ４０．４×２０×１８００ｍｍ 本 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113041070 宅内用材料 メタルエフモール 付属品Ａ型 マガリ・デズミ マサル工業 メタルエフモール付属品　Ａ型 マガリ・デズミ 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113041080 宅内用材料 メタルエフモール 付属品Ａ型 イリズミ マサル工業 メタルエフモール付属品　Ａ型 イリズミ 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113041090 宅内用材料 メタルエフモール 付属品Ａ型 コンビネーション マサル工業 メタルエフモール付属品　Ａ型 コンビネーション 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113041100 宅内用材料 メタルエフモール 付属品Ａ型 ジョイントカバー マサル工業 メタルエフモール付属品　Ａ型 ジョイントカバー 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113041110 宅内用材料 メタルエフモール 付属品Ａ型 エンド マサル工業 メタルエフモール付属品　Ａ型 エンド 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113041120 宅内用材料 メタルエフモール 付属品Ａ型 ブッシング マサル工業 メタルエフモール付属品　Ａ型 ブッシング 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113041130 宅内用材料 メタルエフモール 付属品Ａ型 フレキジョイント マサル工業 メタルエフモール付属品　Ａ型 フレキジョイント 個 584 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113052002
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト レースウェイ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ 定尺４ｍ／本 ネグ
ロス電工

レースウェイ ４０×３０ｍｍ　ネグロス 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062102
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ 定尺２ｍ／本 ネグロス電
工

レースウェイ　カバー ４０×３０用　ネグロス 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062116
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　１方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス
電工

レースウェイ　分岐ボックス ４０×３０　１方出　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062118
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス
電工

レースウェイ　分岐ボックス ４０×３０　２方出　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062120
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｌ形２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグ
ロス電工

レースウェイ　分岐ボックス ４０×３０Ｌ形２方出　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062122
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｔ形３方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグ
ロス電工

レースウェイ　分岐ボックス ４０×３０Ｔ形３方出　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ
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レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062124
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｘ形４方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグ
ロス電工

レースウェイ　分岐ボックス ４０×３０Ｘ形４方出　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062126
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　立面内曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電
工

レースウェイ　エルボ ４０×３０用立面内曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062222
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　立面外曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電
工

レースウェイ　エルボ ４０×３０用立面外曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062224
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｌ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電
工

レースウェイ　エルボ ４０×３０用水平Ｌ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062226
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｔ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電
工

レースウェイ　エルボ ４０×３０用水平Ｔ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062228
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｘ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電
工

レースウェイ　エルボ ４０×３０用水平Ｘ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062230
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　立面内曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネ
グロス電工

レースウェイ　エルボカバー ４０×３０用立面内曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062232
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　立面外曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネ
グロス電工

レースウェイ　エルボカバー ４０×３０用立面外曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062234
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｌ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネ
グロス電工

レースウェイ　エルボカバー ４０×３０用水平Ｌ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062236
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｔ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネ
グロス電工

レースウェイ　エルボカバー ４０×３０用水平Ｔ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062238
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｘ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネ
グロス電工

レースウェイ　エルボカバー ４０×３０用水平Ｘ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062112 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 電線管接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工 レースウェイ　電線管接続金具 ４０×３０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062110 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エンドキャップ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工 レースウェイ　エンドキャップ ４０×３０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062106 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 継ぎ金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工 レースウェイ　継ぎ金具 ４０×３０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062104 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 蓋止め金具 ステンレス製 ４０×３０ ネグロス電工 レースウェイ　蓋止め金具 ４０×３０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062128 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 吊り金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工 レースウェイ　吊り金具 ４０×３０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062240 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 盤接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工 レースウェイ　盤接続金具 ４０×３０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062242 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 上向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工 レースウェイ　上向器具取付金具 ４０×３０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ
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レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062108 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 下向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ ネグロス電工 レースウェイ　下向器具取付金具 ４０×３０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113052004
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト レースウェイ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ 定尺４ｍ／本 ネグ
ロス電工

レースウェイ ４０×４５ｍｍ　ネグロス 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062244
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ 定尺２ｍ／本 ネグロス電
工

レースウェイ　カバー ４０×４５用　Ｌ２ｍ　ネグロス 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062210
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　１方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス
電工

レースウェイ　分岐ボックス ４０×４５　１方出　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062212
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス
電工

レースウェイ　分岐ボックス ４０×４５　２方出　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062214
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｌ形２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグ
ロス電工

レースウェイ　分岐ボックス ４０×４５　Ｌ形２方出ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062216
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｔ形３方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグ
ロス電工

レースウェイ　分岐ボックス ４０×４５　Ｔ形３方出ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062218
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｘ形４方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグ
ロス電工

レースウェイ　分岐ボックス ４０×４５　Ｘ形４方出ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062220
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　立面内曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電
工

レースウェイ　エルボ ４０×４５用立面内曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062246
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　立面外曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電
工

レースウェイ　エルボ ４０×４５用立面外曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062248
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｌ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電
工

レースウェイ　エルボ ４０×４５用水平Ｌ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062250
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｔ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電
工

レースウェイ　エルボ ４０×４５用水平Ｔ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062252
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｘ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電
工

レースウェイ　エルボ ４０×４５用水平Ｘ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062254
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　立面内曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネ
グロス電工

レースウェイ　エルボカバー ４０×４５用立面内曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062256
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　立面外曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネ
グロス電工

レースウェイ　エルボカバー ４０×４５用立面外曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062258
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｌ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネ
グロス電工

レースウェイ　エルボカバー ４０×４５用水平Ｌ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062260
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｔ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネ
グロス電工

レースウェイ　エルボカバー ４０×４５用水平Ｔ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062262
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｘ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネ
グロス電工

レースウェイ　エルボカバー ４０×４５用水平Ｘ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ
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レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062208 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 電線管接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工 レースウェイ　電線管接続金具 ４０×４５用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062206 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エンドキャップ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工 レースウェイ　エンドキャップ ４０×４５用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062204 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 継ぎ金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工 レースウェイ　継ぎ金具 ４０×４５用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062202 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 蓋止め金具 ステンレス製 ４０×４５ ネグロス電工 レースウェイ　蓋止め金具 ４０×４５用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062130 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 吊り金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工 レースウェイ　吊り金具 ４０×４５用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062264 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 盤接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工 レースウェイ　盤接続金具 ４０×４５用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062266 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 上向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工 レースウェイ　上向器具取付金具 ４０×４５用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113062268 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 下向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ ネグロス電工 レースウェイ　下向器具取付金具 ４０×４５用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113072002
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト レースダクト 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ 定尺４ｍ／本 ネグ
ロス電工

レースダクト ６０×３０ｍｍ　ネグロス 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082002
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ 定尺２ｍ／本 ネグロス電
工

レースダクト　カバー ６０×３０用　ネグロス 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082014
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　１方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス
電工

レースダクト　分岐ボックス ６０×３０　１方出　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082016
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス
電工

レースダクト　分岐ボックス ６０×３０　２方出　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082018
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｌ形２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグ
ロス電工

レースダクト　分岐ボックス ６０×３０　Ｌ形２方出ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082020
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｔ形３方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグ
ロス電工

レースダクト　分岐ボックス ６０×３０　Ｔ形３方出ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082022
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｘ形４方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグ
ロス電工

レースダクト　分岐ボックス ６０×３０　Ｘ形４方出ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082024
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　立面内曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電
工

レースダクト　エルボ ６０×３０　立面内曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082054
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　立面外曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電
工

レースダクト　エルボ ６０×３０用立面外曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082056
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｌ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電
工

レースダクト　エルボ ６０×３０用水平Ｌ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ
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レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082058
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｔ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電
工

レースダクト　エルボ ６０×３０用水平Ｔ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082060
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｘ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電
工

レースダクト　エルボ ６０×３０用水平Ｘ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082062
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　立面内曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネ
グロス電工

レースダクト　エルボカバー ６０×３０用立面内曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082064
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　立面外曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネ
グロス電工

レースダクト　エルボカバー ６０×３０用立面外曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082066
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｌ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネ
グロス電工

レースダクト　エルボカバー ６０×３０用水平Ｌ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082068
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｔ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネ
グロス電工

レースダクト　エルボカバー ６０×３０用水平Ｔ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082070
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｘ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネ
グロス電工

レースダクト　エルボカバー ６０×３０用水平Ｘ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082012 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 電線管接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工 レースダクト　電線管接続金具 ６０×３０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082010 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エンドキャップ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工 レースダクト　エンドキャップ ６０×３０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082006 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 継ぎ金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工 レースダクト　継ぎ金具 ６０×３０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082004 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 蓋止め金具 ステンレス製 ６０×３０ ネグロス電工 レースダクト　蓋止め金具 ６０×３０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082026 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 吊り金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工 レースダクト　吊り金具 ６０×３０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082072 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 盤接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工 レースダクト　盤接続金具 ６０×３０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082074 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 上向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工 レースダクト　上向器具取付金具 ６０×３０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082008 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 下向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ６０×３０ ネグロス電工 レースダクト　下向器具取付金具 ６０×３０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113072004
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト レースダクト 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ 定尺４ｍ／本 ネグ
ロス電工

レースダクト ７０×５０ｍｍ　ネグロス 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082028
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ 定尺２ｍ／本 ネグロス電
工

レースダクト　カバー ７０×５０用　ネグロス 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082040
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　１方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス
電工

レースダクト　分岐ボックス ７０×５０　１方出　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

1865 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082042
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス
電工

レースダクト　分岐ボックス ７０×５０　２方出　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082044
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｌ形２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグ
ロス電工

レースダクト　分岐ボックス ７０×５０　Ｌ形２方出ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082046
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｔ形３方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグ
ロス電工

レースダクト　分岐ボックス ７０×５０　Ｔ形３方出ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082048
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｘ形４方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグ
ロス電工

レースダクト　分岐ボックス ７０×５０　Ｘ形４方出ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082050
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　立面内曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電
工

レースダクト　エルボ ７０×５０　立面内曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082076
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　立面外曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電
工

レースダクト　エルボ ７０×５０用立面外曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082078
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｌ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電
工

レースダクト　エルボ ７０×５０用水平Ｌ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082080
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｔ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電
工

レースダクト　エルボ ７０×５０用水平Ｔ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082082
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｘ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電
工

レースダクト　エルボ ７０×５０用水平Ｘ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082084
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　立面内曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネ
グロス電工

レースダクト　エルボカバー ７０×５０用立面内曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082086
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　立面外曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネ
グロス電工

レースダクト　エルボカバー ７０×５０用立面外曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082088
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｌ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネ
グロス電工

レースダクト　エルボカバー ７０×５０用水平Ｌ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082090
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｔ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネ
グロス電工

レースダクト　エルボカバー ７０×５０用水平Ｔ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082092
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｘ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネ
グロス電工

レースダクト　エルボカバー ７０×５０用水平Ｘ曲　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082038 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 電線管接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工 レースダクト　電線管接続金具 ７０×５０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082036 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エンドキャップ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工 レースダクト　エンドキャップ ７０×５０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082032 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 継ぎ金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工 レースダクト　継ぎ金具 ７０×５０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082030 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 蓋止め金具 ステンレス製 ７０×５０ ネグロス電工 レースダクト　蓋止め金具 ７０×５０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ
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レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082052 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 吊り金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工 レースダクト　吊り金具 ７０×５０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082094 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 盤接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工 レースダクト　盤接続金具 ７０×５０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082096 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 上向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工 レースダクト　上向器具取付金具 ７０×５０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082034 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 下向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 ７０×５０ ネグロス電工 レースダクト　下向器具取付金具 ７０×５０用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113072006
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト レースダクト 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ 定尺３ｍ／本 ネ
グロス電工

レースダクト １２０×６５ｍｍ　ネグロス 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082098
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ 定尺１．５ｍ／本 ネグ
ロス電工

レースダクト　カバー １２０×６５用　ネグロス 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082100
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　１方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロ
ス電工

レースダクト　分岐ボックス １２０×６５　１方出　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082102
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロ
ス電工

レースダクト　分岐ボックス １２０×６５　２方出　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082104
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｌ形２方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネ
グロス電工

レースダクト　分岐ボックス １２０×６５Ｌ形２方出ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082106
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｔ形３方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネ
グロス電工

レースダクト　分岐ボックス １２０×６５Ｔ形３方出ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082108
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｘ形４方出 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネ
グロス電工

レースダクト　分岐ボックス １２０×６５Ｘ形４方出ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082110
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　立面内曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス
電工

レースダクト　エルボ １２０×６５用立面内曲ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082112
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　立面外曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス
電工

レースダクト　エルボ １２０×６５用立面外曲ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082114
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｌ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス
電工

レースダクト　エルボ １２０×６５用水平Ｌ曲ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082116
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｔ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス
電工

レースダクト　エルボ １２０×６５用水平Ｔ曲ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082118
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平Ｘ曲り 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス
電工

レースダクト　エルボ １２０×６５用水平Ｘ曲ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082120
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　立面内曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５
エルボに付属 ネグロス電工

レースダクト　エルボカバー １２０×６５用立面内曲ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082122
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　立面外曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５
エルボに付属 ネグロス電工

レースダクト　エルボカバー １２０×６５用立面外曲ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ
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レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082124
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｌ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５
エルボに付属 ネグロス電工

レースダクト　エルボカバー １２０×６５用水平Ｌ曲ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082126
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｔ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５
エルボに付属 ネグロス電工

レースダクト　エルボカバー １２０×６５用水平Ｔ曲ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082128
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平Ｘ曲り用 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５
エルボに付属 ネグロス電工

レースダクト　エルボカバー １２０×６５用水平Ｘ曲ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082132 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エンドキャップ 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工 レースダクト　エンドキャップ １２０×６５用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082134 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 継ぎ金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工 レースダクト　継ぎ金具 １２０×６５用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082136 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 蓋止め金具 ステンレス製 １２０×６５ ネグロス電工 レースダクト　蓋止め金具 １２０×６５用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082138 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 吊り金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工 レースダクト　吊り金具 １２０×６５用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082140 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 盤接続金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電工 レースダクト　盤接続金具 １２０×６５用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082142
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 上向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電
工

レースダクト　上向器具取付金具 １２０×６５用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113082144
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 下向器具取付金具 溶融亜鉛めっき鋼板製 １２０×６５ ネグロス電
工

レースダクト　下向器具取付金具 １２０×６５用　ネグロス 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113055002
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト レースウェイ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ 定尺４ｍ／本 パナ
ソニック

レースウェイ ４０×３０ｍｍ　パナソニック 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065002
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ 定尺２ｍ／本 パナソニッ
ク

レースウェイ　カバー ４０×３０用　パナソニック 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065004
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　１方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナ
ソニック

レースウェイジョイントボックス ４０×３０用　１方出　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065006
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　２方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナ
ソニック

レースウェイジョイントボックス ４０×３０用　２方出　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065008
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　Ｌ形２方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０
パナソニック

レースウェイジョイントボックス ４０×３０用　Ｌ形２方出　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065010
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　Ｔ形３方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０
パナソニック

レースウェイジョイントボックス ４０×３０用　Ｔ形３方出　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065012
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　Ｘ形４方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０
パナソニック

レースウェイジョイントボックス ４０×３０用　Ｘ形４方出　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065014 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　垂直上向き 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック レースウェイ　エルボ ４０×３０用　垂直上向　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ
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レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065016 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　垂直下向き 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック レースウェイ　エルボ ４０×３０用　垂直下向　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065018 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　直角水平 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック レースウェイ　エルボ ４０×３０用　直角水平　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065020 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平ティー 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック レースウェイ　エルボ ４０×３０用　水平ティー　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065022 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平クロス 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック レースウェイ　エルボ ４０×３０用　水平クロス　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065024
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　垂直上向き用 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナ
ソニック

レースウェイ　エルボカバー ４０×３０用　垂直上向　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065026
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　垂直下向き用 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナ
ソニック

レースウェイ　エルボカバー ４０×３０用　垂直下向　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065028
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　直角水平用 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソ
ニック

レースウェイ　エルボカバー ４０×３０用　直角水平　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065030
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平ティー用 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナ
ソニック

レースウェイ　エルボカバー ４０×３０用　水平ティー　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065032
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平クロス用 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナ
ソニック

レースウェイ　エルボカバー ４０×３０用　水平クロス　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065034 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エンドコネクタ 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック レースウェイ　エンドコネクタ ４０×３０用　パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065036 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エンドキャップ 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック レースウェイ　エンドキャップ ４０×３０用　パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065038 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト ジョイナ 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック レースウェイ　ジョイナ ４０×３０用　パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065040 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト カバー止め金具 ステンレス製 ４０×３０ パナソニック レースウェイ　カバー止め金具 ４０×３０用　パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065042 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト ハンガー 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック レースウェイ　ハンガー ４０×３０用　パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065044 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 盤接続金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック レースウェイ　盤接続金具 ４０×３０用　パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065046 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 上向器具取付金具 ステンレス製 ４０×３０ パナソニック レースウェイ　上向器具取付金具 ４０×３０用　パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065048 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 下向器具取付金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ パナソニック レースウェイ　下向器具取付金具 ４０×３０用　パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113055004
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト レースウェイ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ 定尺４ｍ／本 パナ
ソニック

レースウェイ ４０×４５ｍｍ　パナソニック 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ
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レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065050
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ 定尺２ｍ／本 パナソニッ
ク

レースウェイ　カバー ４０×４５用　パナソニック 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065052
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　１方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナ
ソニック

レースウェイジョイントボックス ４０×４５用１方出パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065054
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　２方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナ
ソニック

レースウェイジョイントボックス ４０×４５用２方出パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065056
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　Ｌ形２方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５
パナソニック

レースウェイジョイントボックス ４０×４５用　Ｌ形２方出　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065058
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　Ｔ形３方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５
パナソニック

レースウェイジョイントボックス ４０×４５用　Ｔ形３方出　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065060
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト ジョイントボックス　Ｘ形４方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５
パナソニック

レースウェイジョイントボックス ４０×４５用　Ｘ形４方出　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065062 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　垂直上向き 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック レースウェイ　エルボ ４０×４５用　垂直上向　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065064 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　垂直下向き 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック レースウェイ　エルボ ４０×４５用　垂直下向　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065066 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　直角水平 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック レースウェイ　エルボ ４０×４５用　直角水平　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065068 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平ティー 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック レースウェイ　エルボ ４０×４５用　水平ティー　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065070 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平クロス 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック レースウェイ　エルボ ４０×４５用　水平クロス　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065072
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　垂直上向き用 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナ
ソニック

レースウェイ　エルボカバー ４０×４５用　垂直上向　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065074
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　垂直下向き用 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナ
ソニック

レースウェイ　エルボカバー ４０×４５用　垂直下向　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065076
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　直角水平用 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソ
ニック

レースウェイ　エルボカバー ４０×４５用　直角水平　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065078
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平ティー用 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナ
ソニック

レースウェイ　エルボカバー ４０×４５用　水平ティー　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065080
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボカバー　水平クロス用 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナ
ソニック

レースウェイ　エルボカバー ４０×４５用　水平クロス　パナ 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065082 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エンドコネクタ 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック レースウェイ　エンドコネクタ ４０×４５用　パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065084 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エンドキャップ 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック レースウェイ　エンドキャップ ４０×４５用　パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ
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レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065086 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト ジョイナ 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック レースウェイ　ジョイナ ４０×４５用　パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065088 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト カバー止め金具 ステンレス製 ４０×４５ パナソニック レースウェイ　カバー止め金具 ４０×４５用　パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065090 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト ハンガー 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック レースウェイ　ハンガー ４０×４５用　パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065092 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 盤接続金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック レースウェイ　盤接続金具 ４０×４５用　パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065094 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 上向器具取付金具 ステンレス製 ４０×４５ パナソニック レースウェイ　上向器具取付金具 ４０×４５用　パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113065096 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 下向器具取付金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ パナソニック レースウェイ　下向器具取付金具 ４０×４５用　パナソニック 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113053002
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト レースウェイ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ 定尺４ｍ／本 南電
機

レースウェイ ４０×３０ｍｍ　南電機 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063106 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×３０ 定尺２ｍ／本 南電機 レースウェイ　カバー ４０×３０用　Ｌ２ｍ　南電機 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063108 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　１方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機 レースウェイ　分岐ボックス ４０×３０用　１方出　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063110 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　２方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機 レースウェイ　分岐ボックス ４０×３０用　２方出　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063112 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｌ形２方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機 レースウェイ　分岐ボックス ４０×３０用Ｌ形２方出　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063114 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｔ形３方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機 レースウェイ　分岐ボックス ４０×３０用Ｔ形３方出　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063116 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｘ形４方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機 レースウェイ　分岐ボックス ４０×３０用Ｘ形４方出　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063118 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　外曲り 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機 レースウェイ　エルボ ４０×３０用　外曲　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063120 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　内曲り 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機 レースウェイ　エルボ ４０×３０用　内曲　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063122 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平曲り 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機 レースウェイ　エルボ ４０×３０用　水平曲　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063124 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト パイプコネクター 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機 レースウェイ　パイプコネクター ４０×３０用　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063126 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エンドキャップ 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機 レースウェイ　エンドキャップ ４０×３０用　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ
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レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063102 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 継ぎ金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機 レースウェイ　継ぎ金具 ４０×３０用　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063104 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト カバー止めバンド ステンレス製 ４０×３０ 南電機 レースウェイ　カバー止めバンド ４０×３０用　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063128 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 吊り金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機 レースウェイ　吊り金具 ４０×３０用　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063130 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 盤引込み金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機 レースウェイ　盤引込み金具 ４０×３０用　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063168 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 上向器具取付金具 ステンレス製 ４０×３０ 南電機 レースウェイ　上向器具取付金具 ４０×３０用　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063134 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 下向器具取付金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×３０ 南電機 レースウェイ　下向器具取付金具 ４０×３０用　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113053012
レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト レースウェイ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ 定尺４ｍ／本 南電
機

レースウェイ ４０×４５用　Ｌ４ｍ　南電機 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063209 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト カバー 溶融亜鉛めっき鋼板製 ４０×４５ 定尺２ｍ／本 南電機 レースウェイ　カバー ４０×４５用　Ｌ２ｍ　南電機 本 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063136 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　１方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機 レースウェイ　分岐ボックス ４０×４５用　１方出　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063138 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　２方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機 レースウェイ　分岐ボックス ４０×４５用　２方出　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063140 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｌ形２方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機 レースウェイ　分岐ボックス ４０×４５用　Ｌ形２方出南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063142 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｔ形３方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機 レースウェイ　分岐ボックス ４０×４５用　Ｔ形３方出南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063144 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 分岐ボックス　Ｘ形４方出 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機 レースウェイ　分岐ボックス ４０×４５用　Ｘ形４方出南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063146 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　外曲り 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機 レースウェイ　エルボ ４０×４５用　外曲り　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063148 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　内曲り 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機 レースウェイ　エルボ ４０×４５用　内曲り　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063150 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エルボ　水平曲り 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機 レースウェイ　エルボ ４０×４５用　水平曲り　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063152 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト パイプコネクター 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機 レースウェイ　パイプコネクター ４０×４５用　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063154 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト エンドキャップ 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機 レースウェイ　エンドキャップ ４０×４５用　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ
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レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063156 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 継ぎ金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機 レースウェイ　継ぎ金具 ４０×４５用　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063158 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト カバー止めバンド ステンレス製 ４０×４５ 南電機 レースウェイ　カバー止めバンド ４０×４５用　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063160 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 吊り金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機 レースウェイ　吊り金具 ４０×４５用　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063162 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 盤引込み金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機 レースウェイ　盤引込み金具 ４０×４５用　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063164 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 上向器具取付金具 ステンレス製 ４０×４５ 南電機 レースウェイ　上向器具取付金具 ４０×４５用　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダク
ト―ブランド品―

4113063166 レースウェイ（二種金属製線ぴ）・レースダクト 下向器具取付金具 電気亜鉛めっき処理 ４０×４５ 南電機 レースウェイ　下向器具取付金具 ４０×４５用　南電機 個 585 ○ ○ 4113 線ぴ

支持金物―ブランド品― 4101161506
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ１０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス
電工

ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ１０　溶亜鋼板 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161508
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ１５ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×１５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス
電工

ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ１５　溶亜鋼板 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161510
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ２０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×２００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス
電工

ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ２０　溶亜鋼板 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161512
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ２５ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×２５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス
電工

ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ２５　溶亜鋼板 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161514
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ３０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×３００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス
電工

ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ３０　溶亜鋼板 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161516
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ４０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×４００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス
電工

ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ４０　溶亜鋼板 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101166202
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ５０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス
電工

ワールドダクターチャンネル Ｄ１Ｓ５０　溶亜鋼板 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161502
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｄ１ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×２，５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電
工

ワールドダクターチャンネル Ｄ１　溶亜鋼板 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161504
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｄ２ ４０ｍｍ×４５ｍｍ×２，５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電
工

ワールドダクターチャンネル Ｄ２　溶亜鋼板 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162002 支持金物 ダクター吊り金具 ＤＨＵ－Ｗ３ Ｄ－１，２用　Ｗ３／８ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 ダクター吊り金具 ＤＨＵ－Ｗ３　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162006
支持金物 ダクター吊り金具 ＤＨ１ＳＮ－Ｗ３ Ｄ－１用　Ｗ３／８　中間支持端用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電
工

ダクター吊り金具 ＤＨ１ＳＮ－Ｗ３　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162010
支持金物 ダクター吊り金具 ＤＨ２ＳＮ－Ｗ３ Ｄ－２用　Ｗ３／８　中間支持端用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電
工

ダクター吊り金具 ＤＨ２ＳＮ－Ｗ３　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管
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支持金物―ブランド品― 4101162532 支持金物 ダクタークリップ ＤＣ１３ 電線管支持　呼び径１３ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 ダクタークリップ ＤＣ１３　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162530 支持金物 ダクタークリップ ＤＣ１５ 電線管支持　呼び径１５ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 ダクタークリップ ＤＣ１５　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162502 支持金物 ダクタークリップ ＤＣ１９ 電線管支持　呼び径Ｃ１９ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 ダクタークリップ ＤＣ１９　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162504
支持金物 ダクタークリップ ＤＣ２５ＤＣ２２ 電線管支持　呼び径Ｃ２５，Ｇ２２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電
工

ダクタークリップ ＤＣ２５ＤＣ２２　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162506
支持金物 ダクタークリップ ＤＣ３１ＤＣ２８ 電線管支持　呼び径Ｃ３１，Ｇ２８ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電
工

ダクタークリップ ＤＣ３１ＤＣ２８　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162508 支持金物 ダクタークリップ ＤＣ３９ 電線管支持　呼び径Ｃ３９ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 ダクタークリップ ＤＣ３９　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162510 支持金物 ダクタークリップ ＤＣ５１ 電線管支持　呼び径Ｃ５１ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 ダクタークリップ ＤＣ５１　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162512 支持金物 ダクタークリップ ＤＣ６３ 電線管支持　呼び径Ｃ６３ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 ダクタークリップ ＤＣ６３　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162514
支持金物 ダクタークリップ ＤＣ７５ＤＣ７０ 電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電
工

ダクタークリップ ＤＣ７５ＤＣ７０　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162516 支持金物 ダクタークリップ ＤＣ１６ 電線管支持　呼び径Ｇ１６ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 ダクタークリップ ＤＣ１６　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162518 支持金物 ダクタークリップ ＤＣ３６ 電線管支持　呼び径Ｇ３６ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 ダクタークリップ ＤＣ３６　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162520 支持金物 ダクタークリップ ＤＣ４２ 電線管支持　呼び径Ｇ４２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 ダクタークリップ ＤＣ４２　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162522 支持金物 ダクタークリップ ＤＣ５４ 電線管支持　呼び径Ｇ５４ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 ダクタークリップ ＤＣ５４　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162524 支持金物 ダクタークリップ ＤＣ８２ 電線管支持　呼び径Ｇ８２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 ダクタークリップ ＤＣ８２　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162526 支持金物 ダクタークリップ ＤＣ９２ 電線管支持　呼び径Ｇ９２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 ダクタークリップ ＤＣ９２　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162528 支持金物 ダクタークリップ ＤＣ１０４ 電線管支持　呼び径Ｇ１０４ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 ダクタークリップ ＤＣ１０４　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161044 支持金物 パイラッククリップ １９Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ１９ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 パイラッククリップ １９Ｃ　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161012 支持金物 パイラッククリップ ２５Ｃ２２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ２５，Ｇ２２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 パイラッククリップ ２５Ｃ２２Ｃ　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

1874 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

支持金物―ブランド品― 4101161014 支持金物 パイラッククリップ ３１Ｃ２８Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ３１，Ｇ２８ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 パイラッククリップ ３１Ｃ２８Ｃ　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161016 支持金物 パイラッククリップ ３９Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ３９ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 パイラッククリップ ３９Ｃ　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161018 支持金物 パイラッククリップ ５１Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ５１ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 パイラッククリップ ５１Ｃ　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161020 支持金物 パイラッククリップ ６３Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ６３ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 パイラッククリップ ６３Ｃ　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161022 支持金物 パイラッククリップ ７５Ｃ７０Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 パイラッククリップ ７５Ｃ７０Ｃ　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161024 支持金物 パイラッククリップ １６Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ１６ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 パイラッククリップ １６Ｃ　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161026 支持金物 パイラッククリップ ３６Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ３６ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 パイラッククリップ ３６Ｃ　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161028 支持金物 パイラッククリップ ４２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ４２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 パイラッククリップ ４２Ｃ　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161030 支持金物 パイラッククリップ ５４Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ５４ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 パイラッククリップ ５４Ｃ　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161032 支持金物 パイラッククリップ ８２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ８２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 パイラッククリップ ８２Ｃ　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161034 支持金物 パイラッククリップ ９２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ９２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 パイラッククリップ ９２Ｃ　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161036 支持金物 パイラッククリップ １０４Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ１０４ 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 パイラッククリップ １０４Ｃ　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101164602 支持金物 子桁用照明器具取付金具 ＲＦＬ２ １１０Ｗ用 溶融亜鉛めっき鋼板製 ネグロス電工 子桁用照明器具取付金具 ＲＦＬ２　溶亜鋼板 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161004 支持金物 パイラック ＰＨ１Ｓ 一般形鋼用　本体１Ｓ型　足幅１３．５ｍｍ 電気亜鉛めっき処理 ネグロス電工 パイラック ＰＨ１Ｓ　電亜処理 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161002 支持金物 パイラック ＰＨ１ 一般形鋼用　本体１型　足幅１７ｍｍ 電気亜鉛めっき処理 ネグロス電工 パイラック ＰＨ１　電亜処理 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161006 支持金物 パイラック ＰＨ１Ｗ 一般形鋼用　本体１Ｗ型　足幅２５ｍｍ 電気亜鉛めっき処理 ネグロス電工 パイラック ＰＨ１Ｗ　電亜処理 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161038 支持金物 パイラック ＰＨ２Ｗ 一般形鋼用　本体２Ｗ型　足幅３３ｍｍ 電気亜鉛めっき処理 ネグロス電工 パイラック ＰＨ２Ｗ　電亜処理 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161040 支持金物 パイラック ＰＨ３Ｗ 一般形鋼用　本体３Ｗ型　足幅４７ｍｍ 電気亜鉛めっき処理 ネグロス電工 パイラック ＰＨ３Ｗ　電亜処理 個 586 ○ ○ 4101 電線管
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支持金物―ブランド品― 4101161042 支持金物 パイラック ＰＨ７Ｗ 一般形鋼用　本体７Ｗ型　足幅７３ｍｍ 電気亜鉛めっき処理 ネグロス電工 パイラック ＰＨ７Ｗ　電亜処理 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161606
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ１０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグ
ロス電工

ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ１０　溶亜仕上 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161608
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ１５ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×１５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグ
ロス電工

ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ１５　溶亜仕上 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161610
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ２０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×２００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグ
ロス電工

ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ２０　溶亜仕上 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161612
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ２５ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×２５０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグ
ロス電工

ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ２５　溶亜仕上 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161614
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ３０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×３００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグ
ロス電工

ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ３０　溶亜仕上 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161616
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ４０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×４００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグ
ロス電工

ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ４０　溶亜仕上 本 586 ○ ○ 4101 電線管

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

ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１Ｓ５０　溶亜仕上 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161602
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×２，５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロ
ス電工

ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ１　溶亜仕上 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161604
支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ２ ４０ｍｍ×４５ｍｍ×２，５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロ
ス電工

ワールドダクターチャンネル Ｚ－Ｄ２　溶亜仕上 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162102 支持金物 ダクター吊り金具 Ｚ－ＤＨＵ－Ｗ３ Ｄ－１，２用　Ｗ３／８ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 ダクター吊り金具 Ｚ－ＤＨＵ－Ｗ３　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162106
支持金物 ダクター吊り金具 Ｚ－ＤＨ１ＳＮ－Ｗ３ Ｄ－１用　Ｗ３／８　中間支持端用 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロ
ス電工

ダクター吊り金具 Ｚ－ＤＨ１ＳＮ－Ｗ３　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162110
支持金物 ダクター吊り金具 Ｚ－ＤＨ２ＳＮ－Ｗ３ Ｄ－２用　Ｗ３／８　中間支持端用 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロ
ス電工

ダクター吊り金具 Ｚ－ＤＨ２ＳＮ－Ｗ３　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162632 支持金物 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ１３ 電線管支持　呼び径１３ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ１３　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162630 支持金物 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ１５ 電線管支持　呼び径１５ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ１５　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162602 支持金物 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ１９ 電線管支持　呼び径Ｃ１９ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ１９　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162604
支持金物 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ２５ＤＣ２２ 電線管支持　呼び径Ｃ２５，Ｇ２２ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロ
ス電工

ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ２５ＤＣ２２　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162606
支持金物 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ３１ＤＣ２８ 電線管支持　呼び径Ｃ３１，Ｇ２８ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロ
ス電工

ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ３１ＤＣ２８　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管
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支持金物―ブランド品― 4101162608 支持金物 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ３９ 電線管支持　呼び径Ｃ３９ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ３９　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162610 支持金物 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ５１ 電線管支持　呼び径Ｃ５１ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ５１　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162612 支持金物 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ６３ 電線管支持　呼び径Ｃ６３ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ６３　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162614
支持金物 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ７５ＤＣ７０ 電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロ
ス電工

ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ７５ＤＣ７０　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162616 支持金物 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ１６ 電線管支持　呼び径Ｇ１６ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ１６　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162618 支持金物 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ３６ 電線管支持　呼び径Ｇ３６ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ３６　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162620 支持金物 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ４２ 電線管支持　呼び径Ｇ４２ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ４２　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162622 支持金物 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ５４ 電線管支持　呼び径Ｇ５４ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ５４　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162624 支持金物 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ８２ 電線管支持　呼び径Ｇ８２ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ８２　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162626 支持金物 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ９２ 電線管支持　呼び径Ｇ９２ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ９２　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162628 支持金物 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ１０４ 電線管支持　呼び径Ｇ１０４ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 ダクタークリップ Ｚ－ＤＣ１０４　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161144 支持金物 パイラッククリップ Ｚ－１９Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ１９ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラッククリップ Ｚ－１９Ｃ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161112
支持金物 パイラッククリップ Ｚ－２５Ｃ２２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ２５，Ｇ２２ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス
電工

パイラッククリップ Ｚ－２５Ｃ２２Ｃ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161114
支持金物 パイラッククリップ Ｚ－３１Ｃ２８Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ３１，Ｇ２８ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス
電工

パイラッククリップ Ｚ－３１Ｃ２８Ｃ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161116 支持金物 パイラッククリップ Ｚ－３９Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ３９ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラッククリップ Ｚ－３９Ｃ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161118 支持金物 パイラッククリップ Ｚ－５１Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ５１ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラッククリップ Ｚ－５１Ｃ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161120 支持金物 パイラッククリップ Ｚ－６３Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ６３ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラッククリップ Ｚ－６３Ｃ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161122
支持金物 パイラッククリップ Ｚ－７５Ｃ７０Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス
電工

パイラッククリップ Ｚ－７５Ｃ７０Ｃ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管
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支持金物―ブランド品― 4101161124 支持金物 パイラッククリップ Ｚ－１６Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ１６ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラッククリップ Ｚ－１６Ｃ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161126 支持金物 パイラッククリップ Ｚ－３６Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ３６ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラッククリップ Ｚ－３６Ｃ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161128 支持金物 パイラッククリップ Ｚ－４２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ４２ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラッククリップ Ｚ－４２Ｃ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161130 支持金物 パイラッククリップ Ｚ－５４Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ５４ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラッククリップ Ｚ－５４Ｃ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161132 支持金物 パイラッククリップ Ｚ－８２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ８２ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラッククリップ Ｚ－８２Ｃ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161134 支持金物 パイラッククリップ Ｚ－９２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ９２ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラッククリップ Ｚ－９２Ｃ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161136 支持金物 パイラッククリップ Ｚ－１０４Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ１０４ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラッククリップ Ｚ－１０４Ｃ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101164702 支持金物 子桁用照明器具取付金具 Ｚ－ＲＦＬ２ １１０Ｗ用 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 子桁用照明器具取付金具 Ｚ－ＲＦＬ２　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161104 支持金物 パイラック Ｚ－ＰＨ１Ｓ 一般形鋼用　本体１Ｓ型　足幅１３．５ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラック Ｚ－ＰＨ１Ｓ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161102 支持金物 パイラック Ｚ－ＰＨ１ 一般形鋼用　本体１型　足幅１７ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラック Ｚ－ＰＨ１　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161106 支持金物 パイラック Ｚ－ＰＨ１Ｗ 一般形鋼用　本体１Ｗ型　足幅２５ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラック Ｚ－ＰＨ１Ｗ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161138 支持金物 パイラック Ｚ－ＰＨ２Ｗ 一般形鋼用　本体２Ｗ型　足幅３３ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラック Ｚ－ＰＨ２Ｗ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161140 支持金物 パイラック Ｚ－ＰＨ３Ｗ 一般形鋼用　本体３Ｗ型　足幅４７ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラック Ｚ－ＰＨ３Ｗ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161142 支持金物 パイラック Ｚ－ＰＨ７Ｗ 一般形鋼用　本体７Ｗ型　足幅７３ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電工 パイラック Ｚ－ＰＨ７Ｗ　溶亜仕上 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168202 支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ１０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×１００ｍｍ ステンレス鋼 ネグロス電工 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ１０　ステンレス 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168204 支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ１５ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×１５０ｍｍ ステンレス鋼 ネグロス電工 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ１５　ステンレス 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168206 支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ２０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×２００ｍｍ ステンレス鋼 ネグロス電工 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ２０　ステンレス 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168208 支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ２５ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×２５０ｍｍ ステンレス鋼 ネグロス電工 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ２５　ステンレス 本 586 ○ ○ 4101 電線管
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支持金物―ブランド品― 4101168210 支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ３０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×３００ｍｍ ステンレス鋼 ネグロス電工 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ３０　ステンレス 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168212 支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ４０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×４００ｍｍ ステンレス鋼 ネグロス電工 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ４０　ステンレス 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168214 支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ５０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×５００ｍｍ ステンレス鋼 ネグロス電工 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１Ｓ５０　ステンレス 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168216 支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×２，５００ｍｍ ステンレス鋼 ネグロス電工 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ１　ステンレス 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168218 支持金物 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ２ ４０ｍｍ×４５ｍｍ×２，５００ｍｍ ステンレス鋼 ネグロス電工 ワールドダクターチャンネル Ｓ－Ｄ２　ステンレス 本 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168402 支持金物 ダクター吊り金具 Ｓ－ＤＨＵ－Ｗ３ Ｄ－１，２用　Ｗ３／８ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクター吊り金具 Ｓ－ＤＨＵ－Ｗ３　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168404 支持金物 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ１３ 電線管支持　呼び径１３ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ１３　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168406 支持金物 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ１５ 電線管支持　呼び径１５ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ１５　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168408 支持金物 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ１９ 電線管支持　呼び径Ｃ１９ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ１９　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168410 支持金物 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ２５ＤＣ２２ 電線管支持　呼び径Ｃ２５，Ｇ２２ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ２５ＤＣ２２ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168412 支持金物 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ３１ＤＣ２８ 電線管支持　呼び径Ｃ３１，Ｇ２８ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ３１ＤＣ２８ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168414 支持金物 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ３９ 電線管支持　呼び径Ｃ３９ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ３９　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168416 支持金物 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ５１ 電線管支持　呼び径Ｃ５１ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ５１　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168418 支持金物 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ６３ 電線管支持　呼び径Ｃ６３ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ６３　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168420 支持金物 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ７５ＤＣ７０ 電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ７５ＤＣ７０ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168422 支持金物 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ１６ 電線管支持　呼び径Ｇ１６ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ１６　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168424 支持金物 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ３６ 電線管支持　呼び径Ｇ３６ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ３６　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168426 支持金物 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ４２ 電線管支持　呼び径Ｇ４２ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ４２　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管
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支持金物―ブランド品― 4101168428 支持金物 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ５４ 電線管支持　呼び径Ｇ５４ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ５４　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168430 支持金物 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ８２ 電線管支持　呼び径Ｇ８２ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ８２　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168432 支持金物 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ９２ 電線管支持　呼び径Ｇ９２ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ９２　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168434 支持金物 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ１０４ 電線管支持　呼び径Ｇ１０４ ステンレス鋼 ネグロス電工 ダクタークリップ Ｓ－ＤＣ１０４　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168436 支持金物 パイラッククリップ Ｓ－１９Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ１９ ステンレス鋼 ネグロス電工 パイラッククリップ Ｓ－１９Ｃ　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168438 支持金物 パイラッククリップ Ｓ－２５Ｃ２２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ２５，Ｇ２２ ステンレス鋼 ネグロス電工 パイラッククリップ Ｓ－２５Ｃ２２Ｃ　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168440 支持金物 パイラッククリップ Ｓ－３１Ｃ２８Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ３１，Ｇ２８ ステンレス鋼 ネグロス電工 パイラッククリップ Ｓ－３１Ｃ２８Ｃ　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168442 支持金物 パイラッククリップ Ｓ－３９Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ３９ ステンレス鋼 ネグロス電工 パイラッククリップ Ｓ－３９Ｃ　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168444 支持金物 パイラッククリップ Ｓ－５１Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ５１ ステンレス鋼 ネグロス電工 パイラッククリップ Ｓ－５１Ｃ　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168446 支持金物 パイラッククリップ Ｓ－６３Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ６３ ステンレス鋼 ネグロス電工 パイラッククリップ Ｓ－６３Ｃ　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168448 支持金物 パイラッククリップ Ｓ－７５Ｃ７０Ｃ 電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０ ステンレス鋼 ネグロス電工 パイラッククリップ Ｓ－７５Ｃ７０Ｃ　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168450 支持金物 パイラッククリップ Ｓ－１６Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ１６ ステンレス鋼 ネグロス電工 パイラッククリップ Ｓ－１６Ｃ　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168452 支持金物 パイラッククリップ Ｓ－３６Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ３６ ステンレス鋼 ネグロス電工 パイラッククリップ Ｓ－３６Ｃ　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168454 支持金物 パイラッククリップ Ｓ－４２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ４２ ステンレス鋼 ネグロス電工 パイラッククリップ Ｓ－４２Ｃ　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168456 支持金物 パイラッククリップ Ｓ－５４Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ５４ ステンレス鋼 ネグロス電工 パイラッククリップ Ｓ－５４Ｃ　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168458 支持金物 パイラッククリップ Ｓ－８２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ８２ ステンレス鋼 ネグロス電工 パイラッククリップ Ｓ－８２Ｃ　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168460 支持金物 パイラッククリップ Ｓ－９２Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ９２ ステンレス鋼 ネグロス電工 パイラッククリップ Ｓ－９２Ｃ　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168462 支持金物 パイラッククリップ Ｓ－１０４Ｃ 電線管支持　呼び径Ｇ１０４ ステンレス鋼 ネグロス電工 パイラッククリップ Ｓ－１０４Ｃ　ステンレス 個 586 ○ ○ 4101 電線管
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支持金物―ブランド品― 4101161402
支持金物 ウィングリップ（道路トンネル用ケーブラー支持架台） Ｓ－ＣＴＫ１Ｓ１０ ステンレス鋼仕様　ケーブル１
本用 ネグロス電工

ウィングリップ Ｓ－ＣＴＫ１Ｓ１０　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161404
支持金物 ウィングリップ（道路トンネル用ケーブラー支持架台） Ｓ－ＣＴＫ２Ｓ１５ ステンレス鋼仕様　ケーブル２
本用 ネグロス電工

ウィングリップ Ｓ－ＣＴＫ２Ｓ１５　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161406
支持金物 ウィングリップ（道路トンネル用ケーブラー支持架台） Ｓ－ＣＴＫ４Ｓ２５ ステンレス鋼仕様　ケーブル
３，４本兼用 ネグロス電工

ウィングリップ Ｓ－ＣＴＫ４Ｓ２５　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161408
支持金物 ウィングリップ（道路トンネル用ケーブラー支持架台） Ｓ－ＣＴＫ６Ｓ３５ ステンレス鋼仕様　ケーブル
５，６本兼用 ネグロス電工

ウィングリップ Ｓ－ＣＴＫ６Ｓ３５　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161420
支持金物 新ウィングリップ（ケーブル支持架台　アンカー付き） Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ ステンレス鋼仕様　ケーブル１本
用 ネグロス電工

新ウィングリップ Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161422
支持金物 新ウィングリップ（ケーブル支持架台　アンカー付き） Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ ステンレス鋼仕様　ケーブル２本
用 ネグロス電工

新ウィングリップ Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161424
支持金物 新ウィングリップ（ケーブル支持架台　アンカー付き） Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ ステンレス鋼仕様　ケーブル３，
４本兼用 ネグロス電工

新ウィングリップ Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161426
支持金物 新ウィングリップ（ケーブル支持架台　アンカー付き） Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ ステンレス鋼仕様　ケーブル５，
６本兼用 ネグロス電工

新ウィングリップ Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161442
支持金物 新ウィングリップ（ケーブル支持架台　アンカー付き　二重落下防止対策品） Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ２ ステンレ
ス鋼仕様　ケーブル１本用 ネグロス電工

新ウィングリップ Ｓ－ＣＴＫ１ＳＮ２　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161444
支持金物 新ウィングリップ（ケーブル支持架台　アンカー付き　二重落下防止対策品） Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ２ ステンレ
ス鋼仕様　ケーブル２本用 ネグロス電工

新ウィングリップ Ｓ－ＣＴＫ２ＳＮ２　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161446
支持金物 新ウィングリップ（ケーブル支持架台　アンカー付き　二重落下防止対策品） Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ２ ステンレ
ス鋼仕様　ケーブル３，４本兼用 ネグロス電工

新ウィングリップ Ｓ－ＣＴＫ４ＳＮ２　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161448
支持金物 新ウィングリップ（ケーブル支持架台　アンカー付き　二重落下防止対策品） Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ２ ステンレ
ス鋼仕様　ケーブル５，６本兼用 ネグロス電工

新ウィングリップ Ｓ－ＣＴＫ６ＳＮ２　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161428
支持金物 新ウィングリップ（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ１５－１ＡＮ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ１０～
１５ ネグロス電工

新ウィングリップ Ｓ－Ｋ１５－１ＡＮ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161430
支持金物 新ウィングリップ（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ２０－１ＡＮ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ１５～
２０ ネグロス電工

新ウィングリップ Ｓ－Ｋ２０－１ＡＮ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161432
支持金物 新ウィングリップ（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ２５－１ＡＮ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ２０～
２５ ネグロス電工

新ウィングリップ Ｓ－Ｋ２５－１ＡＮ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161434
支持金物 新ウィングリップ（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ３０－１ＡＮ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ２５～
３０ ネグロス電工

新ウィングリップ Ｓ－Ｋ３０－１ＡＮ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161436
支持金物 新ウィングリップ（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ３５－１ＡＮ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ３０～
３５ ネグロス電工

新ウィングリップ Ｓ－Ｋ３５－１ＡＮ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161438
支持金物 新ウィングリップ（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ４０－１ＡＮ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ３５～
４０ ネグロス電工

新ウィングリップ Ｓ－Ｋ４０－１ＡＮ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管
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支持金物―ブランド品― 4101161440
支持金物 新ウィングリップ（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ４５－１ＡＮ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ４０～
４５ ネグロス電工

新ウィングリップ Ｓ－Ｋ４５－１ＡＮ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101166002 支持金物 ＦＶラック ＬＦ１ 一般形鋼用ＶＶＦケーブル支持　１回線 ネグロス電工 ＦＶラック ＬＦ１　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101166004 支持金物 ＦＶラック ＬＦ２ 一般形鋼用ＶＶＦケーブル支持　２～３回線 ネグロス電工 ＦＶラック ＬＦ２　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101166006 支持金物 ＦＶラック ＬＲ１，２ 一般形鋼用丸型ケーブル支持　１回線 ネグロス電工 ＦＶラック ＬＲ１　２　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101166008 支持金物 ＦＶラック ＫＦ１ 軽量形鋼用ＶＶＦケーブル支持　１回線 ネグロス電工 ＦＶラック ＫＦ１　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101166010 支持金物 ＦＶラック ＫＳ１Ｒ，２Ｒ 軽量形鋼用丸型ケーブル支持　１回線 ネグロス電工 ＦＶラック ＫＳ１Ｒ　２Ｒ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161410
支持金物 ケーブラー（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ１５－１Ａ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ１０～１５ ネ
グロス電工

ケーブラー（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ１５－１Ａ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161412
支持金物 ケーブラー（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ２０－１Ａ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ１５～２０ ネ
グロス電工

ケーブラー（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ２０－１Ａ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161414
支持金物 ケーブラー（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ２５－１Ａ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ２０～２５ ネ
グロス電工

ケーブラー（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ２５－１Ａ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161416
支持金物 ケーブラー（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ３０－１Ａ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ２５～３０ ネ
グロス電工

ケーブラー（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ３０－１Ａ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161418
支持金物 ケーブラー（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ３５－１Ａ ステンレス鋼仕様　適合ケーブル外径φ３０～３５ ネ
グロス電工

ケーブラー（ケーブル支持金具） Ｓ－Ｋ３５－１Ａ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165514 支持金物 二重天井用ネグロック ＰＬ１９－Ｗ３，Ｋ１９ 吊りボルト・丸鋼用　電線管支持　Ｃ１９ ネグロス電工 二重天井用ネグロック ＰＬ１９－Ｗ３　Ｋ１９ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165516 支持金物 二重天井用ネグロック ＰＬ２５－Ｗ３，Ｋ２５ 吊りボルト・丸鋼用　電線管支持　Ｃ２５ ネグロス電工 二重天井用ネグロック ＰＬ２５－Ｗ３　Ｋ２５ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165518 支持金物 二重天井用ネグロック ＰＬ３１－Ｗ３，Ｋ３１ 吊りボルト・丸鋼用　電線管支持　Ｃ３１ ネグロス電工 二重天井用ネグロック ＰＬ３１－Ｗ３　Ｋ３１ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165002 支持金物 二重天井用ネグロック Ｕ１９ 軽溝形鋼用　電線管支持　Ｃ１９ ネグロス電工 二重天井用ネグロック Ｕ１９　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165004 支持金物 二重天井用ネグロック Ｕ２５ 軽溝形鋼用　電線管支持　Ｃ２５ ネグロス電工 二重天井用ネグロック Ｕ２５　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165006 支持金物 二重天井用ネグロック Ｕ３１ 軽溝形鋼用　電線管支持　Ｃ３１ ネグロス電工 二重天井用ネグロック Ｕ３１　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165508 支持金物 二重天井用ネグロック Ｔ３８Ｈ６－９０ 軽溝形鋼用　蛍光灯器具用　Ｍ６×９０ ネグロス電工 二重天井用ネグロック Ｔ３８Ｈ６－９０　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管
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支持金物―ブランド品― 4101165510 支持金物 二重天井用ネグロック Ｔ３８Ｈ６－１２０ 軽溝形鋼用　蛍光灯器具用　Ｍ６×１２０ ネグロス電工 二重天井用ネグロック Ｔ３８Ｈ６－１２０　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165512 支持金物 二重天井用ネグロック Ｔ３８Ｈ９－１１０ 軽溝形鋼用　蛍光灯器具用　Ｗ３／８×１１０ ネグロス電工 二重天井用ネグロック Ｔ３８Ｈ９－１１０　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165506 支持金物 二重天井用ネグロック ＨＲ６Ｈ 軽溝形鋼用　蛍光灯器具用　Ｍ６×１８０ ネグロス電工 二重天井用ネグロック ＨＲ６Ｈ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165504 支持金物 二重天井用ネグロック ＨＲ９Ｈ 軽溝形鋼用　蛍光灯器具用　Ｗ３／８×１８０ ネグロス電工 二重天井用ネグロック ＨＲ９Ｈ　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165208 支持金物 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲ２ＬＮ－Ｗ３ 吊りボルト振れ止め金具（直角用） ネグロス電工 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲ２ＬＮ－Ｗ３　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165210 支持金物 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲ２ＬＮ－Ｗ４ 吊りボルト振れ止め金具（直角用） ネグロス電工 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲ２ＬＮ－Ｗ４　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165206 支持金物 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲＸ１－Ｗ３ 全ねじ交差金具 ネグロス電工 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲＸ１－Ｗ３　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165212 支持金物 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲＸ１－Ｗ４ 全ねじ交差金具 ネグロス電工 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲＸ１－Ｗ４　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165214 支持金物 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲＸ２－Ｗ３ 全ねじ交差金具 ネグロス電工 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲＸ２－Ｗ３　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165216 支持金物 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲＸ２－Ｗ４ 全ねじ交差金具 ネグロス電工 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲＸ２－Ｗ４　ネグロス 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165220 支持金物 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲＰ２－Ｗ３ キット品 ネグロス電工 振れ止め金具ガッチリロック ＤＹＲＰ２－Ｗ３　ネグロス 組 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161702
支持金物 Ｅハンガー ＤＬＥ０３０ ３０型　４０ｍｍ×３０ｍｍ×２，５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニッ
ク

Ｅハンガー ＤＬＥ０３０　溶亜鋼板 本 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161704
支持金物 Ｅハンガー ＤＬＥ０４５ ４５型　４０ｍｍ×４５ｍｍ×２，５００ｍｍ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニッ
ク

Ｅハンガー ＤＬＥ０４５　溶亜鋼板 本 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162202 支持金物 Ｅハンガー吊り金具 ＤＬＥＵ３ Ｗ３／８ 電気亜鉛めっき処理 パナソニック Ｅハンガー吊り金具 ＤＬＥＵ３　電亜処理 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162204 支持金物 Ｅハンガー吊り金具 ＤＬＥ３０Ｂ３ ３０型用　Ｗ３／８　中間支持端用 電気亜鉛めっき処理 パナソニック Ｅハンガー吊り金具 ＤＬＥ３０Ｂ３　電亜処理 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162206 支持金物 Ｅハンガー吊り金具 ＤＬＥ４５Ｂ３ ４５型用　Ｗ３／８　中間支持端用 電気亜鉛めっき処理 パナソニック Ｅハンガー吊り金具 ＤＬＥ４５Ｂ３　電亜処理 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162702 支持金物 Ｅハンガークリップ ＤＬＥ１３，１５ 電線管支持　呼び径１３，１５ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック Ｅハンガークリップ ＤＬＥ１３・１５　溶亜鋼板 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162704 支持金物 Ｅハンガークリップ ＤＬＥ１９ 電線管支持　呼び径Ｃ１９ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック Ｅハンガークリップ ＤＬＥ１９　溶亜鋼板 個 587 ○ ○ 4101 電線管

1883 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

支持金物―ブランド品― 4101162706 支持金物 Ｅハンガークリップ ＤＬＥ２５ 電線管支持　呼び径Ｃ２５，Ｇ２２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック Ｅハンガークリップ ＤＬＥ２５　溶亜鋼板 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162708 支持金物 Ｅハンガークリップ ＤＬＥ３１ 電線管支持　呼び径Ｃ３１，Ｇ２８ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック Ｅハンガークリップ ＤＬＥ３１　溶亜鋼板 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162710 支持金物 Ｅハンガークリップ ＤＬＥ３９ 電線管支持　呼び径Ｃ３９ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック Ｅハンガークリップ ＤＬＥ３９　溶亜鋼板 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162712 支持金物 Ｅハンガークリップ ＤＬＥ５１ 電線管支持　呼び径Ｃ５１ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック Ｅハンガークリップ ＤＬＥ５１　溶亜鋼板 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162714 支持金物 Ｅハンガークリップ ＤＬＥ６３ 電線管支持　呼び径Ｃ６３ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック Ｅハンガークリップ ＤＬＥ６３　溶亜鋼板 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162716 支持金物 Ｅハンガークリップ ＤＬＥ７５ 電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック Ｅハンガークリップ ＤＬＥ７５　溶亜鋼板 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162718 支持金物 Ｅハンガークリップ ＤＬＥ１６ 電線管支持　呼び径Ｇ１６ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック Ｅハンガークリップ ＤＬＥ１６　溶亜鋼板 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162720 支持金物 Ｅハンガークリップ ＤＬＥ３６ 電線管支持　呼び径Ｇ３６ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック Ｅハンガークリップ ＤＬＥ３６　溶亜鋼板 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162722 支持金物 Ｅハンガークリップ ＤＬＥ４２ 電線管支持　呼び径Ｇ４２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック Ｅハンガークリップ ＤＬＥ４２　溶亜鋼板 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162724 支持金物 Ｅハンガークリップ ＤＬＥ５４ 電線管支持　呼び径Ｇ５４ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック Ｅハンガークリップ ＤＬＥ５４　溶亜鋼板 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162726 支持金物 Ｅハンガークリップ ＤＬＥ８２ 電線管支持　呼び径Ｇ８２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック Ｅハンガークリップ ＤＬＥ８２　溶亜鋼板 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162728 支持金物 Ｅハンガークリップ ＤＬＥ９２ 電線管支持　呼び径Ｇ９２ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック Ｅハンガークリップ ＤＬＥ９２　溶亜鋼板 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162730 支持金物 Ｅハンガークリップ ＤＬＥ１０４ 電線管支持　呼び径Ｇ１０４ 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック Ｅハンガークリップ ＤＬＥ１０４　溶亜鋼板 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165608 支持金物 二重天井用金具 ＤＢ４４６Ａ 吊り金具　蛍光灯器具用　Ｍ６×９０ パナソニック 二重天井用金具 ＤＢ４４６Ａ　パナソニック 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165610 支持金物 二重天井用金具 ＤＢ４４６Ｂ 吊り金具　蛍光灯器具用　Ｍ６×１２０ パナソニック 二重天井用金具 ＤＢ４４６Ｂ　パナソニック 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101165612 支持金物 二重天井用金具 ＤＢ４４６Ｃ 吊り金具　蛍光灯器具用　Ｗ３／８×１１０ パナソニック 二重天井用金具 ＤＢ４４６Ｃ　パナソニック 個 587 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161902 支持金物 パイプハンガー Ｐ－２５ ４０ｍｍ×２５ｍｍ×２，０００ｍｍ 南電機 パイプハンガー Ｐ－２５　南電機 本 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101161904 支持金物 パイプハンガー Ｐ－４０ ４０ｍｍ×４０ｍｍ×２，０００ｍｍ 南電機 パイプハンガー Ｐ－４０　南電機 本 588 ○ ○ 4101 電線管
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支持金物―ブランド品― 4101162302 支持金物 ハンガー吊り金具 ＰＳＴ－Ｗ３／８ Ｗ３／８ 南電機 ハンガー吊り金具 ＰＳＴ－Ｗ３／８　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162304 支持金物 ハンガー吊り金具 ＰＳ－２５Ｗ Ｐ－２５用　Ｗ３／８　中間支持端用 南電機 ハンガー吊り金具 ＰＳ－２５Ｗ　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162306 支持金物 ハンガー吊り金具 ＰＳ－４０Ｗ Ｐ－４０用　Ｗ３／８　中間支持端用 南電機 ハンガー吊り金具 ＰＳ－４０Ｗ　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162902 支持金物 ハンガーサドル ＰＣ－１５ 電線管支持　呼び径１５ 南電機 ハンガーサドル ＰＣ－１５　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162904 支持金物 ハンガーサドル ＰＣ－１９ 電線管支持　呼び径Ｃ１９ 南電機 ハンガーサドル ＰＣ－１９　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162906 支持金物 ハンガーサドル ＰＣ－２５，ＰＧ－２２ 電線管支持　呼び径Ｃ２５，Ｇ２２ 南電機 ハンガーサドル ＰＣ－２５・ＰＧ－２２　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162908 支持金物 ハンガーサドル ＰＣ－３１，ＰＧ－２８ 電線管支持　呼び径Ｃ３１，Ｇ２８ 南電機 ハンガーサドル ＰＣ－３１・ＰＧ－２８　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162910 支持金物 ハンガーサドル ＰＣ－３９ 電線管支持　呼び径Ｃ３９ 南電機 ハンガーサドル ＰＣ－３９　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162912 支持金物 ハンガーサドル ＰＣ－５１ 電線管支持　呼び径Ｃ５１ 南電機 ハンガーサドル ＰＣ－５１　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162914 支持金物 ハンガーサドル ＰＣ－６３ 電線管支持　呼び径Ｃ６３ 南電機 ハンガーサドル ＰＣ－６３　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162916 支持金物 ハンガーサドル ＰＣ－７５，ＰＧ－７０ 電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０ 南電機 ハンガーサドル ＰＣ－７５・ＰＧ－７０　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162918 支持金物 ハンガーサドル ＰＧ－１６ 電線管支持　呼び径Ｇ１６ 南電機 ハンガーサドル ＰＧ－１６　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162920 支持金物 ハンガーサドル ＰＧ－３６ 電線管支持　呼び径Ｇ３６ 南電機 ハンガーサドル ＰＧ－３６　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162922 支持金物 ハンガーサドル ＰＧ－４２ 電線管支持　呼び径Ｇ４２ 南電機 ハンガーサドル ＰＧ－４２　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162924 支持金物 ハンガーサドル ＰＧ－５４ 電線管支持　呼び径Ｇ５４ 南電機 ハンガーサドル ＰＧ－５４　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162926 支持金物 ハンガーサドル ＰＧ－８２ 電線管支持　呼び径Ｇ８２ 南電機 ハンガーサドル ＰＧ－８２　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162928 支持金物 ハンガーサドル ＰＧ－９２ 電線管支持　呼び径Ｇ９２ 南電機 ハンガーサドル ＰＧ－９２　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101162930 支持金物 ハンガーサドル ＰＧ－１０４ 電線管支持　呼び径Ｇ１０４ 南電機 ハンガーサドル ＰＧ－１０４　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管
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支持金物―ブランド品― 4101164010 支持金物 二重天井用Ｔラック Ｔ－１９ 吊りボルト・鉄筋用　電線管支持　Ｃ１９（ワンタッチ） 南電機 二重天井用Ｔラック Ｔ－１９　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101164004 支持金物 二重天井用Ｔラック Ｔ－２５ 吊りボルト・鉄筋用　電線管支持　Ｃ２５（ワンタッチ） 南電機 二重天井用Ｔラック Ｔ－２５　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101164006 支持金物 二重天井用Ｔラック Ｔ－３１ 吊りボルト・鉄筋用　電線管支持　Ｃ３１（ワンタッチ） 南電機 二重天井用Ｔラック Ｔ－３１　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101164008 支持金物 二重天井用Ｔラック Ｔ－３９ 吊りボルト・鉄筋用　電線管支持　Ｃ３９（ワンタッチ） 南電機 二重天井用Ｔラック Ｔ－３９　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101164012 支持金物 二重天井用Ｔラック ＴＰ－１９－３ 吊りボルト・鉄筋用　電線管支持　Ｃ１９（ネジ式） 南電機 二重天井用Ｔラック ＴＰ－１９－３　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101164014 支持金物 二重天井用Ｔラック ＴＰ－２５－３ 吊りボルト・鉄筋用　電線管支持　Ｃ２５（ネジ式） 南電機 二重天井用Ｔラック ＴＰ－２５－３　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101164016 支持金物 二重天井用Ｔラック ＴＰ－３１－３ 吊りボルト・鉄筋用　電線管支持　Ｃ３１（ネジ式） 南電機 二重天井用Ｔラック ＴＰ－３１－３　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101163004 支持金物 Ｕラック Ｕ－１Ｓ型 一般形鋼用　１Ｓ型　足幅１４ｍｍ 南電機 Ｕラック Ｕ－１Ｓ型　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101163002 支持金物 Ｕラック Ｕ－１型 一般形鋼用　１型　足幅１６ｍｍ 南電機 Ｕラック Ｕ－１型　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101163006 支持金物 Ｕラック Ｕ－２型 一般形鋼用　２型　足幅２２ｍｍ 南電機 Ｕラック Ｕ－２型　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101163008 支持金物 Ｕラック Ｕ－３型 一般形鋼用　３型　足幅２９ｍｍ 南電機 Ｕラック Ｕ－３型　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101163010 支持金物 Ｕラック Ｕ－４型 一般形鋼用　４型　足幅５０ｍｍ 南電機 Ｕラック Ｕ－４型　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167014 支持金物 Ｃラック Ｃ－１０Ｌ 電気亜鉛めっき 南電機 Ｃラック Ｃ－１０Ｌ　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167016 支持金物 Ｃラック Ｃ－１０ＬＤ 溶融亜鉛めっき 南電機 Ｃラック Ｃ－１０ＬＤ　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167018 支持金物 Ｃラック Ｃ－１０Ｌ－ＳＵ ステンレス 南電機 Ｃラック Ｃ－１０Ｌ－ＳＵ　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101163514 支持金物 ＵＣクリップ ＵＣ－１９，ＵＣ－１６ 電線管支持　呼び径Ｃ１９，Ｇ１６ 南電機 ＵＣクリップ ＵＣ－１９　ＵＣ－１６　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101163516 支持金物 ＵＣクリップ ＵＣ－２５，ＵＣ－２２ 電線管支持　呼び径Ｃ２５，Ｇ２２ 南電機 ＵＣクリップ ＵＣ－２５　ＵＣ－２２　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101163518 支持金物 ＵＣクリップ ＵＣ－３１，ＵＣ－２８ 電線管支持　呼び径Ｃ３１，Ｇ２８ 南電機 ＵＣクリップ ＵＣ－３１　ＵＣ－２８　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管
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支持金物―ブランド品― 4101163520 支持金物 ＵＣクリップ ＵＣ－３９ 電線管支持　呼び径Ｃ３９ 南電機 ＵＣクリップ ＵＣ－３９　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101163522 支持金物 ＵＣクリップ ＵＣ－５１ 電線管支持　呼び径Ｃ５１ 南電機 ＵＣクリップ ＵＣ－５１　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101163524 支持金物 ＵＣクリップ ＵＣ－６３，ＵＣ－５４ 電線管支持　呼び径Ｃ６３，Ｇ５４ 南電機 ＵＣクリップ ＵＣ－６３　ＵＣ－５４　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101163526 支持金物 ＵＣクリップ ＵＣ－７５，ＵＣ－７０ 電線管支持　呼び径Ｃ７５，Ｇ７０ 南電機 ＵＣクリップ ＵＣ－７５　ＵＣ－７０　南電機 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167502 支持金物 クランプベース（トンネル用） ＫＢ－ＭＡ ボルト・アンカー付き タチバナ クランプベース ＫＢ－ＭＡ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167504 支持金物 クランプベース（トンネル用） ＫＢ－ＬＡ ボルト・アンカー付き タチバナ クランプベース ＫＢ－ＬＡ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167506 支持金物 クランプベース（トンネル用） ＫＢ－３００Ａ ボルト・アンカー付き タチバナ クランプベース ＫＢ－３００Ａ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167508 支持金物 クランプベース（トンネル用） ＫＢ－４００Ａ ボルト・アンカー付き タチバナ クランプベース ＫＢ－４００Ａ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167510 支持金物 クランプベース（トンネル用） ＫＢ－５００Ａ ボルト・アンカー付き タチバナ クランプベース ＫＢ－５００Ａ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167512 支持金物 クランプベース（トンネル用） ＫＢＳ－ＭＡ ボルト・アンカー付き　ＳＵＳ製 タチバナ クランプベース　ＳＵＳ製 ＫＢＳ－ＭＡ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167514 支持金物 クランプベース（トンネル用） ＫＢＳ－ＬＡ ボルト・アンカー付き　ＳＵＳ製 タチバナ クランプベース　ＳＵＳ製 ＫＢＳ－ＬＡ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167516 支持金物 クランプベース（トンネル用） ＫＢＳ－３００Ａ ボルト・アンカー付き　ＳＵＳ製 タチバナ クランプベース　ＳＵＳ製 ＫＢＳ－３００Ａ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167518 支持金物 クランプベース（トンネル用） ＫＢＳ－４００Ａ ボルト・アンカー付き　ＳＵＳ製 タチバナ クランプベース　ＳＵＳ製 ＫＢＳ－４００Ａ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167520 支持金物 クランプベース（トンネル用） ＫＢＳ－５００Ａ ボルト・アンカー付き　ＳＵＳ製 タチバナ クランプベース　ＳＵＳ製 ＫＢＳ－５００Ａ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168002
支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶ－８，１１ 適合径８．６～１０，１０．１～１２ｍｍ　保護カバー
付き タチバナ

ケーブルクランプ ＫＣＶ－８・１１　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168004 支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶ－１５ 適合径１４．１～１５ｍｍ　保護カバー付き タチバナ ケーブルクランプ ＫＣＶ－１５　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168005
支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶ－１８，２０ 適合径１６．１～１７．５，１７．６～１９．５ｍｍ
保護カバー付き タチバナ

ケーブルクランプ ＫＣＶ－１８・２０　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168006 支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶ－２２ 適合径１９．６～２１．５ｍｍ　保護カバー付き タチバナ ケーブルクランプ ＫＣＶ－２２　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管
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支持金物―ブランド品― 4101168008 支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶ－２６ 適合径２４．６～２６ｍｍ　保護カバー付き タチバナ ケーブルクランプ ＫＣＶ－２６　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168010 支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶ－３３ 適合径３１．４～３２．８ｍｍ　保護カバー付き タチバナ ケーブルクランプ ＫＣＶ－３３　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168012 支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶ－３８ 適合径３６．２～３７．６ｍｍ　保護カバー付き タチバナ ケーブルクランプ ＫＣＶ－３８　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168014 支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶ－４２ 適合径４０～４１．４ｍｍ　保護カバー付き タチバナ ケーブルクランプ ＫＣＶ－４２　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168020
支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶＳ－８，８Ａ 適合径６．８～１０ｍｍ　ＳＵＳ製　保護カバー付き
タチバナ

ケーブルクランプ　ＳＵＳ製 ＫＣＶＳ－８・８Ａ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168022
支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶＳ－１１ 適合径１０．１～１２ｍｍ　ＳＵＳ製　保護カバー付き
タチバナ

ケーブルクランプ　ＳＵＳ製 ＫＣＶＳ－１１　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168024
支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶＳ－１５，１５Ａ 適合径１２．１～１５ｍｍ　ＳＵＳ製　保護カ
バー付き タチバナ

ケーブルクランプ　ＳＵＳ製 ＫＣＶＳ－１５・１５Ａタチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168026
支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶＳ－１８，１８Ａ 適合径１５．１～１７．５ｍｍ　ＳＵＳ製　保護
カバー付き タチバナ

ケーブルクランプ　ＳＵＳ製 ＫＣＶＳ－１８・１８Ａタチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168028
支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶＳ－２０ 適合径１７．６～１９．５ｍｍ　ＳＵＳ製　保護カバー付
き タチバナ

ケーブルクランプ　ＳＵＳ製 ＫＣＶＳ－２０　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168030
支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶＳ－２２ 適合径１９．６～２１．５ｍｍ　ＳＵＳ製　保護カバー付
き タチバナ

ケーブルクランプ　ＳＵＳ製 ＫＣＶＳ－２２　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168032
支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶＳ－２６，２６Ａ 適合径２２．５～２６ｍｍ　ＳＵＳ製　保護カ
バー付き タチバナ

ケーブルクランプ　ＳＵＳ製 ＫＣＶＳ－２６・２６Ａタチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168034
支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶＳ－３０，３０Ａ 適合径２６．１～２９．５ｍｍ　ＳＵＳ製　保護
カバー付き タチバナ

ケーブルクランプ　ＳＵＳ製 ＫＣＶＳ－３０・３０Ａタチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101168036
支持金物 ケーブルクランプ（トンネル用） ＫＣＶＳ－３３，３３Ａ 適合径２９．６～３２．８ｍｍ　ＳＵＳ製　保護
カバー付き タチバナ

ケーブルクランプ　ＳＵＳ製 ＫＣＶＳ－３３・３３Ａタチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167522 支持金物 ソフトフッカー（トンネル用） ＳＦＢ－１２ＤＴＳ スプリング無　ＳＵＳ製 タチバナ ソフトフッカー　ＳＵＳ製 ＳＦＢ－１２ＤＴＳ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167524 支持金物 ソフトフッカー（トンネル用） ＳＦＢ－１５ＤＴＳ スプリング無　ＳＵＳ製 タチバナ ソフトフッカー　ＳＵＳ製 ＳＦＢ－１５ＤＴＳ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167526 支持金物 ソフトフッカー（トンネル用） ＳＦＢ－２０ＤＴＳ スプリング無　ＳＵＳ製 タチバナ ソフトフッカー　ＳＵＳ製 ＳＦＢ－２０ＤＴＳ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167528 支持金物 ソフトフッカー（トンネル用） ＳＦＢ－３０ＤＴＳ スプリング無　ＳＵＳ製 タチバナ ソフトフッカー　ＳＵＳ製 ＳＦＢ－３０ＤＴＳ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167530 支持金物 ソフトフッカー（トンネル用） ＳＦＳ－１５ＤＴＳ スプリング付　ＳＵＳ製 タチバナ ソフトフッカー　ＳＵＳ製 ＳＦＳ－１５ＤＴＳ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管
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支持金物―ブランド品― 4101167532 支持金物 ソフトフッカー（トンネル用） ＳＦＳ－２０ＤＴＳ スプリング付　ＳＵＳ製 タチバナ ソフトフッカー　ＳＵＳ製 ＳＦＳ－２０ＤＴＳ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167534 支持金物 ソフトフッカー（トンネル用） ＳＦＳ－３０ＤＴＳ スプリング付　ＳＵＳ製 タチバナ ソフトフッカー　ＳＵＳ製 ＳＦＳ－３０ＤＴＳ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167536
支持金物 フックス（トンネル用） ＨＵＸ－０６Ｎ アンカー・ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー付 タチバ
ナ

フックス ＨＵＸ－０６Ｎ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167538
支持金物 フックス（トンネル用） ＨＵＸ－０８Ｎ アンカー・ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー付 タチバ
ナ

フックス ＨＵＸ－０８Ｎ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

支持金物―ブランド品― 4101167540
支持金物 フックス（トンネル用） ＨＵＸ－１０Ｎ アンカー・ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー付 タチバ
ナ

フックス ＨＵＸ－１０Ｎ　タチバナ 個 588 ○ ○ 4101 電線管

ケーブルラック 4117017522 ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 ７０×２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017524 ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 ７０×３００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017526 ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 ７０×４００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017528 ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 ７０×５００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017530 ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 ７０×６００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017531 ケーブルラック 直線形 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 ７０×７００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017532 ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 ７０×８００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017534 ケーブルラック 直線形 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 ７０×９００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017536 ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 ７０×１０００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017538 ケーブルラック 直線形 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 ７０×１２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017622 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017624 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017626 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117017628 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017630 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017631 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017632 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017634 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017636 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017638 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017722 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017724 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017726 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017728 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017730 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017731 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017732 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017734 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017736 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017738 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017822 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117017824 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017826 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017828 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017830 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017831 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017832 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017834 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017836 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017838 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017922 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017924 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017926 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017928 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017930 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017931 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017932 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017934 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017936 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117017938 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017574 ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 １００×２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017576 ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 １００×３００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017578 ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 １００×４００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017562 ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 １００×５００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017564 ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 １００×６００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017566 ケーブルラック 直線形 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 １００×７００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017568 ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 １００×８００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017570 ケーブルラック 直線形 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 １００×９００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017572 ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 １００×１０００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017573 ケーブルラック 直線形 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 定尺３ｍ 鋼板製メラミン樹脂　直線形 １００×１２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017674 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017676 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017678 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017662 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017664 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017666 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017668 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117017670 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017672 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017673 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｌ形分岐 １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017774 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017776 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017778 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017762 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017764 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017766 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017768 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017770 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017772 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017773 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｔ形分岐 １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017874 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017876 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017878 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017862 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017864 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117017866 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017868 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017870 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017872 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017873 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　Ｘ形分岐 １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017974 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017976 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017978 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017962 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017964 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017966 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017968 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017970 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017972 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117017973 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン樹脂　垂直ベンド １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077522 ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 ７０×２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077524 ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 ７０×３００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077526 ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 ７０×４００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117077528 ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 ７０×５００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077530 ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 ７０×６００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077531 ケーブルラック 直線形 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 ７０×７００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077532 ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 ７０×８００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077534 ケーブルラック 直線形 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 ７０×９００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077536 ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 ７０×１０００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077538 ケーブルラック 直線形 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 ７０×１２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077622 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077624 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077626 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077628 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077630 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077631 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077632 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077634 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077636 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077638 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077722 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117077724 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077726 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077728 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077730 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077731 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077732 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077734 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077736 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077738 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077822 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077824 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077826 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077828 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077830 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077831 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077832 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077834 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077836 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117077838 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077922 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077924 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077926 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077928 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077930 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077931 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077932 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077934 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077936 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077938 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077574 ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 １００×２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077576 ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 １００×３００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077578 ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 １００×４００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077562 ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 １００×５００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077564 ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 １００×６００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077566 ケーブルラック 直線形 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 １００×７００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077568 ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 １００×８００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117077570 ケーブルラック 直線形 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 １００×９００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077572 ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 １００×１０００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077573 ケーブルラック 直線形 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 定尺３ｍ 鋼板製溶融亜鉛めっき　直線形 １００×１２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077674 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077676 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077678 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077662 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077664 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077666 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077668 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077670 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077672 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077673 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｌ形分岐 １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077774 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077776 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077778 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077762 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077764 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117077766 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077768 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077770 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077772 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077773 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｔ形分岐 １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077874 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077876 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077878 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077862 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077864 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077866 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077868 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077870 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077872 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077873 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき　Ｘ形分岐 １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077974 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077976 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077978 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117077962 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077964 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077966 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077968 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077970 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077972 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117077973 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛めっき垂直ベンド １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137522 ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 ７０×２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137524 ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 ７０×３００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137526 ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 ７０×４００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137528 ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 ７０×５００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137530 ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 ７０×６００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137531 ケーブルラック 直線形 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 ７０×７００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137532 ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 ７０×８００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137534 ケーブルラック 直線形 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 ７０×９００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137536 ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 ７０×１０００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137538 ケーブルラック 直線形 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 ７０×１２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137622 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117137624 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137626 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137628 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137630 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137631 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137632 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137634 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137636 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137638 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137722 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137724 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137726 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137728 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137730 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137731 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137732 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137734 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137736 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117137738 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137822 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137824 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137826 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137828 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137830 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137831 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137832 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137834 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137836 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137838 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137922 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137924 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137926 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137928 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137930 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137931 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137932 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117137934 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137936 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137938 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137574 ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 １００×２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137576 ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 １００×３００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137578 ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 １００×４００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137562 ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 １００×５００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137564 ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 １００×６００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137566 ケーブルラック 直線形 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 １００×７００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137568 ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 １００×８００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137570 ケーブルラック 直線形 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 １００×９００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137572 ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 １００×１０００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137573 ケーブルラック 直線形 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 定尺３ｍ ＺＡＭ製　直線形 １００×１２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137674 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137676 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137678 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137662 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137664 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117137666 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137668 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137670 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137672 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137673 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｌ形分岐 １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137774 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137776 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137778 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137762 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137764 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137766 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137768 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137770 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137772 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137773 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｔ形分岐 １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137874 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137876 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137878 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117137862 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137864 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137866 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137868 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137870 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137872 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137873 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　Ｘ形分岐 １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137974 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137976 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137978 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137962 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137964 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137966 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137968 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137970 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137972 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117137973 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　垂直ベンド １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157522 ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 ７０×２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117157524 ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 ７０×３００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157526 ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 ７０×４００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157528 ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 ７０×５００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157530 ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 ７０×６００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157531 ケーブルラック 直線形 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 ７０×７００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157532 ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 ７０×８００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157534 ケーブルラック 直線形 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 ７０×９００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157536 ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 ７０×１０００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157538 ケーブルラック 直線形 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 ７０×１２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157622 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157624 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157626 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157628 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157630 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157631 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157632 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157634 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157636 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117157638 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157722 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157724 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157726 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157728 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157730 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157731 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157732 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157734 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157736 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157738 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157822 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157824 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157826 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157828 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157830 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157831 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157832 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117157834 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157836 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157838 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157922 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157924 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157926 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157928 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157930 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157931 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157932 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157934 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157936 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157938 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157574 ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 １００×２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157576 ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 １００×３００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157578 ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 １００×４００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157562 ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 １００×５００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157564 ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 １００×６００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117157566 ケーブルラック 直線形 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 １００×７００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157568 ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 １００×８００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157570 ケーブルラック 直線形 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 １００×９００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157572 ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 １００×１０００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157573 ケーブルラック 直線形 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 定尺３ｍ スーパーダイマ製　直線形 １００×１２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157674 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157676 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157678 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157662 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157664 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157666 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157668 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157670 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157672 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157673 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｌ形分岐 １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157774 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157776 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157778 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117157762 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157764 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157766 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157768 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157770 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157772 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157773 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｔ形分岐 １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157874 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157876 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157878 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157862 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157864 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157866 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157868 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157870 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157872 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157873 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　Ｘ形分岐 １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157974 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117157976 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157978 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157962 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157964 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157966 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157968 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157970 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157972 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117157973 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　垂直ベンド １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117522 ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 ７０×２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117524 ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 ７０×３００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117526 ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 ７０×４００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117528 ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 ７０×５００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117530 ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 ７０×６００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117531 ケーブルラック 直線形 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 ７０×７００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117532 ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 ７０×８００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117534 ケーブルラック 直線形 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 ７０×９００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117536 ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 ７０×１０００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117117538 ケーブルラック 直線形 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 ７０×１２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117622 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117624 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117626 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117628 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117630 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117631 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117632 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117634 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117636 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117638 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117722 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117724 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117726 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117728 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117730 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117731 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117732 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117117734 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117736 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117738 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117822 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117824 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117826 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117828 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117830 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117831 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117832 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117834 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117836 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117838 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117922 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド ７０×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117924 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド ７０×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117926 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド ７０×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117928 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド ７０×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117930 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド ７０×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117117931 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド ７０×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117932 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド ７０×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117934 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド ７０×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117936 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド ７０×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117938 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド ７０×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117574 ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 １００×２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117576 ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 １００×３００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117578 ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 １００×４００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117562 ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 １００×５００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117564 ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 １００×６００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117566 ケーブルラック 直線形 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 １００×７００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117568 ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 １００×８００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117570 ケーブルラック 直線形 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 １００×９００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117572 ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 １００×１０００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117573 ケーブルラック 直線形 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 定尺３ｍ ステンレス製　直線形 １００×１２００ｍｍ 本 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117674 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117676 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117678 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117117662 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117664 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117666 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117668 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117670 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117672 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117673 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｌ形分岐 １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117774 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117776 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117778 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117762 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117764 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117766 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117768 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117770 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117772 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117773 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｔ形分岐 １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117874 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117117876 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117878 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117862 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117864 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117866 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117868 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117870 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117872 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117873 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　Ｘ形分岐 １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117974 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド １００×２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117976 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド １００×３００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117978 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド １００×４００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117962 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド １００×５００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117964 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド １００×６００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117966 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド １００×７００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117968 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド １００×８００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117970 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド １００×９００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117117972 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド １００×１０００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117117973 ケーブルラック 垂直ベンドラック 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　垂直ベンド １００×１２００ｍｍ 個 589 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027622 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　ブラケット 付属品　Ｈ７０×２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027624 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　ブラケット 付属品　Ｈ７０×３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027626 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　ブラケット 付属品　Ｈ７０×４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027628 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　ブラケット 付属品　Ｈ７０×５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027630 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　ブラケット 付属品　Ｈ７０×６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027722 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027724 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027726 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027728 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027730 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027731 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ７００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027732 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ８００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027734 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ９００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027736 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ１０００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027738 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ１２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027522 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　直線 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027524 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　垂直自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117027526 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　水平自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027528 ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　段違継金具 付属品　Ｈ７０用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027530 ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　吊り金具 付属品　Ｈ７０用　Ｗ３／８ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027532 ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　振れ止め金具 付属品　Ｈ７０用 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027534 ケーブルラック付属品 盤取付金具 高７０ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　盤取付金具 付属品　Ｈ７０用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027674 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　ブラケット 付属品　Ｈ１００×２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027676 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　ブラケット 付属品　Ｈ１００×３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027678 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　ブラケット 付属品　Ｈ１００×４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027680 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　ブラケット 付属品　Ｈ１００×５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027682 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　ブラケット 付属品　Ｈ１００×６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027774 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027776 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027778 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027762 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027764 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027766 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ７００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027768 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ８００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027770 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ９００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117027772 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ１０００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027773 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ１２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027562 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　直線 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027564 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　垂直自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027566 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　水平自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027574 ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　段違継金具 付属品　Ｈ１００用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027568 ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　吊り金具 付属品　Ｈ１００用　Ｗ３／８ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027570 ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　振れ止め金具 付属品　Ｈ１００用 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117027572 ケーブルラック付属品 盤取付金具 高１００ｍｍ メラミン樹脂焼付塗装 鋼板製メラミン　盤取付金具 付属品　Ｈ１００用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087622 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　ブラケット 付属品　Ｈ７０×２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087624 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　ブラケット 付属品　Ｈ７０×３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087626 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　ブラケット 付属品　Ｈ７０×４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087628 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　ブラケット 付属品　Ｈ７０×５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087630 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　ブラケット 付属品　Ｈ７０×６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087722 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087724 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087726 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087728 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117087730 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087731 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ７００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087732 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ８００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087734 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ９００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087736 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ１０００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087738 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ１２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087522 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　直線 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087524 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　垂直自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087526 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　水平自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087528 ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　段違継金具 付属品　Ｈ７０用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087530 ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　吊り金具 付属品　Ｈ７０用　Ｗ３／８ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087532 ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　振れ止め金具 付属品　Ｈ７０用 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087534 ケーブルラック付属品 盤取付金具 高７０ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　盤取付金具 付属品　Ｈ７０用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087674 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　ブラケット 付属品　Ｈ１００×２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087676 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　ブラケット 付属品　Ｈ１００×３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087678 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　ブラケット 付属品　Ｈ１００×４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087680 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　ブラケット 付属品　Ｈ１００×５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087682 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　ブラケット 付属品　Ｈ１００×６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117087774 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087776 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087778 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087762 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087764 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087766 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ７００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087768 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ８００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087770 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ９００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087772 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ１０００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087773 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ１２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087562 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　直線 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087564 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　垂直自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087566 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　水平自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087574 ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　段違継金具 付属品　Ｈ１００用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087568 ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　吊り金具 付属品　Ｈ１００用　Ｗ３／８ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087570 ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　振れ止め金具 付属品　Ｈ１００用 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117087572 ケーブルラック付属品 盤取付金具 高１００ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ 鋼板製溶融亜鉛　盤取付金具 付属品　Ｈ１００用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147622 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117147624 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147626 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147628 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147630 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147722 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147724 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147726 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147728 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147730 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147731 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ７００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147732 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ８００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147734 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ９００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147736 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ１０００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147738 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ１２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147522 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　直線 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147524 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　垂直自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147526 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　水平自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147528 ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　段違継金具 付属品　Ｈ７０用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117147530 ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　吊り金具 付属品　Ｈ７０用　Ｗ３／８ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147532 ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　振れ止め金具 付属品　Ｈ７０用 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147534 ケーブルラック付属品 盤取付金具 高７０ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　盤取付金具 付属品　Ｈ７０用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147674 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147676 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147678 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147680 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147682 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147774 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147776 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147778 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147762 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147764 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147766 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ７００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147768 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ８００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147770 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ９００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147772 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ１０００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147773 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ１２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117147562 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　直線 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147564 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　垂直自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147566 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　水平自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147574 ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　段違継金具 付属品　Ｈ１００用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147568 ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　吊り金具 付属品　Ｈ１００用　Ｗ３／８ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147570 ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　振れ止め金具 付属品　Ｈ１００用 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117147572 ケーブルラック付属品 盤取付金具 高１００ｍｍ ＺＡＭ製 ＺＡＭ製　盤取付金具 付属品　Ｈ１００用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167622 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167624 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167626 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167628 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167630 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167722 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167724 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167726 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167728 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167730 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167731 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ７００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117167732 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ８００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167734 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ９００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167736 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ１０００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167738 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ１２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167522 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　直線 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167524 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　垂直自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167526 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　水平自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167528 ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　段違継金具 付属品　Ｈ７０用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167530 ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　吊り金具 付属品　Ｈ７０用　Ｗ３／８ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167532 ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　振れ止め金具 付属品　Ｈ７０用 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167534 ケーブルラック付属品 盤取付金具 高７０ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　盤取付金具 付属品　Ｈ７０用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167674 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167676 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167678 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167680 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167682 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167774 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167776 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117167778 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167762 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167764 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167766 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ７００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167768 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ８００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167770 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ９００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167772 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ１０００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167773 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ１２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167562 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　直線 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167564 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　垂直自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167566 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　水平自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167574 ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　段違継金具 付属品　Ｈ１００用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167568 ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　吊り金具 付属品　Ｈ１００用　Ｗ３／８ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167570 ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　振れ止め金具 付属品　Ｈ１００用 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117167572 ケーブルラック付属品 盤取付金具 高１００ｍｍ スーパーダイマ製 スーパーダイマ製　盤取付金具 付属品　Ｈ１００用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127622 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127624 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127626 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117127628 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127630 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127722 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127724 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127726 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127728 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127730 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127731 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ７００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127732 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ８００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127734 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ９００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127736 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ１０００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127738 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００ｍｍ 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ１２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127522 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　直線 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127524 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　垂直自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127526 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　水平自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127528 ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　段違継金具 付属品　Ｈ７０用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127530 ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　吊り金具 付属品　Ｈ７０用　Ｗ３／８ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127532 ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　振れ止め金具 付属品　Ｈ７０用 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117127534 ケーブルラック付属品 盤取付金具 高７０ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　盤取付金具 付属品　Ｈ７０用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127674 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127676 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127678 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127680 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127682 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127774 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127776 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ３００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127778 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ４００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127762 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ５００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127764 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ６００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127766 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅７００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ７００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127768 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ８００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127770 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅９００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ９００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127772 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ１０００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127773 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，２００ｍｍ 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ１２００ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127562 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　直線 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127564 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　垂直自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117127566 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　水平自在 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127574 ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 ７０－１００用 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　段違継金具 付属品　Ｈ１００用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127568 ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　吊り金具 付属品　Ｈ１００用　Ｗ３／８ 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127570 ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　振れ止め金具 付属品　Ｈ１００用 個 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117127572 ケーブルラック付属品 盤取付金具 高１００ｍｍ ステンレス製 ステンレス製　盤取付金具 付属品　Ｈ１００用 組 590 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039002 ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ６０×２００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039004 ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ６０×３００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039006 ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ６０×４００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039008 ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ６０×５００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039010 ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ６０×６００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039012 ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ６０×８００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039014 ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ６０×１０００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039102 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ６０×２００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039104 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ６０×３００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039106 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ６０×４００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039108 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ６０×５００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039110 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ６０×６００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039112 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ６０×８００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117039114 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ６０×１０００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039202 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ６０×２００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039204 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ６０×３００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039206 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ６０×４００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039208 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ６０×５００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039210 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ６０×６００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039212 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ６０×８００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039214 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ６０×１０００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039302 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ６０×２００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039304 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ６０×３００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039306 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ６０×４００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039308 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ６０×５００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039310 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ６０×６００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039312 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ６０×８００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039314 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ６０×１０００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039022 ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ７０×２００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039024 ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ７０×３００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039026 ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ７０×４００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117039028 ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ７０×５００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039030 ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ７０×６００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039032 ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ７０×８００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039034 ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ７０×１０００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039122 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039124 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039126 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039128 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039130 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039132 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039134 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039222 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039224 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039226 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039228 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039230 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039232 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039234 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117039322 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ７０×２００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039324 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ７０×３００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039326 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ７０×４００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039328 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ７０×５００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039330 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ７０×６００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039332 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ７０×８００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039334 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ７０×１０００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039042 ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ８０×２００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039044 ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ８０×３００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039046 ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ８０×４００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039048 ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ８０×５００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039050 ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ８０×６００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039052 ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ８０×８００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039054 ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 ８０×１０００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039142 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ８０×２００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039144 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ８０×３００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039146 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ８０×４００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039148 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ８０×５００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117039150 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ８０×６００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039152 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ８０×８００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039154 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 ８０×１０００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039242 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ８０×２００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039244 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ８０×３００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039246 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ８０×４００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039248 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ８０×５００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039250 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ８０×６００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039252 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ８０×８００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039254 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 ８０×１０００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039342 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ８０×２００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039344 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ８０×３００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039346 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ８０×４００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039348 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ８０×５００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039350 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ８０×６００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039352 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ８０×８００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039354 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 ８０×１０００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039062 ケーブルラック 直線形 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 １００×２００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117039064 ケーブルラック 直線形 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 １００×３００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039066 ケーブルラック 直線形 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 １００×４００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039068 ケーブルラック 直線形 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 １００×５００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039070 ケーブルラック 直線形 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 １００×６００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039072 ケーブルラック 直線形 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 １００×８００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039074 ケーブルラック 直線形 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 定尺３ｍ アルミケーブルラック　直線形 １００×１０００ｍｍ 本 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039162 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039164 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039166 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039168 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039170 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039172 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039174 ケーブルラック Ｌ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｌ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039262 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039264 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039266 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039268 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039270 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117039272 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039274 ケーブルラック Ｔ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｔ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039362 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 １００×２００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039364 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 １００×３００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039366 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 １００×４００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039368 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 １００×５００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039370 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 １００×６００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039372 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 １００×８００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117039374 ケーブルラック Ｘ形分岐 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミケーブルラック　Ｘ形分岐 １００×１０００ｍｍ 個 591 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049002 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ６０用　直線 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049004 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ６０用　垂直自在 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049006 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ６０用　水平自在 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049008 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 伸縮自在 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ６０用　伸縮自在 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049010 ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 高６０－８０用 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　段違継金具 付属品　Ｈ６０用 組 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049012 ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　吊り金具 付属品　Ｈ６０用　Ｗ３／８ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049014 ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　振れ止め金具 付属品　Ｈ６０用 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049016 ケーブルラック付属品 盤取付金具 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　盤取付金具 付属品　Ｈ６０用 組 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049102 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ６０×Ｗ２００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117049104 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ６０×Ｗ３００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049106 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ６０×Ｗ４００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049108 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ６０×Ｗ５００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049110 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ６０×Ｗ６００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049202 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ６０×Ｗ２００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049204 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ６０×Ｗ３００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049206 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ６０×Ｗ４００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049208 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ６０×Ｗ５００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049210 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ６０×Ｗ６００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049212 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ６０×Ｗ８００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049214 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高６０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ６０×Ｗ１０００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049022 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　直線 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049024 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　垂直自在 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049026 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　水平自在 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049028 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 伸縮自在 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ７０用　伸縮自在 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049030 ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 高７０－１００用 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　段違継金具 付属品　Ｈ７０用 組 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049032 ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　吊り金具 付属品　Ｈ７０用　Ｗ３／８ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049034 ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　振れ止め金具 付属品　Ｈ７０用 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117049036 ケーブルラック付属品 盤取付金具 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　盤取付金具 付属品　Ｈ７０用 組 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049122 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×Ｗ２００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049124 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×Ｗ３００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049126 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×Ｗ４００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049128 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×Ｗ５００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049130 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ７０×Ｗ６００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049222 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ２００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049224 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ３００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049226 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ４００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049228 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ５００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049230 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ６００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049232 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ８００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049234 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高７０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ７０×Ｗ１０００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049042 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ８０用　直線 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049044 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ８０用　垂直自在 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049046 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ８０用　水平自在 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049048 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 伸縮自在 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ８０用　伸縮自在 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049050 ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 高６０－８０用 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　段違継金具 付属品　Ｈ８０用 組 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117049052 ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　吊り金具 付属品　Ｈ８０用　Ｗ３／８ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049054 ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　振れ止め金具 付属品　Ｈ８０用 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049056 ケーブルラック付属品 盤取付金具 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　盤取付金具 付属品　Ｈ８０用 組 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049142 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ８０×Ｗ２００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049144 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ８０×Ｗ３００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049146 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ８０×Ｗ４００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049148 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ８０×Ｗ５００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049150 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ８０×Ｗ６００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049242 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ８０×Ｗ２００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049244 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ８０×Ｗ３００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049246 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ８０×Ｗ４００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049248 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ８０×Ｗ５００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049250 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ８０×Ｗ６００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049252 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ８０×Ｗ８００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049254 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高８０ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ８０×Ｗ１０００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049062 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 直線 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　直線 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049064 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 垂直自在 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　垂直自在 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049066 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 水平自在 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　水平自在 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック
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ケーブルラック 4117049068 ケーブルラック付属品 継ぎ金具 伸縮自在 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　継ぎ金具 付属品　Ｈ１００用　伸縮自在 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049070 ケーブルラック付属品 段違い継ぎ金具 高７０－１００用 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　段違継金具 付属品　Ｈ１００用 組 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049072 ケーブルラック付属品 吊り金具 Ｗ３／８用 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　吊り金具 付属品　Ｈ１００用　Ｗ３／８ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049074 ケーブルラック付属品 振れ止め金具 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　振れ止め金具 付属品　Ｈ１００用 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049076 ケーブルラック付属品 盤取付金具 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　盤取付金具 付属品　Ｈ１００用 組 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049162 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×Ｗ２００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049164 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×Ｗ３００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049166 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×Ｗ４００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049168 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×Ｗ５００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049170 ケーブルラック付属品 ブラケット 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　ブラケット 付属品　Ｈ１００×Ｗ６００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049262 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅２００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ２００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049264 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅３００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ３００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049266 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅４００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ４００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049268 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅５００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ５００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049270 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅６００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ６００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049272 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅８００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ８００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

ケーブルラック 4117049274 ケーブルラック付属品 エンドキャップ 幅１，０００ｍｍ 高１００ｍｍ アルミ製 アルミ製　エンドキャップ 付属品　Ｈ１００×Ｗ１０００ 個 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

点検用通路―ブランド品― 4117900002 点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ３５７５ １段ステップ　跨長７５０ｍｍ 組立式歩廊架台 ネグロス電工 点検用通路　マルチステップ ＳＴＰ３５７５　７５０ｍｍ 台 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

1939 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

点検用通路―ブランド品― 4117900004 点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ３５１００ １段ステップ　跨長１，０００ｍｍ 組立式歩廊架台 ネグロス電工 点検用通路　マルチステップ ＳＴＰ３５１００　１０００ｍｍ 台 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

点検用通路―ブランド品― 4117900006 点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ３５１２５ １段ステップ　跨長１，２５０ｍｍ 組立式歩廊架台 ネグロス電工 点検用通路　マルチステップ ＳＴＰ３５１２５　１２５０ｍｍ 台 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

点検用通路―ブランド品― 4117900008 点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ３５１５０ １段ステップ　跨長１，５００ｍｍ 組立式歩廊架台 ネグロス電工 点検用通路　マルチステップ ＳＴＰ３５１５０　１５００ｍｍ 台 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

点検用通路―ブランド品― 4117900010 点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ５５７５ ２段ステップ　跨長７５０ｍｍ 組立式歩廊架台 ネグロス電工 点検用通路　マルチステップ ＳＴＰ５５７５　７５０ｍｍ 台 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

点検用通路―ブランド品― 4117900012 点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ５５１００ ２段ステップ　跨長１，０００ｍｍ 組立式歩廊架台 ネグロス電工 点検用通路　マルチステップ ＳＴＰ５５１００　１０００ｍｍ 台 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

点検用通路―ブランド品― 4117900014 点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ５５１２５ ２段ステップ　跨長１，２５０ｍｍ 組立式歩廊架台 ネグロス電工 点検用通路　マルチステップ ＳＴＰ５５１２５　１２５０ｍｍ 台 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

点検用通路―ブランド品― 4117900016 点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ５５１５０ ２段ステップ　跨長１，５００ｍｍ 組立式歩廊架台 ネグロス電工 点検用通路　マルチステップ ＳＴＰ５５１５０　１５００ｍｍ 台 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

点検用通路―ブランド品― 4117900018 点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ８５７５ ３段ステップ　跨長７５０ｍｍ 組立式歩廊架台 ネグロス電工 点検用通路　マルチステップ ＳＴＰ８５７５　７５０ｍｍ 台 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

点検用通路―ブランド品― 4117900020 点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ８５１００ ３段ステップ　跨長１，０００ｍｍ 組立式歩廊架台 ネグロス電工 点検用通路　マルチステップ ＳＴＰ８５１００　１０００ｍｍ 台 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

点検用通路―ブランド品― 4117900022 点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ８５１２５ ３段ステップ　跨長１，２５０ｍｍ 組立式歩廊架台 ネグロス電工 点検用通路　マルチステップ ＳＴＰ８５１２５　１２５０ｍｍ 台 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

点検用通路―ブランド品― 4117900024 点検用通路 マルチステップ ＳＴＰ８５１５０ ３段ステップ　跨長１，５００ｍｍ 組立式歩廊架台 ネグロス電工 点検用通路　マルチステップ ＳＴＰ８５１５０　１５００ｍｍ 台 592 ○ ○ 4117 ケーブルラック

トップランナー変圧器 4201013222
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ １０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　１０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013224
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ ２０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　２０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013226
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ ３０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　３０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013228
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ ５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　５０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013230
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ ７５ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　７５ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013232
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ １００ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　１００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013234
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ １５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　１５０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

1940 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

トップランナー変圧器 4201013236
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ ２００ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　２００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013238
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ ３００ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　３００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013240
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ ５００ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　５００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013320
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ ２０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　２０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013322
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ ３０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　３０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013324
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ ５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　５０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013326
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ ７５ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　７５ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013328
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ １００ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　１００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013330
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ １５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　１５０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013332
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ ２００ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　２００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013334
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ ３００ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　３００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013336
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ ５００ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　５００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018222
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ １０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　１０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018224
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ ２０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　２０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018226
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ ３０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　３０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018228
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ ５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　５０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018230
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ ７５ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　７５ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018232
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ １００ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　１００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器
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トップランナー変圧器 4201018234
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ １５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　１５０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018236
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ ２００ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　２００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018238
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ ３００ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　３００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018240
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　単相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０／１０５Ｖ ５００ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　５００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018320
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ ２０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　２０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018322
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ ３０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　３０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018324
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ ５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　５０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018326
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ ７５ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　７５ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018328
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ １００ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　１００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018330
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ １５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　１５０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018332
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ ２００ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　２００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018334
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ ３００ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　３００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018336
トップランナー変圧器 油入変圧器 ６ｋＶ　三相 （ＪＩＳ　Ｃ　４３０４）（ＪＥＣ－２２００）（ＪＥＭ　１５０
０） ２１０Ｖ ５００ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧器　油入三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　５００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013422
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ １０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　１０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013424
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ ２０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　２０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013426
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ ３０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　３０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013428
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ ５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　５０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013430
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ ７５ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　７５ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器
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トップランナー変圧器 4201013432
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ １００ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　１００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013434
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ １５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　１５０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013436
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ ２００ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　２００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013438
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ ３００ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　３００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013440
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ ５００ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　５００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013520
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ ２０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　２０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013522
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ ３０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　３０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013524
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ ５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　５０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013526
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ ７５ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　７５ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013528
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ １００ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　１００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013530
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ １５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　１５０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013532
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ ２００ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　２００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013534
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ ３００ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　３００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201013536
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ ５００ｋＶＡ ５０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　５０Ｈｚ　５００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018422
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ １０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　１０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018424
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ ２０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　２０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018426
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ ３０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　３０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018428
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ ５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　５０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器
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トップランナー変圧器 4201018430
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ ７５ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　７５ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018432
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ １００ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　１００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018434
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ １５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　１５０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018436
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ ２００ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　２００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018438
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ ３００ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　３００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018440
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　単相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０／１０５Ｖ ５００ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド単相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　５００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018520
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ ２０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　２０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018522
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ ３０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　３０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018524
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ ５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　５０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018526
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ ７５ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　７５ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018528
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ １００ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　１００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018530
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ １５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　１５０ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018532
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ ２００ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　２００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018534
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ ３００ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　３００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

トップランナー変圧器 4201018536
トップランナー変圧器 モールド変圧器 ６ｋＶ　三相 （ケース無し）（ＪＩＳ　Ｃ　４３０６）（ＪＥＣ－２２００）
（ＪＥＭ　１５０１） ２１０Ｖ ５００ｋＶＡ ６０Ｈｚ

トップランナー変圧モールド三相 ６ｋＶ　６０Ｈｚ　５００ｋＶＡ 台 593 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201012120 油入変圧器 ６ｋＶ　タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ ７５ｋＶＡ ５０Ｈｚ 油入変圧器　タイトランス ６ｋＶ　５０Ｈｚ　７５ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201012122 油入変圧器 ６ｋＶ　タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ １００ｋＶＡ ５０Ｈｚ 油入変圧器　タイトランス ６ｋＶ　５０Ｈｚ　１００ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201012124 油入変圧器 ６ｋＶ　タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ １５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ 油入変圧器　タイトランス ６ｋＶ　５０Ｈｚ　１５０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器
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変圧器（トランス） 4201012126 油入変圧器 ６ｋＶ　タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ ２００ｋＶＡ ５０Ｈｚ 油入変圧器　タイトランス ６ｋＶ　５０Ｈｚ　２００ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201012128 油入変圧器 ６ｋＶ　タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ ３００ｋＶＡ ５０Ｈｚ 油入変圧器　タイトランス ６ｋＶ　５０Ｈｚ　３００ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201012130 油入変圧器 ６ｋＶ　タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ ５００ｋＶＡ ５０Ｈｚ 油入変圧器　タイトランス ６ｋＶ　５０Ｈｚ　５００ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201013002 油入変圧器 三相スコット結線（低圧） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） １０ｋＶＡ ５０Ｈｚ 油入変圧器　三相スコット 低圧　５０Ｈｚ　１０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201013004 油入変圧器 三相スコット結線（低圧） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ２０ｋＶＡ ５０Ｈｚ 油入変圧器　三相スコット 低圧　５０Ｈｚ　２０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201013006 油入変圧器 三相スコット結線（低圧） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ３０ｋＶＡ ５０Ｈｚ 油入変圧器　三相スコット 低圧　５０Ｈｚ　３０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201013008 油入変圧器 三相スコット結線（低圧） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ５０ｋＶＡ ５０Ｈｚ 油入変圧器　三相スコット 低圧　５０Ｈｚ　５０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201017120 油入変圧器 ６ｋＶ　タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ ７５ｋＶＡ ６０Ｈｚ 油入変圧器　タイトランス ６ｋＶ　６０Ｈｚ　７５ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201017122 油入変圧器 ６ｋＶ　タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ １００ｋＶＡ ６０Ｈｚ 油入変圧器　タイトランス ６ｋＶ　６０Ｈｚ　１００ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201017124 油入変圧器 ６ｋＶ　タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ １５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ 油入変圧器　タイトランス ６ｋＶ　６０Ｈｚ　１５０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201017126 油入変圧器 ６ｋＶ　タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ ２００ｋＶＡ ６０Ｈｚ 油入変圧器　タイトランス ６ｋＶ　６０Ｈｚ　２００ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201017128 油入変圧器 ６ｋＶ　タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ ３００ｋＶＡ ６０Ｈｚ 油入変圧器　タイトランス ６ｋＶ　６０Ｈｚ　３００ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201017130 油入変圧器 ６ｋＶ　タイトランス （ＪＥＣ－２２００） ３．１５ｋＶ／３．３ｋＶ ５００ｋＶＡ ６０Ｈｚ 油入変圧器　タイトランス ６ｋＶ　６０Ｈｚ　５００ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201018002 油入変圧器 三相スコット結線（低圧） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） １０ｋＶＡ ６０Ｈｚ 油入変圧器　三相スコット 低圧　６０Ｈｚ　１０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201018004 油入変圧器 三相スコット結線（低圧） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ２０ｋＶＡ ６０Ｈｚ 油入変圧器　三相スコット 低圧　６０Ｈｚ　２０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201018006 油入変圧器 三相スコット結線（低圧） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ３０ｋＶＡ ６０Ｈｚ 油入変圧器　三相スコット 低圧　６０Ｈｚ　３０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201018008 油入変圧器 三相スコット結線（低圧） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ５０ｋＶＡ ６０Ｈｚ 油入変圧器　三相スコット 低圧　６０Ｈｚ　５０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201013102
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） １０ｋＶ
Ａ ５０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　５０Ｈｚ　１０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器
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変圧器（トランス） 4201013104
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ２０ｋＶ
Ａ ５０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　５０Ｈｚ　２０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201013106
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ３０ｋＶ
Ａ ５０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　５０Ｈｚ　３０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201013108
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ５０ｋＶ
Ａ ５０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　５０Ｈｚ　５０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201013110
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ７５ｋＶ
Ａ ５０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　５０Ｈｚ　７５ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201013112
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） １００ｋ
ＶＡ ５０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　５０Ｈｚ　１００ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201013114
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） １５０ｋ
ＶＡ ５０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　５０Ｈｚ　１５０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201013116
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ２００ｋ
ＶＡ ５０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　５０Ｈｚ　２００ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201013118
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ３００ｋ
ＶＡ ５０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　５０Ｈｚ　３００ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201018102
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） １０ｋＶ
Ａ ６０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　６０Ｈｚ　１０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201018104
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ２０ｋＶ
Ａ ６０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　６０Ｈｚ　２０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201018106
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ３０ｋＶ
Ａ ６０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　６０Ｈｚ　３０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201018108
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ５０ｋＶ
Ａ ６０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　６０Ｈｚ　５０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201018110
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ７５ｋＶ
Ａ ６０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　６０Ｈｚ　７５ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201018112
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） １００ｋ
ＶＡ ６０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　６０Ｈｚ　１００ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201018114
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） １５０ｋ
ＶＡ ６０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　６０Ｈｚ　１５０ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201018116
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ２００ｋ
ＶＡ ６０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　６０Ｈｚ　２００ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

変圧器（トランス） 4201018118
モールド変圧器 三相スコット結線（６ｋＶ）（ケース無し） （ＪＥＣ－２２００） （２１０×１０５Ｖ） ３００ｋ
ＶＡ ６０Ｈｚ

モールド変圧器　三相スコット ６ｋＶ　６０Ｈｚ　３００ｋＶＡ 台 594 ○ ○ 4201 変圧器

コンデンサ 4203011202
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ
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コンデンサ 4203011204
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011206
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011208
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011210
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011212
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011214
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011216
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011218
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011220
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011222
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011224
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011228
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　５００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011252
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ５０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011254
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ５０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011256
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ５０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011258
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ５０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011260
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011262
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ
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コンデンサ 4203011264
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011266
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011268
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011270
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011272
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ５０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011274
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ５０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011278
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ５０Ｈｚ　５００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012232
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６
０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012234
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６
０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012236
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６
０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012238
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６
０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012240
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６
０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012202
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012204
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012206
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012208
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012210
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012212
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ
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コンデンサ 4203012214
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012218
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　５００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012252
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／
６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012254
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／
６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012256
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／
６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012258
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／
６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012260
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／
６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012262
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012264
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012266
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０
Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012268
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０
Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012270
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０
Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012272
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０
Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012274
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０
Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203012278
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０
Ｈｚ） ５０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　５００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011102
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量１０μＦ
５０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ５０Ｈｚ　１０μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011302
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量１５μＦ
５０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ５０Ｈｚ　１５μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011304
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量２０μＦ
５０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ５０Ｈｚ　２０μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ
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コンデンサ 4203011306
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量３０μＦ
５０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ５０Ｈｚ　３０μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011308
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量４０μＦ
５０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ５０Ｈｚ　４０μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011310
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量５０μＦ
５０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ５０Ｈｚ　５０μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011312
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量７５μＦ
５０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ５０Ｈｚ　７５μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011314
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量１００μ
Ｆ ５０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ５０Ｈｚ　１００μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011316
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量１５０μ
Ｆ ５０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ５０Ｈｚ　１５０μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011318
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量２００μ
Ｆ ５０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ５０Ｈｚ　２００μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011320
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量２５０μ
Ｆ ５０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ５０Ｈｚ　２５０μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011322
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量３００μ
Ｆ ５０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ５０Ｈｚ　３００μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011324
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量４００μ
Ｆ ５０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ５０Ｈｚ　４００μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203011326
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量５００μ
Ｆ ５０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ５０Ｈｚ　５００μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016202
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016204
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016206
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016208
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016210
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016212
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016214
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ
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コンデンサ 4203016216
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016218
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016220
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016222
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016224
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016228
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサ　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　５００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016252
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ６０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016254
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ６０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016256
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ６０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016258
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ６０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016260
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ６０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016262
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ６０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016264
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ６０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016266
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ６０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016268
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ６０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016270
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ６０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016272
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ６０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016274
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ６０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ
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コンデンサ 4203016278
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧進相コンデンサＬ１３％ ６０Ｈｚ　５００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017232
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６
０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017234
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６
０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017236
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６
０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017238
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６
０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017240
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６
０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017202
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017204
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017206
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017208
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017210
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017212
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017214
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017218
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧　２
４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　５００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017252
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／
６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017254
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／
６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017256
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／
６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017258
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／
６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ
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コンデンサ 4203017260
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／
６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017262
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017264
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈ
ｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017266
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０
Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017268
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０
Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017270
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０
Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017272
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０
Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017274
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０
Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203017278
コンデンサ 油入式 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧
５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０／６０
Ｈｚ） ６０Ｈｚ

油入高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　５００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016102
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量１０μＦ
６０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ６０Ｈｚ　１０μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016302
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量１５μＦ
６０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ６０Ｈｚ　１５μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016304
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量２０μＦ
６０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ６０Ｈｚ　２０μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016306
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量３０μＦ
６０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ６０Ｈｚ　３０μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016308
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量４０μＦ
６０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ６０Ｈｚ　４０μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016310
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量５０μＦ
６０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ６０Ｈｚ　５０μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016312
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量７５μＦ
６０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ６０Ｈｚ　７５μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016314
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量１００μ
Ｆ ６０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ６０Ｈｚ　１００μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016316
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量１５０μ
Ｆ ６０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ６０Ｈｚ　１５０μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ
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コンデンサ 4203016318
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量２００μ
Ｆ ６０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ６０Ｈｚ　２００μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016320
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量２５０μ
Ｆ ６０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ６０Ｈｚ　２５０μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016322
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量３００μ
Ｆ ６０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ６０Ｈｚ　３００μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016324
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量４００μ
Ｆ ６０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ６０Ｈｚ　４００μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203016326
コンデンサ 油入式 低圧進相コンデンサ（単・三相） 定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量５００μ
Ｆ ６０Ｈｚ

油入低圧進相コンデンサ ６０Ｈｚ　５００μＦ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013175
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ５０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013176
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ５０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013177
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ５０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013178
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ５０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013179
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013180
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013181
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013182
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013183
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013184
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013185
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ５０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013186
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ５０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013187
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ５０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ
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コンデンサ 4203013188
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ５０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013189
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ５０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013190
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ５０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013191
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013192
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013193
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013194
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013195
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013196
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013197
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ５０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013198
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ５０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013222
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013224
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013226
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013228
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013202
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013204
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／
６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013206
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／
６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ
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コンデンサ 4203013208
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０
／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013210
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０
／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013212
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０
／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013214
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０
／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013216
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０
／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013220
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０
／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ５０Ｈｚ　５００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013252
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013254
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013256
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013258
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013260
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013262
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０
／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013264
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０
／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013266
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５
０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013268
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５
０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013270
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５
０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013272
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５
０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203013274
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５
０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ
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コンデンサ 4203013278
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５
０／６０Ｈｚ） ５０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ５０Ｈｚ　５００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018175
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ６０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018176
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ６０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018177
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ６０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018178
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ６０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018179
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ６０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018180
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ６０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018181
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ６０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018182
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ６０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018183
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ６０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018184
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ６０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018185
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ６０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018186
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７０２０Ｖ（Ｊ
ＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ６％ ６０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018187
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ６０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018188
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ６０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018189
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ６０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018190
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ６０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018191
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ６０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

1957 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

コンデンサ 4203018192
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ６０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018193
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ６０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018194
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ６０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018195
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ６０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018196
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ６０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018197
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ６０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018198
コンデンサ 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定格電圧７５９０Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ 窒素ガス封入式

乾式窒素ガス封入高圧Ｌ１３％ ６０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018222
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018224
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018226
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018228
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018202
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018204
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０／
６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018206
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０／
６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018208
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５０
／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018210
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５０
／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018212
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５０
／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018214
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５０
／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ
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コンデンサ 4203018216
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５０
／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018220
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝６％） 回路電圧６６００Ｖ，定格
電圧　２４３Ｖ　許容電流種別Ⅱ（第５調波５５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５０
／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトル　Ｌ６％ ６０Ｈｚ　５００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018252
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１０／１２ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　１０／１２ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018254
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５／１８ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　１５／１８ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018256
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２０／２４ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　２０／２４ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018258
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５／３０ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　２５／３０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018260
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３０／３６ｋｖａｒ
（５０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　３０／３６ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018262
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５０ｋｖａｒ（５０
／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018264
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量７５ｋｖａｒ（５０
／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　７５ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018266
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１００ｋｖａｒ（５
０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　１００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018268
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量１５０ｋｖａｒ（５
０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　１５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018270
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２００ｋｖａｒ（５
０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　２００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018272
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量２５０ｋｖａｒ（５
０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　２５０ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018274
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量３００ｋｖａｒ（５
０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　３００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

コンデンサ 4203018278
コンデンサ 乾式 モールド式高圧進相コンデンサ用直列リアクトル（三相） （Ｌ＝１３％） 回路電圧６６００Ｖ，定
格電圧　５６９Ｖ　許容電流種別Ⅰ（第５調波３５％許容品）（ＪＩＳ　Ｃ　４９０２） 設備容量５００ｋｖａｒ（５
０／６０Ｈｚ） ６０Ｈｚ

乾式高圧直列リアクトルＬ１３％ ６０Ｈｚ　５００ｋｖａｒ 台 595 ○ ○ 4203 コンデンサ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207162070
配電用制御機器（高圧用） 断路器 汎用ＤＵ形断路器 ＤＵ－６ＢＳＨ 極数　単極　定格電圧７．２／３．６ｋＶ　定
格電流２００Ａ 日立産機システム

高圧汎用ＤＵ形断路器 ＤＵ－６ＢＳＨ　２００Ａ　日立 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207162080
配電用制御機器（高圧用） 断路器 汎用ＤＵ形断路器 ＤＵ－６ＤＨ 極数　単極　定格電圧７．２／３．６ｋＶ　定格
電流４００Ａ 日立産機システム

高圧汎用ＤＵ形断路器 ＤＵ－６ＤＨ　４００Ａ　日立 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207162090
配電用制御機器（高圧用） 断路器 汎用ＤＵ形断路器 ＤＵ－６ＦＨ 極数　単極　定格電圧７．２／３．６ｋＶ　定格
電流６００Ａ 日立産機システム

高圧汎用ＤＵ形断路器 ＤＵ－６ＦＨ　６００Ａ　日立 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器
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配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207163010
配電用制御機器（高圧用） 断路器 Ｖ形断路器 Ｖ－２ 極数　単極　定格電圧７．２ｋＶ　定格電流２００Ａ 富士電機
機器制御

高圧Ｖ形断路器 Ｖ－２　２００Ａ　富士 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207163020
配電用制御機器（高圧用） 断路器 Ｖ形断路器 Ｖ－４ 極数　単極　定格電圧７．２ｋＶ　定格電流４００Ａ 富士電機
機器制御

高圧Ｖ形断路器 Ｖ－４　４００Ａ　富士 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207163030
配電用制御機器（高圧用） 断路器 Ｖ形断路器 Ｖ－６ 極数　単極　定格電圧７．２ｋＶ　定格電流６００Ａ 富士電機
機器制御

高圧Ｖ形断路器 Ｖ－６　６００Ａ　富士 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207164010
配電用制御機器（高圧用） 断路器 屋内用断路器 ＤＶ－１ 極数　単極　定格電圧７．２ｋＶ　定格電流２００Ａ 三菱
電機

高圧屋内用断路器 ＤＶ－１　２００Ａ　三菱電機 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207164020
配電用制御機器（高圧用） 断路器 屋内用断路器 ＤＶ－１ 極数　単極　定格電圧７．２ｋＶ　定格電流４００Ａ 三菱
電機

高圧屋内用断路器 ＤＶ－１　４００Ａ　三菱電機 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207164030
配電用制御機器（高圧用） 断路器 屋内用断路器 ＤＶ 極数　単極　定格電圧７．２／３．６ｋＶ　定格電流６００Ａ
三菱電機

高圧屋内用断路器 ＤＶ　６００Ａ　三菱電機 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207164040
配電用制御機器（高圧用） 断路器 屋内用断路器 ＤＶ 極数　単極　定格電圧７．２／３．６ｋＶ　定格電流１，２０
０Ａ 三菱電機

高圧屋内用断路器 ＤＶ　１２００Ａ　三菱電機 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207090014
配電用制御機器（高圧用） 遮断器 高圧気中遮断器 ＯＡＬ－ＧＦ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流２００Ａ ＧＲ付 大
垣電機

高圧気中遮断器 ＯＡＬ－ＧＦ　２００Ａ　大垣 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207090016
配電用制御機器（高圧用） 遮断器 高圧気中遮断器 ＧＡＢ－１０１３ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流１００Ａ 接地保
護付 エナジーサポート

高圧気中遮断器 ＧＡＢ－１０１３　エナジー 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207090018
配電用制御機器（高圧用） 遮断器 高圧気中遮断器 ＧＡＢ－１０２１ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流２００Ａ 接地保
護付 エナジーサポート

高圧気中遮断器 ＧＡＢ－１０２１　エナジー 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207090020
配電用制御機器（高圧用） 遮断器 高圧気中遮断器 ＤＧＡ－１０１３ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流１００Ａ 接地保
護付 エナジーサポート

高圧気中遮断器 ＤＧＡ－１０１３　エナジー 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207090022
配電用制御機器（高圧用） 遮断器 高圧気中遮断器 ＤＧＡ－１０２１ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流２００Ａ 接地保
護付 エナジーサポート

高圧気中遮断器 ＤＧＡ－１０２１　エナジー 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207090032
配電用制御機器（高圧用） 遮断器 高圧ガス遮断器 ＧＢＴ－Ｂ－Ｎ１１ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流２００Ａ 無方
向性 戸上電機製作所

高圧ガス遮断器 ＧＢＴ－Ｂ－Ｎ１１　戸上 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207090034
配電用制御機器（高圧用） 遮断器 高圧ガス遮断器 ＧＢＴ－Ｂ－Ｄ２Ｎ１１ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流３００Ａ
方向性 戸上電機製作所

高圧ガス遮断器 ＧＢＴ－Ｂ－Ｄ２Ｎ１１　戸上 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207090036
配電用制御機器（高圧用） 遮断器 高圧真空遮断器 ＶＦ－８ＮＨ－Ｄ 定格電圧７．２／３．６ｋＶ　定格電流４００
Ａ ＯＴＣ３Ａ 三菱電機

高圧真空遮断器 ＶＦ－８ＮＨ－Ｄ　三菱電機 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207090038
配電用制御機器（高圧用） 遮断器 高圧真空遮断器 ＶＦ－１３ＮＨ－Ｄ 定格電圧７．２／３．６ｋＶ　定格電流６０
０Ａ ＯＴＣ３Ａ 三菱電機

高圧真空遮断器 ＶＦ－１３ＮＨ－Ｄ　三菱電機 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207015010
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 ＣＳＳ－２１６ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流２００Ａ 全閉 エ
ナジーサポート

高圧気中開閉器 ＣＳＳ－２１６　エナジー 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207015012
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 ＣＳＳ－３１６ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流３００Ａ 全閉 エ
ナジーサポート

高圧気中開閉器 ＣＳＳ－３１６　エナジー 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器
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配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207015016
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＳ－２１５Ｓｅ－Ｄ 定格電圧７．２
ｋＶ　定格電流２００Ａ ＧＲ付き エナジーサポート

高圧気中開閉器 ＣＬＳ－２１５Ｓｅ－Ｄエナジー 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207015018
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＳ－３１５Ｓｅ－Ｄ 定格電圧７．２
ｋＶ　定格電流３００Ａ ＧＲ付き エナジーサポート

高圧気中開閉器 ＣＬＳ－３１５Ｓｅ－Ｄエナジー 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207015024
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＳ－３１５Ｓｅ－Ｃ 定格電圧７．２
ｋＶ　定格電流３００Ａ ＧＲ付き（関東仕様） エナジーサポート

高圧気中開閉器 ＣＬＳ－３１５Ｓｅ－Ｃエナジー 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207015017
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＳ－４１５Ｓｅ－Ｃ 定格電圧７．２
ｋＶ　定格電流４００Ａ ＧＲ付き（関東仕様） エナジーサポート

高圧気中開閉器 ＣＬＳ－４１５Ｓｅ－Ｃエナジー 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207015028
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＤ－２１７Ｓｅ－Ｄ 定格電圧７．２
ｋＶ　定格電流２００Ａ ＧＲ付き・方向 エナジーサポート

高圧気中開閉器 ＣＬＤ－２１７Ｓｅ－Ｄエナジー 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207015042
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＤ－３１７Ｓｅ－Ｄ 定格電圧７．２
ｋＶ　定格電流３００Ａ ＧＲ付き・方向 エナジーサポート

高圧気中開閉器 ＣＬＤ－３１７Ｓｅ－Ｄエナジー 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207015043
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＤ－４１７Ｓｅ－Ｄ 定格電圧７．２
ｋＶ　定格電流４００Ａ ＧＲ付き・方向 エナジーサポート

高圧気中開閉器 ＣＬＤ－４１７Ｓｅ－Ｄエナジー 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207015034
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＤ－３１７Ｓｅ－Ｃ 定格電圧７．２
ｋＶ　定格電流３００Ａ ＧＲ付き・方向（関東仕様） エナジーサポート

高圧気中開閉器 ＣＬＤ－３１７Ｓｅ－Ｃエナジー 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207015045
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＣＬＤ－４１７Ｓｅ－Ｃ 定格電圧７．２
ｋＶ　定格電流４００Ａ ＧＲ付き・方向（関東仕様） エナジーサポート

高圧気中開閉器 ＣＬＤ－４１７Ｓｅ－Ｃエナジー 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207014040
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 ＯＡＳ－ＨＣ５ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流２００Ａ 重耐塩
大垣電機

高圧気中開閉器 ＯＡＳ－ＨＣ５　２００Ａ　大垣 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207014042
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 ＯＡＳ－ＨＣ５ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流３００Ａ 重耐塩
大垣電機

高圧気中開閉器 ＯＡＳ－ＨＣ５　３００Ａ　大垣 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207014044
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 ＯＡＳ－ＨＣ５ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流４００Ａ 重耐塩
大垣電機

高圧気中開閉器 ＯＡＳ－ＨＣ５　４００Ａ　大垣 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207014046
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－Ｃ５ 定格電圧７．２ｋＶ　定格
電流２００Ａ ＧＲ付き 大垣電機

高圧気中開閉器 ＯＡＧ－Ｃ５　２００Ａ　大垣 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207014048
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－Ｃ５ 定格電圧７．２ｋＶ　定格
電流３００Ａ ＧＲ付き 大垣電機

高圧気中開閉器 ＯＡＧ－Ｃ５　３００Ａ　大垣 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207014050
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－Ｃ５ 定格電圧７．２ｋＶ　定格
電流４００Ａ ＧＲ付き 大垣電機

高圧気中開閉器 ＯＡＧ－Ｃ５　４００Ａ　大垣 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207014052
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－ＣＤ５ 定格電圧７．２ｋＶ　定
格電流２００Ａ ＧＲ付き・方向 大垣電機

高圧気中開閉器 ＯＡＧ－ＣＤ５　２００Ａ　大垣 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207014054
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－ＣＤ５ 定格電圧７．２ｋＶ　定
格電流３００Ａ ＧＲ付き・方向 大垣電機

高圧気中開閉器 ＯＡＧ－ＣＤ５　３００Ａ　大垣 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207014056
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－ＣＫ５ 定格電圧７．２ｋＶ　定
格電流３００Ａ （関東仕様） 大垣電機

高圧気中開閉器 ＯＡＧ－ＣＫ５　３００Ａ　大垣 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器
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配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207014058
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－ＣＫ５ 定格電圧７．２ｋＶ　定
格電流４００Ａ （関東仕様） 大垣電機

高圧気中開閉器 ＯＡＧ－ＣＫ５　４００Ａ　大垣 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207014060
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－ＣＤＫ５ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流３００Ａ 方向（関東仕様） 大垣電機

高圧気中開閉器 ＯＡＧ－ＣＤＫ５　３００Ａ大垣 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207014062
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＯＡＧ－ＣＤＫ５ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流４００Ａ 方向（関東仕様） 大垣電機

高圧気中開閉器 ＯＡＧ－ＣＤＫ５　４００Ａ大垣 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207013042
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＮＥＡＳ－２ＨＳ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流２００Ａ ＧＲ付き、重耐塩 日本高圧電気

高圧気中開閉器 ＮＥＡＳ－２ＨＳ　日本高圧 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207013044
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＮＥＡＳ－２ＨＳＤ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流２００Ａ ＧＲ付き、方向、重耐塩 日本高圧電気

高圧気中開閉器 ＮＥＡＳ－２ＨＳＤ　日本高圧 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207013046
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＮＥＡＳ－３ＭＨＳ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流３００Ａ ＧＲ付き、重耐塩 日本高圧電気

高圧気中開閉器 ＮＥＡＳ－３ＭＨＳ　日本高圧 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207013048
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＮＥＡＳ－３ＭＨＳＤ 定格電圧７．２ｋ
Ｖ　定格電流３００Ａ ＧＲ付き、方向、重耐塩 日本高圧電気

高圧気中開閉器 ＮＥＡＳ－３ＭＨＳＤ　日本高圧 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207013050
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＮＥＡＳ－３ＭＨＳＤＺ 定格電圧７．２
ｋＶ　定格電流３００Ａ ＧＲ・ＬＡ付き、方向、重耐塩 日本高圧電気

高圧気中開閉器 ＮＥＡＳ－３ＭＨＳＤＺ日本高圧 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207013052
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＮＥＡＳ－３ＭＨＳＤＶＣ 定格電圧７．
２ｋＶ　定格電流３００Ａ ＧＲ・ＶＴ・ＬＡ付き、方向、重耐塩 日本高圧電気

高圧気中開閉器 ＮＥＡＳ３ＭＨＳＤＶＣ日本高圧 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207016022
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＺＢ－３Ａ２ＤＪＶＴ 定格電圧７．２ｋ
Ｖ　定格電流３００Ａ ＧＲ・ＶＴ・ＬＡ付き・方向（関東仕様） 東光高岳

高圧気中開閉器 ＺＢ－３Ａ２Ｄ　ＪＶＴ　東光 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207016024
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＺＢ－３Ａ２ＤＳＴＶ 定格電圧７．２ｋ
Ｖ　定格電流３００Ａ ＧＲ・ＶＴ・ＬＡ付き・方向（関東仕様）　重耐塩 東光高岳

高圧気中開閉器 ＺＢ－３Ａ２Ｄ　ＳＴＶ　東光 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207012018
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＫＬＴ－ＰＡ－Ｎ１１ 定格電圧７．２ｋ
Ｖ　定格電流２００Ａ ＧＲ付き・耐塩 戸上電機製作所

高圧気中開閉器 ＫＬＴ－ＰＡ－Ｎ１１　２００Ａ 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207012026
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＫＬＴ－ＰＡ－Ｎ１１ 定格電圧７．２ｋ
Ｖ　定格電流３００Ａ ＧＲ付き・耐塩 戸上電機製作所

高圧気中開閉器 ＫＬＴ－ＰＡ－Ｎ１１　３００Ａ 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207012020
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＫＬＴ－ＰＡ－Ｄ２Ｎ１１ 定格電圧７．
２ｋＶ　定格電流２００Ａ ＧＲ付き・耐塩・方向 戸上電機製作所

高圧気中開閉器 ＫＬＴ－ＰＡ－Ｄ２Ｎ１１　戸上 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207012038
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＫＬＴ－ＰＳＡ－Ｄ２Ｎ１１ 定格電圧
７．２ｋＶ　定格電流３００Ａ ＧＲ付き・耐塩 戸上電機製作所

高圧気中開閉器 ＫＬＴ－ＰＳＡ－Ｄ２Ｎ１１戸上 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207012034
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＫＬＴ－ＰＡ－ＨＤ２Ｎ１０ 定格電圧
７．２ｋＶ　定格電流３００Ａ ＧＲ付き・耐塩（関東仕様） 戸上電機製作所

高圧気中開閉器 ＫＬＴ－ＰＡ－ＨＤ２Ｎ１０戸上 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207012036
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＫＬＴ－ＰＡ－ＨＮ１０ 定格電圧７．２
ｋＶ　定格電流３００Ａ ＧＲ付き・耐塩（関東仕様） 戸上電機製作所

高圧気中開閉器 ＫＬＴ－ＰＡ－ＨＮ１０　戸上 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207012040
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 （過電流ロック機構付） ＫＬＴ－ＰＡ－ＨＤ２Ｎ１０ＬＴ 定格電
圧７．２ｋＶ　定格電流３００Ａ ＧＲ・ＶＴ・ＬＡ付き（関東仕様） 戸上電機製作所

高圧気中開閉器 ＫＬＴ－ＰＡ－ＨＤ２Ｎ１０ＬＴ 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器
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配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207012009
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧気中開閉器 ＫＳＴ－ＫＡ－Ｎ１１ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流２００Ａ 耐
塩 戸上電機製作所

高圧気中開閉器 ＫＳＴ－ＫＡ－Ｎ１１　戸上 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207020002
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧ガス開閉器 ＧＳＴ－Ｃ－ＭＮ１１ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流２００Ａ 手
動式　耐塩 戸上電機製作所

高圧ガス開閉器 ＧＳＴ－Ｃ－ＭＮ１１　戸上 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207020011
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧ガス開閉器 ＧＳＮ－Ａ－Ｎ１１ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流２００Ａ 自動
式　耐塩 戸上電機製作所

高圧ガス開閉器 ＧＳＮ－Ａ－Ｎ１１　戸上 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207020003
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧ガス開閉器 （過電流ロック機構付） ＵＧＬ－Ｃ－Ｄ２ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流３００Ａ ＧＲ付き・方向 戸上電機製作所

高圧ガス開閉器 ＵＧＬ－Ｃ－Ｄ２　戸上 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207020005
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧ガス開閉器 （過電流ロック機構付） ＵＧＬ－Ｃ－Ｄ２Ｔ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流３００Ａ ＧＲ・ＶＴ付き　方向 戸上電機製作所

高圧ガス開閉器 ＵＧＬ－Ｃ－Ｄ２Ｔ　戸上 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207020009
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧交流ガス開閉器 （過電流ロック機構付） ＳＨ３０４ 定格電圧７．２ｋＶ　定
格電流３００Ａ ＧＲ・ＶＴ付き　方向 三英社製作所

高圧交流ガス開閉器 ＳＨ３０４　三英社製作所 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207020032
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧交流ガス開閉器 （過電流ロック機構付） ＺＤ－３Ａ１Ｄ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流３００Ａ ＧＲ・ＶＴ付き　方向 東光高岳

高圧交流ガス開閉器 ＺＤ－３Ａ１Ｄ　東光高岳 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207030016
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧自動真空開閉器 ＯＶＳ－ＭＣ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流２００Ａ コンデ
ンサー用 大垣電機

高圧自動真空開閉器 ＯＶＳ－ＭＣ　２００Ａ　大垣 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207030014
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧自動真空開閉器 ＯＶＳ－ＷＭ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流２００Ａ 予備線
切替用 大垣電機

高圧自動真空開閉器 ＯＶＳ－ＷＭ　２００Ａ　大垣 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207030008
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧自動真空開閉器 ＶＡＳ－Ｂ－ＡＮ１１ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流２００
Ａ 予備線切替用 戸上電機製作所

高圧自動真空開閉器 ＶＡＳＢＡＮ１１　２００Ａ戸上 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207030010
配電用制御機器（高圧用） 開閉器 高圧自動真空開閉器 ＶＡＳ－Ｂ－ＡＮ１１ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流３００
Ａ 予備線切替用 戸上電機製作所

高圧自動真空開閉器 ＶＡＳＢＡＮ１１　３００Ａ戸上 個 596 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219011002
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 広域形限流ヒューズ ＰＦＧ－１Ｓ－Ａ 定格電圧７．
２ｋＶ　定格電流２０Ａ　遮断電流４０ｋＡ ストライカー付き エナジーサポート

高圧　広域形限流ヒューズ ＰＦＧ－１Ｓ－Ａ　２０Ａエナジ 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219011004
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 広域形限流ヒューズ ＰＦＧ－１Ｓ－Ａ 定格電圧７．
２ｋＶ　定格電流３０Ａ　遮断電流４０ｋＡ ストライカー付き エナジーサポート

高圧　広域形限流ヒューズ ＰＦＧ－１Ｓ－Ａ　３０Ａエナジ 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219011006
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 広域形限流ヒューズ ＰＦＧ－１Ｓ－Ａ 定格電圧７．
２ｋＶ　定格電流５０Ａ　遮断電流４０ｋＡ ストライカー付き エナジーサポート

高圧　広域形限流ヒューズ ＰＦＧ－１Ｓ－Ａ　５０Ａエナジ 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219011008
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流７Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 エナジーサポート

高圧　万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１　７Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219011010
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流１０Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 エナジーサポート

高圧　万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１　１０Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219011012
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流２０Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 エナジーサポート

高圧　万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１　２０Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219011014
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流２５Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 エナジーサポート

高圧　万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１　２５Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ
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配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219011016
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流３０Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 エナジーサポート

高圧　万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１　３０Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219011018
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流５０Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 エナジーサポート

高圧　万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１　５０Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219011020
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） 万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流１００Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 エナジーサポート

高圧　万能形限流ヒューズ ＰＦＵ－１　１００Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219014002
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＨＨヒューズ ＳＣＦ－６／３０ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流３０Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 富士電機機器制御

高圧　ＨＨヒューズ ＳＣＦ－６／３０　３０Ａ　富士 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219014004
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＨＨヒューズ ＳＣＦ－６／５０ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流５０Ａ　遮断電流２０ｋＡ ホルダー別 富士電機機器制御

高圧　ＨＨヒューズ ＳＣＦ－６／５０　５０Ａ　富士 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219012026
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ 定格電圧７．２ｋＶ　定
格電流５Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機

高圧　ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ　５Ａ　三菱電機 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219012028
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ 定格電圧７．２ｋＶ　定
格電流１０Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機

高圧　ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ　１０Ａ　三菱電機 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219012030
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ 定格電圧７．２ｋＶ　定
格電流２０Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機

高圧　ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ　２０Ａ　三菱電機 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219012032
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ 定格電圧７．２ｋＶ　定
格電流３０Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機

高圧　ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ　３０Ａ　三菱電機 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219012034
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ 定格電圧７．２ｋＶ　定
格電流４０Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機

高圧　ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ　４０Ａ　三菱電機 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219012036
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ 定格電圧７．２ｋＶ　定
格電流５０Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機

高圧　ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ　５０Ａ　三菱電機 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219012038
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ 定格電圧７．２ｋＶ　定
格電流６０Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機

高圧　ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ　６０Ａ　三菱電機 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219012040
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ 定格電圧７．２ｋＶ　定
格電流７５Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機

高圧　ＣＬ形ヒューズ ＣＬ－ＬＢ　７５Ａ　三菱電機 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4219012058
配電用制御機器（高圧用） 電力ヒューズ（高圧限流ヒューズ） ＣＬ形ヒューズ ＣＬ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流
１００Ａ　遮断電流４０ｋＡ ホルダー別 三菱電機

高圧　ＣＬ形ヒューズ ＣＬ　１００Ａ　三菱電機 個 597 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081020
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＰＣ－６ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流３０Ａ 取付
金具付き エナジーサポート

高圧カットアウト ＰＣ－６　３０Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081022
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＰＣ－６ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流５０Ａ 取付
金具付き エナジーサポート

高圧カットアウト ＰＣ－６　５０Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081024
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＰＣ－７ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流１００Ａ 取
付金具付き エナジーサポート

高圧カットアウト ＰＣ－７　１００Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081038
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＰＣ－６Ｓ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流３０Ａ 取
付金具付き　耐塩用 エナジーサポート

耐塩用高圧カットアウト ＰＣ－６Ｓ　３０Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器
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配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081040
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＰＣ－７Ｓ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流１００Ａ
取付金具付き　耐塩用 エナジーサポート

耐塩用高圧カットアウト ＰＣ－７Ｓ　１００Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081026
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト Ｑヒューズ ＱＣ－１ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流７Ａ　遮断電流４
０ｋＡ ＰＣ－６用 エナジーサポート

高圧カットアウト用Ｑヒューズ ＱＣ－１　７Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081028
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト Ｑヒューズ ＱＣ－１ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流１０Ａ　遮断電流
４０ｋＡ ＰＣ－６用 エナジーサポート

高圧カットアウト用Ｑヒューズ ＱＣ－１　１０Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081030
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト Ｑヒューズ ＱＣ－１ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流１５Ａ　遮断電流
４０ｋＡ ＰＣ－６用 エナジーサポート

高圧カットアウト用Ｑヒューズ ＱＣ－１　１５Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081054 配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 操作棒 ＨＫＤ－１ エナジーサポート 操作棒 ＨＫＤ－１　エナジー 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081008
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 限流ヒューズ付高圧気中開閉器 ＰＦＳ－２０１Ｍ－Ａ 定格電圧７．２
ｋＶ　定格電流２００Ａ 手動式 エナジーサポート

限流ヒューズ付高圧気中開閉器 ＰＦＳ－２０１Ｍ－Ａ　手動 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081012
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 限流ヒューズ付高圧気中開閉器 ＰＦＳ－２０２ 定格電圧７．２ｋＶ
定格電流２００Ａ 手動式 エナジーサポート

限流ヒューズ付高圧気中開閉器 ＰＦＳ－２０２　手動　エナジー 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081014
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 限流ヒューズ付高圧気中開閉器 ＰＦＳ－２０１ＴＭ－Ａ 定格電圧７．
２ｋＶ　定格電流２００Ａ 自動式 エナジーサポート

限流ヒューズ付高圧気中開閉器 ＰＦＳ－２０１ＴＭ－Ａ　自動 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081060
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 限流ヒューズ付高圧気中開閉器 ＰＦＳ－２０５ＴＭ－Ａ 定格電圧７．
２ｋＶ　定格電流２００Ａ 自動式 エナジーサポート

限流ヒューズ付高圧気中開閉器 ＰＦＳ－２０５ＴＭ－Ａ　自動 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081006
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 箱形ヒューズホルダー ＰＦＨ－２ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流３０
Ａ 金具付き エナジーサポート

箱形ヒューズホルダー ＰＦＨ－２　エナジー 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081042
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト タイムラグヒューズ ＦＬ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流１～１０Ａ エ
ナジーサポート

タイムラグヒューズ ＦＬ　１～１０Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081044
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト ダブルヒューズ ＦＷＡ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流３～１０Ａ エナ
ジーサポート

ダブルヒューズ ＦＷＡ　３～１０Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081056
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト テンションヒューズ ＦＴ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流１～１０Ａ エ
ナジーサポート

テンションヒューズ ＦＴ　１～１０Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207081058
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト テンションヒューズ ＦＴＳ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流５～２０Ａ
エナジーサポート

テンションヒューズ ＦＴＳ　５～２０Ａ　エナジー 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207082002
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＦＣ－３０ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流３０Ａ 取
付金具付き 日本高圧電気

高圧カットアウト ＦＣ－３０　３０Ａ　日本高圧 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207082004
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＦＣ－５０ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流５０Ａ 取
付金具付き 日本高圧電気

高圧カットアウト ＦＣ－５０　５０Ａ　日本高圧 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207082006
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＦＣ－１００ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流１００
Ａ 取付金具付き 日本高圧電気

高圧カットアウト ＦＣ－１００　１００Ａ日本高圧 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207082008
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＦＣ－３０Ｃ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流３０Ａ
キュービクル専用 日本高圧電気

高圧カットアウト ＦＣ－３０Ｃ　３０Ａ　日本高圧 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器
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配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207082010
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 高圧カットアウト ＦＣ－５０Ｃ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流５０Ａ
キュービクル専用 日本高圧電気

高圧カットアウト ＦＣ－５０Ｃ　５０Ａ　日本高圧 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207082012
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト パワーヒューズ ＰＦ－１ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流７Ａ　遮断電
流４０ｋＡ ＦＣ－３０・５０用 日本高圧電気

高圧カットアウト用パワヒューズ ＰＦ－１　７Ａ　日本高圧電気 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207082014
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト パワーヒューズ ＰＦ－１ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流１０Ａ　遮断
電流４０ｋＡ ＦＣ－３０・５０用 日本高圧電気

高圧カットアウト用パワヒューズ ＰＦ－１　１０Ａ　日本高圧電気 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207082016
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト パワーヒューズ ＰＦ－１ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流１５Ａ　遮断
電流４０ｋＡ ＦＣ－３０・５０用 日本高圧電気

高圧カットアウト用パワヒューズ ＰＦ－１　１５Ａ　日本高圧電気 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207082020
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト ＣＦ遮断器 Ｎ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流３０Ａ 一般形 日本高圧
電気

ＣＦ遮断器 Ｎ　３０Ａ　日本高圧電気 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207082024
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト ＣＦ遮断器 ＮＬ－Ｂ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流３０Ａ 耐塩形 日
本高圧電気

ＣＦ遮断器 ＮＬ－Ｂ　３０Ａ　日本高圧電気 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207082028
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト ＣＦ遮断器 ＨＣ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流５０Ａ 大容量耐塩形
日本高圧電気

ＣＦ遮断器 ＨＣ　５０Ａ　日本高圧電気 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207082032 配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト 操作棒 ＦＨ－２Ｔ ＣＦ・ＦＣ共用　４４０ｍｍ 日本高圧電気 操作棒 ＦＨ－２Ｔ　４４０　日本高圧 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207082038
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト タイムラグヒューズ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流２～１０Ａ ＣＦ・
ＦＣ共用 日本高圧電気

タイムラグヒューズ ２～１０Ａ　日本高圧電気 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207082040
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト タイムラグヒューズ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流１５～２０Ａ Ｃ
Ｆ・ＦＣ共用 日本高圧電気

タイムラグヒューズ １５～２０Ａ　日本高圧電気 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207082048
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト テンションヒューズ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流３～１０Ａ ＣＦ・
ＦＣ共用 日本高圧電気

テンションヒューズ ３～１０Ａ　日本高圧電気 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207082050
配電用制御機器（高圧用） 高圧カットアウト テンションヒューズ 定格電圧７．２ｋＶ　定格電流１５～３０Ａ Ｃ
Ｆ・ＦＣ共用 日本高圧電気

テンションヒューズ １５～３０Ａ　日本高圧電気 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207111023 配電用制御機器（高圧用） 保護継電器 過電流継電器 Ｋ２ＯＣ－ＡＣＮ 高圧受電設備用 オムロン 過電流継電器 Ｋ２ＯＣ－ＡＣＮ　オムロン 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207111025 配電用制御機器（高圧用） 保護継電器 過電流継電器 Ｋ２ＯＣ－ＡＶＮ 高圧受電設備用 オムロン 過電流継電器 Ｋ２ＯＣ－ＡＶＮ　オムロン 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207111027 配電用制御機器（高圧用） 保護継電器 地絡方向継電器 Ｋ２ＤＧ－ＡＶ１ Ｒ２ケース　高圧受電設備用 オムロン 地絡方向継電器 Ｋ２ＤＧ－ＡＶ１　オムロン 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207113002 配電用制御機器（高圧用） 保護継電器 過電流継電器 ＭＯＣ－Ａ１Ｖ－Ｒ 定格５（Ａ）　静止形 三菱電機 過電流継電器 ＭＯＣ－Ａ１Ｖ－Ｒ　三菱電機 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207113006 配電用制御機器（高圧用） 保護継電器 地絡方向継電器 ＭＤＧ－Ａ１Ｖ－Ｒ 定格１００／１１０Ｖ　静止形 三菱電機 地絡方向継電器 ＭＤＧ－Ａ１Ｖ－Ｒ　三菱電機 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207102030
配電用制御機器（高圧用） 電磁接触器 高圧真空電磁接触器 ＨＮ４６ＡＰ－２Ｓ１ 定格電圧３．３／６．６ｋＶ　定
格電流２００Ａ　遮断電流４ｋＡ 富士電機機器制御

高圧真空電磁接触器 ＨＮ４６ＡＰ－２Ｓ１　富士 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器
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配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207102032
配電用制御機器（高圧用） 電磁接触器 高圧真空電磁接触器 ＨＮ４６ＡＰ－４Ｓ１ 定格電圧３．３／６．６ｋＶ　定
格電流４００Ａ　遮断電流４ｋＡ 富士電機機器制御

高圧真空電磁接触器 ＨＮ４６ＡＰ－４Ｓ１　富士 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品― 4207102034
配電用制御機器（高圧用） 電磁接触器 高圧真空電磁接触器 ＨＮ４６ＡＸ－２Ｓ１Ａ 定格電圧３．３／６．６ｋＶ
定格電流２００Ａ　遮断電流４ｋＡ 富士電機機器制御

高圧真空電磁接触器 ＨＮ４６ＡＸ－２Ｓ１Ａ　富士 個 597 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071722
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズブレーカ） Ｅ５０－ＮＦ 極数３　電圧６９０Ｖ
フレーム５０Ａ　遮断電流５ｋＡ／２２０Ｖ・２．５ｋＡ／４６０Ｖ 寺崎電気産業

ノーヒューズブレーカ（低圧） Ｅ５０－ＮＦ　３Ｐ　寺崎 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071724
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズブレーカ） Ｅ１００－ＮＦ 極数３　電圧６９０Ｖ
フレーム１００Ａ　遮断電流２５ｋＡ／２２０Ｖ・１０ｋＡ／４６０Ｖ 寺崎電気産業

ノーヒューズブレーカ（低圧） Ｅ１００－ＮＦ　３Ｐ　寺崎 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071726
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズブレーカ） Ｅ２２５－ＮＦ 極数３　電圧６９０Ｖ
フレーム２２５Ａ　遮断電流３５ｋＡ／２２０Ｖ・１５ｋＡ／４６０Ｖ 寺崎電気産業

ノーヒューズブレーカ（低圧） Ｅ２２５－ＮＦ　３Ｐ　寺崎 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071730
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズブレーカ） Ｅ４００－ＮＦ 極数３　電圧６９０Ｖ
フレーム４００Ａ　遮断電流３５ｋＡ／２２０Ｖ・２５ｋＡ／４６０Ｖ 寺崎電気産業

ノーヒューズブレーカ（低圧） Ｅ４００－ＮＦ　３Ｐ　寺崎 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071741
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズブレーカ） Ｓ５０－ＣＦ 極数３　電圧６９０Ｖ
フレーム５０Ａ　遮断電流１０ｋＡ／２２０Ｖ・７．５ｋＡ／４６０Ｖ 寺崎電気産業

ノーヒューズブレーカ（低圧） Ｓ５０－ＣＦ　３Ｐ　寺崎 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071742
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズブレーカ） Ｓ４００－ＣＦ 極数３　電圧６９０Ｖ
フレーム４００Ａ　遮断電流５０ｋＡ／２２０Ｖ・３６ｋＡ／４６０Ｖ 寺崎電気産業

ノーヒューズブレーカ（低圧） Ｓ４００－ＣＦ　３Ｐ　寺崎 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071744
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズブレーカ） Ｓ６３０－ＣＦ 極数３　電圧６９０Ｖ
フレーム６３０Ａ　遮断電流５０ｋＡ／２２０Ｖ・３６ｋＡ／４６０Ｖ 寺崎電気産業

ノーヒューズブレーカ（低圧） Ｓ６３０－ＣＦ　３Ｐ　寺崎 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071620
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （配線用遮断器） ＴＮ－Ｓ３０Ｂ 極数３　電圧４６０Ｖ　フレー
ム３０Ａ　遮断電流５ｋＡ／２２０Ｖ・２．５ｋＡ／４６０Ｖ 戸上電機製作所

配線用遮断器（低圧） ＴＮ－Ｓ３０Ｂ　３Ｐ　戸上 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071622
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （配線用遮断器） ＴＮ－Ｓ５０Ｂ 極数３　電圧４６０Ｖ　フレー
ム５０Ａ　遮断電流２５ｋＡ／２２０Ｖ・１０ｋＡ／４６０Ｖ 戸上電機製作所

配線用遮断器（低圧） ＴＮ－Ｓ５０Ｂ　３Ｐ　戸上 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071632
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （配線用遮断器） ＴＮ－Ｓ１００Ｃ 極数３　電圧４６０Ｖ　フ
レーム１００Ａ　遮断電流５０ｋＡ／２２０Ｖ・３０ｋＡ／４６０Ｖ 戸上電機製作所

配線用遮断器（低圧） ＴＮ－Ｓ１００Ｃ　３Ｐ　戸上 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071634
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （配線用遮断器） ＴＮ－Ｓ２２５Ｂ 極数３　電圧４６０Ｖ　フ
レーム２２５Ａ　遮断電流６５ｋＡ／２２０Ｖ・３５ｋＡ／４６０Ｖ 戸上電機製作所

配線用遮断器（低圧） ＴＮ－Ｓ２２５Ｂ　３Ｐ　戸上 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071636
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （配線用遮断器） ＴＮ－Ｓ４００Ｂ 極数３　電圧４６０Ｖ　フ
レーム４００Ａ　遮断電流８５ｋＡ／２２０Ｖ・５０ｋＡ／４６０Ｖ 戸上電機製作所

配線用遮断器（低圧） ＴＮ－Ｓ４００Ｂ　３Ｐ　戸上 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071630
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （配線用遮断器） ＴＮ－Ｓ６００ 極数３　電圧４６０Ｖ　フレー
ム６００Ａ　遮断電流８５ｋＡ／２２０Ｖ・５０ｋＡ／４６０Ｖ 戸上電機製作所

配線用遮断器（低圧） ＴＮ－Ｓ６００　３Ｐ　戸上 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071132
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ＦＭサーキットブレーカ） ＮＳ３２Ａ 極数２　電圧６００Ｖ
フレーム３０Ａ　遮断電流１０ｋＡ／２２０Ｖ・７．５ｋＡ／４６０Ｖ 日幸電機製作所

ＦＭサーキットブレーカ（低圧） ＮＳ３２Ａ　２Ｐ　日幸 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071134
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ＦＭサーキットブレーカ） ＮＳ３３Ａ 極数３　電圧６００Ｖ
フレーム３０Ａ　遮断電流１０ｋＡ／２２０Ｖ・７．５ｋＡ／４６０Ｖ 日幸電機製作所

ＦＭサーキットブレーカ（低圧） ＮＳ３３Ａ　３Ｐ　日幸 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071136
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ＦＭサーキットブレーカ） ＮＳ５２Ａ 極数２　電圧６００Ｖ
フレーム５０Ａ　遮断電流１０ｋＡ／２２０Ｖ・７．５ｋＡ／４６０Ｖ 日幸電機製作所

ＦＭサーキットブレーカ（低圧） ＮＳ５２Ａ　２Ｐ　日幸 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器
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配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071140
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ＦＭサーキットブレーカ） ＮＳ１０３Ａ 極数３　電圧６００Ｖ
フレーム１００Ａ　遮断電流５０ｋＡ／２２０Ｖ・２５ｋＡ／４６０Ｖ 日幸電機製作所

ＦＭサーキットブレーカ（低圧） ＮＳ１０３Ａ　３Ｐ　日幸 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071142
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ＦＭサーキットブレーカ） ＮＳ２０３Ａ 極数３　電圧６００Ｖ
フレーム２２５Ａ　遮断電流５０ｋＡ／２２０Ｖ・２５ｋＡ／４６０Ｖ 日幸電機製作所

ＦＭサーキットブレーカ（低圧） ＮＳ２０３Ａ　３Ｐ　日幸 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071144
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ＦＭサーキットブレーカ） ＯＳ４０３Ｄ 極数３　電圧５５０Ｖ
フレーム４００Ａ　遮断電流８５ｋＡ／２２０Ｖ・５０ｋＡ／４６０Ｖ 日幸電機製作所

ＦＭサーキットブレーカ（低圧） ＯＳ４０３Ｄ　３Ｐ　日幸 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071479
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器） ＦＸＫ６０－Ｓ 極数２　電圧６９０Ｖ
フレーム５０Ａ　遮断電流３５ｋＡ／２２０Ｖ・１０ｋＡ／４６０Ｖ 日立産機システム

ヒューズフリー遮断器（低圧） ＦＸＫ６０－Ｓ　２Ｐ　日立 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071480
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器） ＦＸＫ１２５－Ｓ 極数２　電圧６９０
Ｖ　フレーム１００Ａ　遮断電流５０ｋＡ／２２０Ｖ・３０ｋＡ／４６０Ｖ 日立産機システム

ヒューズフリー遮断器（低圧） ＦＸＫ１２５－Ｓ　２Ｐ　日立 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071481
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器） ＦＸＫ２５０－Ｓ 極数３　電圧６９０
Ｖ　フレーム２２５Ａ　遮断電流５０ｋＡ／２２０Ｖ・３０ｋＡ／４６０Ｖ 日立産機システム

ヒューズフリー遮断器（低圧） ＦＸＫ２５０－Ｓ　３Ｐ　日立 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071415
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器） ＦＸ４００ 極数３　電圧６００Ｖ　フ
レーム４００Ａ　遮断電流１００ｋＡ／２２０Ｖ・５０ｋＡ／４６０Ｖ 日立産機システム

ヒューズフリー遮断器（低圧） ＦＸ４００　３Ｐ　日立 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071417
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器） ＦＸ６００ 極数３　電圧６００Ｖ　フ
レーム６００Ａ　遮断電流１００ｋＡ／２２０Ｖ・５０ｋＡ／４６０Ｖ 日立産機システム

ヒューズフリー遮断器（低圧） ＦＸ６００　３Ｐ　日立 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071482
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器） ＳＸＫ６０－Ｃ 極数３　電圧６９０Ｖ
フレーム５０Ａ　遮断電流１５ｋＡ／２２０Ｖ・７．５ｋＡ／４６０Ｖ 日立産機システム

ヒューズフリー遮断器（低圧） ＳＸＫ６０－Ｃ　３Ｐ　日立 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071483
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器） ＳＸＫ１２５－Ｃ 極数３　電圧６９０
Ｖ　フレーム１００Ａ　遮断電流３５ｋＡ／２２０Ｖ・１０ｋＡ／４６０Ｖ 日立産機システム

ヒューズフリー遮断器（低圧） ＳＸＫ１２５－Ｃ　３Ｐ　日立 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071275
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （オートブレーカ） ＢＷ３２ＡＡＧ 極数３　電圧５００Ｖ　フ
レーム３０Ａ　遮断電流２．５ｋＡ／２２０Ｖ・１．５ｋＡ／４６０Ｖ 富士電機機器制御

オートブレーカ（低圧） ＢＷ３２ＡＡＧ　３Ｐ　富士 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071276
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （オートブレーカ） ＢＷ６３ＥＡＧ 極数３　電圧６９０Ｖ　フ
レーム６０Ａ　遮断電流５ｋＡ／２２０Ｖ・２．５ｋＡ／４６０Ｖ 富士電機機器制御

オートブレーカ（低圧） ＢＷ６３ＥＡＧ　３Ｐ　富士 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071277
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （オートブレーカ） ＢＷ１００ＥＡＧ 極数３　電圧６９０Ｖ　フ
レーム１００Ａ　遮断電流２５ｋＡ／２２０Ｖ・１０ｋＡ／４６０Ｖ 富士電機機器制御

オートブレーカ（低圧） ＢＷ１００ＥＡＧ　３Ｐ　富士 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071278
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （オートブレーカ） ＢＷ２５０ＥＡＧ 極数３　電圧６９０Ｖ　フ
レーム２５０Ａ　遮断電流４０ｋＡ／２２０Ｖ・２５ｋＡ／４６０Ｖ 富士電機機器制御

オートブレーカ（低圧） ＢＷ２５０ＥＡＧ　３Ｐ　富士 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071279
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （オートブレーカ） ＢＷ１２５ＲＡＧ 極数３　電圧６９０Ｖ　フ
レーム１００Ａ　遮断電流１００ｋＡ／２２０Ｖ・５０ｋＡ／４６０Ｖ 富士電機機器制御

オートブレーカ（低圧） ＢＷ１２５ＲＡＧ　３Ｐ　富士 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071280
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （オートブレーカ） ＢＷ４００ＲＡＧ 極数３　電圧６９０Ｖ　フ
レーム４００Ａ　遮断電流８５ｋＡ／２２０Ｖ・３６ｋＡ／４６０Ｖ 富士電機機器制御

オートブレーカ（低圧） ＢＷ４００ＲＡＧ　３Ｐ　富士 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207072002
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （サーキットブレーカＢＣＷ型） ＢＣＷ－３０ 極数２　電圧１０
０－２００－４１５Ｖ　フレーム３０Ａ　遮断電流２．５ｋＡ／２００Ｖ・１．５ｋＡ／４１５Ｖ パナソニック

サーキットブレーカＢＣＷ型低圧 ＢＣＷ－３０　２Ｐパナソニック 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207072004
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （サーキットブレーカＢＣＷ型） ＢＣＷ－１００ 極数３　電圧１
００－２００－４１５Ｖ　フレーム１００Ａ　遮断電流２５ｋＡ／２００Ｖ・５ｋＡ／４１５Ｖ パナソニック

サーキットブレーカＢＣＷ型低圧 ＢＣＷ－１００　３Ｐ　パナ 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器
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配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207072016
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （サーキットブレーカＢＣＷ型） ＢＣＷ－２２５Ｃ 極数３　電圧
１００－２００－４１５Ｖ　フレーム２２５Ａ　遮断電流５０ｋＡ／２００Ｖ・２５ｋＡ／４１５Ｖ パナソニック

サーキットブレーカＢＣＷ型低圧 ＢＣＷ－２２５Ｃ　３Ｐ　パナ 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071506
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ３２－ＳＶ 極数２　電圧６００Ｖ
フレーム３０Ａ　遮断電流７．５ｋＡ／２２０Ｖ・２．５ｋＡ／４６０Ｖ 三菱電機

ノーヒューズ遮断器（低圧） ＮＦ３２－ＳＶ　２Ｐ　三菱 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071516
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ１２５－ＳＶ 極数３　電圧６９０Ｖ
フレーム１００Ａ　遮断電流５０ｋＡ／２２０Ｖ・２５ｋＡ／４６０Ｖ 三菱電機

ノーヒューズ遮断器（低圧） ＮＦ１２５－ＳＶ　３Ｐ　三菱 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071520
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ４００－ＳＷ 極数３　電圧６９０Ｖ
フレーム４００Ａ　遮断電流８５ｋＡ／２２０Ｖ・５０ｋＡ／４６０Ｖ 三菱電機

ノーヒューズ遮断器（低圧） ＮＦ４００－ＳＷ　３Ｐ　三菱 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071522
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ６３０－ＳＷ 極数３　電圧６９０Ｖ
フレーム６３０Ａ　遮断電流８５ｋＡ／２２０Ｖ・５０ｋＡ／４６０Ｖ 三菱電機

ノーヒューズ遮断器（低圧） ＮＦ６３０－ＳＷ　３Ｐ　三菱 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071585
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ３０－ＣＳ 極数２　電圧５００Ｖ
フレーム３０Ａ　遮断電流２．５ｋＡ／２２０Ｖ・１．５ｋＡ／４６０Ｖ 三菱電機

ノーヒューズ遮断器（低圧） ＮＦ３０－ＣＳ　２Ｐ　三菱 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071528
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ６３－ＣＶ 極数２　電圧６００Ｖ
フレーム５０Ａ　遮断電流７．５ｋＡ／２２０Ｖ・２．５ｋＡ／４６０Ｖ 三菱電機

ノーヒューズ遮断器（低圧） ＮＦ６３－ＣＶ　２Ｐ　三菱 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071534
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ１２５－ＣＶ 極数３　電圧６００Ｖ
フレーム１００Ａ　遮断電流３０ｋＡ／２２０Ｖ・１０ｋＡ／４６０Ｖ 三菱電機

ノーヒューズ遮断器（低圧） ＮＦ１２５－ＣＶ　３Ｐ　三菱 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071538
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ２５０－ＣＶ 極数３　電圧６００Ｖ
フレーム２２５Ａ　遮断電流３６ｋＡ／２２０Ｖ・１５ｋＡ／４６０Ｖ 三菱電機

ノーヒューズ遮断器（低圧） ＮＦ２５０－ＣＶ　３Ｐ　三菱 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071542
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ノーヒューズ遮断器） ＮＦ４００－ＣＷ 極数３　電圧６９０Ｖ
フレーム４００Ａ　遮断電流５０ｋＡ／２２０Ｖ・２５ｋＡ／４６０Ｖ 三菱電機

ノーヒューズ遮断器（低圧） ＮＦ４００－ＣＷ　３Ｐ　三菱 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071920
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ モーターブレーカ ＭＮＹ３３Ａ 極数３　電圧６００Ｖ　フレーム３０Ａ　遮断
電流５ｋＡ／２２０Ｖ・２．５ｋＡ／４６０Ｖ 日幸電機製作所

モーターブレーカ（低圧） ＭＮＹ３３Ａ　３Ｐ　日幸 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071922
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ モーターブレーカ ＭＮＹ５３Ａ 極数３　電圧６００Ｖ　フレーム５０Ａ　遮断
電流５ｋＡ／２２０Ｖ・２．５ｋＡ／４６０Ｖ 日幸電機製作所

モーターブレーカ（低圧） ＭＮＹ５３Ａ　３Ｐ　日幸 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071924
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ モーターブレーカ ＭＮＹ１０３Ａ 極数３　電圧６００Ｖ　フレーム１００Ａ
遮断電流２５ｋＡ／２２０Ｖ・１０ｋＡ／４６０Ｖ 日幸電機製作所

モーターブレーカ（低圧） ＭＮＹ１０３Ａ　３Ｐ　日幸 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071470
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ モーターブレーカ （ヒューズフリー遮断器） ＭＳ－３０Ｅ 極数３　電圧５００
Ｖ　フレーム３０Ａ　遮断電流５ｋＡ／２２０Ｖ・１．５ｋＡ／４６０Ｖ 日立産機システム

ヒューズフリー遮断器（低圧） ＭＳ－３０Ｅ　３Ｐ　日立 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071484
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ モーターブレーカ （ヒューズフリー遮断器） ＭＳ－５０ＥＢ 極数３　電圧５０
０Ｖ　フレーム５０Ａ　遮断電流５ｋＡ／２２０Ｖ・１．５ｋＡ／４６０Ｖ 日立産機システム

ヒューズフリー遮断器（低圧） ＭＳ－５０ＥＢ　３Ｐ　日立 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071281
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ モーターブレーカ （オートブレーカ） ＢＷ３２ＡＡＭ 極数３　電圧５００Ｖ
フレーム３２Ａ　遮断電流２．５ｋＡ／２２０Ｖ・１．５ｋＡ／４６０Ｖ 富士電機機器制御

オートブレーカ（低圧） ＢＷ３２ＡＡＭ　３Ｐ　富士 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071282
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ モーターブレーカ （オートブレーカ） ＢＷ５０ＥＡＭ 極数３　電圧６９０Ｖ
フレーム５０Ａ　遮断電流５ｋＡ／２２０Ｖ・２．５ｋＡ／４６０Ｖ 富士電機機器制御

オートブレーカ（低圧） ＢＷ５０ＥＡＭ　３Ｐ　富士 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071283
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ モーターブレーカ （オートブレーカ） ＢＷ１００ＥＡＭ 極数３　電圧６９０Ｖ
フレーム１００Ａ　遮断電流２５ｋＡ／２２０Ｖ・１０ｋＡ／４６０Ｖ 富士電機機器制御

オートブレーカ（低圧） ＢＷ１００ＥＡＭ　３Ｐ　富士 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器
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配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071284
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ モーターブレーカ （オートブレーカ） ＢＷ２５０ＥＡＭ 極数３　電圧６９０Ｖ
フレーム２００Ａ　遮断電流３６ｋＡ／２２０Ｖ・１８ｋＡ／４６０Ｖ 富士電機機器制御

オートブレーカ（低圧） ＢＷ２５０ＥＡＭ　３Ｐ　富士 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071588
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ モーターブレーカ （ノーヒューズ遮断器） ＭＢ３０－ＣＳ 極数３　電圧５００
Ｖ　フレーム３０Ａ　遮断電流２．５ｋＡ／２２０Ｖ・１．５ｋＡ／４６０Ｖ 三菱電機

ノーヒューズ遮断器（低圧） ＭＢ３０－ＣＳ　３Ｐ　三菱 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071590
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ モーターブレーカ （ノーヒューズ遮断器） ＭＢ　ＮＦ６３－ＣＶ 極数３　電圧
５００Ｖ　フレーム５０Ａ　遮断電流７．５ｋＡ／２２０Ｖ・２．５ｋＡ／４６０Ｖ 三菱電機

ノーヒューズ遮断器（低圧） ＭＢＮＦ６３－ＣＶ　３Ｐ　三菱 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071592
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ モーターブレーカ （ノーヒューズ遮断器） ＭＢ　ＮＦ１２５－ＳＶ 極数３　電
圧５００Ｖ　フレーム１００Ａ　遮断電流５０ｋＡ／２２０Ｖ・２５ｋＡ／４６０Ｖ 三菱電機

ノーヒューズ遮断器（低圧） ＭＢＮＦ１２５－ＳＶ　３Ｐ三菱 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071594
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ モーターブレーカ （ノーヒューズ遮断器） ＭＢ　ＮＦ２５０－ＳＶ 極数３　電
圧５００Ｖ　フレーム２２５Ａ　遮断電流８５ｋＡ／２２０Ｖ・３６ｋＡ／４６０Ｖ 三菱電機

ノーヒューズ遮断器（低圧） ＭＢＮＦ２５０－ＳＶ　３Ｐ三菱 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071852
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 安全ブレーカ Ｂ－１ＥＡ 極数２　素子数１　電圧１００Ｖ　定格電流３０Ａ
遮断電流１．５ｋＡ／１１０Ｖ テンパール工業

安全ブレーカ（低圧） Ｂ－１ＥＡ　２Ｐ　テンパール 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071854
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 安全ブレーカ Ｂ－２ＥＡ 極数２　素子数２　電圧１００／２００Ｖ　定格電流
３０Ａ　遮断電流１．５ｋＡ／１１０Ｖ テンパール工業

安全ブレーカ（低圧） Ｂ－２ＥＡ　２Ｐ　テンパール 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071849
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 安全ブレーカ Ｂ－１ＨＥＡ 極数２　素子数１　電圧１００Ｖ　定格電流３０Ａ
遮断電流２．５ｋＡ／１１０Ｖ テンパール工業

安全ブレーカ（低圧） Ｂ－１ＨＥＡ　２Ｐ　テンパール 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071856
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 安全ブレーカ Ｂ－２ＨＥＡ 極数２　素子数２　電圧１００／２００Ｖ　定格電
流３０Ａ　遮断電流２．５ｋＡ／１１０Ｖ テンパール工業

安全ブレーカ（低圧） Ｂ－２ＨＥＡ　２Ｐ　テンパール 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207072102
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 安全ブレーカ ＳＢ３１Ｈ 極数２　素子数１　電圧１００Ｖ　定格電流１５Ａ
遮断電流１．５ｋＡ／１１０Ｖ 東芝ライテック

安全ブレーカ（低圧） ＳＢ３１Ｈ　２Ｐ　１５Ａ　東芝 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207072104
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 安全ブレーカ ＳＢ３１Ｈ 極数２　素子数１　電圧１００Ｖ　定格電流２０Ａ
遮断電流１．５ｋＡ／１１０Ｖ 東芝ライテック

安全ブレーカ（低圧） ＳＢ３１Ｈ　２Ｐ　２０Ａ　東芝 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207072106
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 安全ブレーカ ＳＢ３１Ｈ 極数２　素子数１　電圧１００Ｖ　定格電流３０Ａ
遮断電流１．５ｋＡ／１１０Ｖ 東芝ライテック

安全ブレーカ（低圧） ＳＢ３１Ｈ　２Ｐ　３０Ａ　東芝 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071904
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 安全ブレーカ ＣＢ３２Ｘ 極数２　素子数２　電圧１００／２００Ｖ　定格電流
２０Ａ　遮断電流１．５ｋＡ／１１０Ｖ 日東工業

安全ブレーカ（低圧） ＣＢ３２Ｘ　２０Ａ　日東工業 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071906
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 安全ブレーカ ＣＢ３２Ｘ 極数２　素子数２　電圧１００／２００Ｖ　定格電流
３０Ａ　遮断電流１．５ｋＡ／１１０Ｖ 日東工業

安全ブレーカ（低圧） ＣＢ３２Ｘ　３０Ａ　日東工業 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207072008
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 安全ブレーカ ＨＢ－１Ｅ 極数２　素子数１　電圧１００Ｖ　定格電流２０Ａ
遮断電流１．５ｋＡ／１１０Ｖ パナソニック

安全ブレーカ（低圧） ＨＢ－１Ｅ　２Ｐ　２０Ａ　パナ 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207072010
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 安全ブレーカ ＨＢ－１Ｅ 極数２　素子数１　電圧１００Ｖ　定格電流３０Ａ
遮断電流１．５ｋＡ／１１０Ｖ パナソニック

安全ブレーカ（低圧） ＨＢ－１Ｅ　２Ｐ　３０Ａ　パナ 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207072012
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 安全ブレーカ ＨＢ－２Ｅ 極数２　素子数２　電圧１００／２００Ｖ　定格電流
２０Ａ　遮断電流１．５ｋＡ／１１０Ｖ パナソニック

安全ブレーカ（低圧） ＨＢ－２Ｅ　２Ｐ　２０Ａ　パナ 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207072014
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 安全ブレーカ ＨＢ－２Ｅ 極数２　素子数２　電圧１００／２００Ｖ　定格電流
３０Ａ　遮断電流１．５ｋＡ／１１０Ｖ パナソニック

安全ブレーカ（低圧） ＨＢ－２Ｅ　２Ｐ　３０Ａ　パナ 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器
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配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071858
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＧＢ－１ＺＡ 極数２　電圧１００Ｖ　フレーム３０Ａ　遮断電流
１．５ｋＡ／１１０Ｖ テンパール工業

漏電遮断器（低圧） ＧＢ－１ＺＡ　２Ｐ　テンパール 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071822
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＧＢ－２ＥＡ 極数２　電圧１００－１００／２００－２００Ｖ　フ
レーム３０Ａ　遮断電流１．５ｋＡ／１１０Ｖ テンパール工業

漏電遮断器（低圧） ＧＢ－２ＥＡ　２Ｐ　テンパール 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071830
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＧＢ－６３ＥＣ 極数３　電圧１００－２００Ｖ　フレーム６０Ａ
遮断電流５ｋＡ／１００Ｖ テンパール工業

漏電遮断器（低圧） ＧＢ－６３ＥＣ　３Ｐテンパール 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071832
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＧＢ－１０３ＥＣ 極数３　電圧１００－２００Ｖ　フレーム１００
Ａ　遮断電流１０ｋＡ／１００Ｖ テンパール工業

漏電遮断器（低圧） ＧＢ１０３ＥＣ　３Ｐテンパール 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071864
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＧＢ－１５３ＥＣ 極数３　電圧２００－４１５Ｖ　フレーム１５０
Ａ　遮断電流７．５ｋＡ／４１５Ｖ テンパール工業

漏電遮断器（低圧） ＧＢ１５３ＥＣ　３Ｐテンパール 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071836
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＧＢ－２２３ＥＡ 極数３　電圧２００－４１５Ｖ　フレーム２２５
Ａ　遮断電流１８ｋＡ／４１５Ｖ テンパール工業

漏電遮断器（低圧） ＧＢ２２３ＥＡ　３Ｐテンパール 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071868
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器（地絡保護専用） ＧＴ－２ＺＡ 極数２　電圧１００－２００Ｖ　フ
レーム３０Ａ　定格短時間電流１．５ｋＡ テンパール工業

漏電遮断器（低圧）地絡専用 ＧＴ－２ＺＡ　２Ｐ　テンパール 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071846
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器（地絡保護専用） ＧＴ－２ＥＡ 極数２　電圧１００－２００Ｖ　フ
レーム３０Ａ　定格短時間電流２．５ｋＡ テンパール工業

漏電遮断器（低圧）地絡専用 ＧＴ－２ＥＡ　２Ｐ　テンパール 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071848
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器（地絡保護専用） ＧＴ－３１ＥＡ 極数３　電圧１００－２００Ｖ
フレーム３０Ａ　定格短時間電流２．５ｋＡ テンパール工業

漏電遮断器（低圧）地絡専用 ＧＴ－３１ＥＡ　３Ｐテンパール 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071124
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＹ３３Ａ 極数３　電圧１００－２００Ｖ　フレーム３０Ａ　遮断
電流５ｋＡ／１００Ｖ 日幸電機製作所

漏電遮断器（低圧） ＥＹ３３Ａ　３Ｐ　日幸 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071126
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＹ５３Ａ 極数３　電圧１００－２００Ｖ　フレーム５０Ａ　遮断
電流５ｋＡ／１００Ｖ 日幸電機製作所

漏電遮断器（低圧） ＥＹ５３Ａ　３Ｐ　日幸 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071128
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＹ１０３Ａ 極数３　電圧１００－２００－４１５Ｖ　フレーム１
００Ａ　遮断電流２５ｋＡ／１００Ｖ・１０ｋＡ／４１５Ｖ 日幸電機製作所

漏電遮断器（低圧） ＥＹ１０３Ａ　３Ｐ　日幸 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071131
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＹ２０３Ａ 極数３　電圧１００－２００－４１５Ｖ　フレーム２
２５Ａ　遮断電流２５ｋＡ／１００Ｖ・１５ｋＡ／４１５Ｖ 日幸電機製作所

漏電遮断器（低圧） ＥＹ２０３Ａ　３Ｐ　日幸 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071910
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＧＥ５３Ｃ 極数３　電圧１００－２００Ｖ　フレーム５０Ａ　遮断
電流２．５ｋＡ／１００Ｖ 日東工業

漏電遮断器（低圧） ＧＥ５３Ｃ　３Ｐ　日東工業 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071914
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＧＥ６３Ａ 極数３　電圧１００－２００－４１５Ｖ　フレーム６０
Ａ　遮断電流１０ｋＡ／１００Ｖ・５ｋＡ／４１５Ｖ 日東工業

漏電遮断器（低圧） ＧＥ６３Ａ　３Ｐ　日東工業 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071916
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＧＥ１０３Ａ 極数３　電圧１００－２００－４１５Ｖ　フレーム１
００Ａ　遮断電流２５ｋＡ／１００Ｖ・１０ｋＡ／４１５Ｖ 日東工業

漏電遮断器（低圧） ＧＥ１０３Ａ　３Ｐ　日東工業 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071926
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器（地絡保護専用） ＧＮ３２ 極数２　電圧１００－２００Ｖ　フレー
ム３０Ａ　短絡遮断電流２．５ｋＡ／１００Ｖ 日東工業

漏電遮断器（低圧）地絡専用 ＧＮ３２　２Ｐ　日東工業 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071429
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＢ－５０Ｅ 極数２　電圧１００－２００Ｖ　フレーム５０Ａ　遮
断電流５ｋＡ／１００Ｖ 日立産機システム

漏電遮断器（低圧） ＥＢ－５０Ｅ　２Ｐ　日立 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器
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配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071467
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＢ－５０Ｅ 極数３　電圧１００－２００Ｖ　フレーム５０Ａ　遮
断電流５ｋＡ／１００Ｖ 日立産機システム

漏電遮断器（低圧） ＥＢ－５０Ｅ　３Ｐ　日立 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071485
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＸＫ１２５－Ｃ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム１００
Ａ　遮断電流３５ｋＡ／１００Ｖ・１０ｋＡ／４１５Ｖ 日立産機システム

漏電遮断器（低圧） ＥＸＫ１２５－Ｃ　３Ｐ　日立 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071459
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＸＫ２２５ 極数３　電圧２００－４４０Ｖ　フレーム２２５Ａ
遮断電流１５ｋＡ／４１５Ｖ 日立産機システム

漏電遮断器（低圧） ＥＸＫ２２５　３Ｐ　日立 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071469
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＸ４００Ｂ 極数３　電圧２００－４４０Ｖ　フレーム４００Ａ
遮断電流３５ｋＡ／４１５Ｖ 日立産機システム

漏電遮断器（低圧） ＥＸ４００Ｂ　３Ｐ　日立 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071478
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＸ６００Ｂ 極数３　電圧２００－４４０Ｖ　フレーム６００Ａ
遮断電流３５ｋＡ／４１５Ｖ 日立産機システム

漏電遮断器（低圧） ＥＸ６００Ｂ　３Ｐ　日立 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071486
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＲＸＫ１２５－Ｈ 極数３　電圧２００－４４０Ｖ　フレーム１００
Ａ　遮断電流５０ｋＡ／４１５Ｖ 日立産機システム

漏電遮断器（低圧） ＲＸＫ１２５－Ｈ　３Ｐ　日立 個 598 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071285
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ３２ＡＦＣ 極数２　電圧１００－１００／２００－２００Ｖ
フレーム３０Ａ　遮断電流２．５ｋＡ／２００Ｖ 富士電機機器制御

漏電遮断器（低圧） ＥＷ３２ＡＦＣ　２Ｐ　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071286
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ６３ＥＡＧ 極数３　電圧１００－２３０－４４０Ｖ　フレーム
６０Ａ　遮断電流５ｋＡ／１００Ｖ・２．５ｋＡ／４１５Ｖ 富士電機機器制御

漏電遮断器（低圧） ＥＷ６３ＥＡＧ　３Ｐ　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071287
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ１００ＥＡＧ 極数３　電圧１００－２３０－４４０Ｖ　フレー
ム１００Ａ　遮断電流２５ｋＡ／１００Ｖ・１０ｋＡ／４１５Ｖ 富士電機機器制御

濡電遮断器（低圧） ＥＷ１００ＥＡＧ　３Ｐ　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071288
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ２５０ＥＡＧ 極数３　電圧１００－２３０－４４０Ｖ　フレー
ム２５０Ａ　遮断電流５０ｋＡ／１００Ｖ・３０ｋＡ／４１５Ｖ 富士電機機器制御

漏電遮断器（低圧） ＥＷ２５０ＥＡＧ　３Ｐ　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071289
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ４００ＥＡＧ 極数３　電圧１００－２３０－４４０Ｖ　フレー
ム４００Ａ　遮断電流５０ｋＡ／１００Ｖ・３０ｋＡ／４１５Ｖ 富士電機機器制御

漏電遮断器（低圧） ＥＷ４００ＥＡＧ　３Ｐ　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071290
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ６３０ＥＡＧ 極数３　電圧１００－２３０－４４０Ｖ　フレー
ム６３０Ａ　遮断電流５０ｋＡ／１００Ｖ・３６ｋＡ／４１５Ｖ 富士電機機器制御

漏電遮断器（低圧） ＥＷ６３０ＥＡＧ　３Ｐ　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071291
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ５０ＳＡＧ 極数３　電圧１００－２３０－４４０Ｖ　フレーム
５０Ａ　遮断電流１０ｋＡ／１００Ｖ・７．５ｋＡ／４１５Ｖ 富士電機機器制御

漏電遮断器（低圧） ＥＷ５０ＳＡＧ　３Ｐ　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071292
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ１２５ＪＡＧ 極数３　電圧１００－２３０－４４０Ｖ　フレー
ム１００Ａ　遮断電流５０ｋＡ／１００Ｖ・３０ｋＡ／４１５Ｖ 富士電機機器制御

漏電遮断器（低圧） ＥＷ１２５ＪＡＧ　３Ｐ　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071293
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ３２ＥＡＭ 極数３　電圧１００－２３０－４４０Ｖ　フレーム
３２Ａ　遮断電流５ｋＡ／１００Ｖ・１．５ｋＡ／４１５Ｖ 富士電機機器制御

漏電遮断器（低圧） ＥＷ３２ＥＡＭ　３Ｐ　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071294
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＷ５０ＥＡＭ 極数３　電圧１００－２３０－４４０Ｖ　フレーム
５０Ａ　遮断電流５ｋＡ／１００Ｖ・２．５ｋＡ／４１５Ｖ 富士電機機器制御

漏電遮断器（低圧） ＥＷ５０ＥＡＭ　３Ｐ　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071552
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＮＶ６３－ＣＶ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム５０Ａ
遮断電流７．５ｋＡ／１００Ｖ・２．５ｋＡ／４１５Ｖ 三菱電機

漏電遮断器（低圧） ＮＶ６３－ＣＶ　３Ｐ　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071555
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＮＶ１２５－ＣＶ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム１００
Ａ　遮断電流３０ｋＡ／１００Ｖ・１０ｋＡ／４１５Ｖ 三菱電機

漏電遮断器（低圧） ＮＶ１２５－ＣＶ　３Ｐ　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器
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配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071557
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＮＶ２５０－ＣＶ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム２２５
Ａ　遮断電流３６ｋＡ／１００Ｖ・１５ｋＡ／４１５Ｖ 三菱電機

漏電遮断器（低圧） ＮＶ２５０－ＣＶ　３Ｐ　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071559
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＮＶ４００－ＣＷ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム４００
Ａ　遮断電流５０ｋＡ／１００Ｖ・２５ｋＡ／４１５Ｖ 三菱電機

漏電遮断器（低圧） ＮＶ４００－ＣＷ　３Ｐ　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071560
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＮＶ６３０－ＣＷ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム６００
Ａ　遮断電流５０ｋＡ／１００Ｖ・３５ｋＡ／４１５Ｖ 三菱電機

漏電遮断器（低圧） ＮＶ６３０－ＣＷ　３Ｐ　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071567
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＮＶ６３－ＳＶ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム５０Ａ
遮断電流１５ｋＡ／１００Ｖ・７．５ｋＡ／４１５Ｖ 三菱電機

漏電遮断器（低圧） ＮＶ６３－ＳＶ　３Ｐ　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071569
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＮＶ１２５－ＳＶ 極数３　電圧１００－４４０Ｖ　フレーム１００
Ａ　遮断電流５０ｋＡ／１００Ｖ・２５ｋＡ／４１５Ｖ 三菱電機

漏電遮断器（低圧） ＮＶ１２５－ＳＶ　３Ｐ　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071544
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器（地絡保護専用） ＮＶ－Ｇ２Ｎ 極数２　電圧１００－２００Ｖ　フ
レーム３０Ａ　定格短時間電流１．５ｋＡ 三菱電機

漏電遮断器（低圧）地絡専用 ＮＶ－Ｇ２Ｎ　２Ｐ　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071581
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器（モータ保護専用） ＭＢ　ＮＶ１２５－ＳＶ 極数３　電圧１００－
４４０Ｖ　フレーム１００Ａ　遮断電流５０ｋＡ／１００Ｖ・２５ｋＡ／４１５Ｖ 三菱電機

漏電遮断器（低圧）モータ専用 ＭＢＮＶ１２５－ＳＶ　３Ｐ三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207071583
配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器（モータ保護専用） ＭＢ　ＮＶ２５０－ＳＶ 極数３　電圧１００－
４４０Ｖ　フレーム２２５Ａ　遮断電流８５ｋＡ／１００Ｖ・３６ｋＡ／４１５Ｖ 三菱電機

漏電遮断器（低圧）モータ専用 ＭＢＮＶ２５０－ＳＶ　３Ｐ三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4219014006
配電用制御機器（低圧用） 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 栓形ヒューズ ＡＦａＣ－３，５ 定格電圧６００Ｖ
定格電流３．５Ａ　遮断電流１００ｋＡ 富士電機機器制御

低圧　栓形ヒューズ ＡＦａＣ－３・５　富士 個 599 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4219014008
配電用制御機器（低圧用） 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 栓形ヒューズ ＡＦａＣ－１０，１５ 定格電圧６００
Ｖ　定格電流１０，１５Ａ　遮断電流１００ｋＡ 富士電機機器制御

低圧　栓形ヒューズ ＡＦａＣ－１０・１５　富士 個 599 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4219014010
配電用制御機器（低圧用） 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 栓形ヒューズ ＡＦａＣ－２０ 定格電圧６００Ｖ　定
格電流２０Ａ　遮断電流１００ｋＡ 富士電機機器制御

低圧　栓形ヒューズ ＡＦａＣ－２０　２０Ａ　富士 個 599 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4219014012
配電用制御機器（低圧用） 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 栓形ヒューズ ＡＦａＣ－３０ 定格電圧６００Ｖ　定
格電流３０Ａ　遮断電流１００ｋＡ 富士電機機器制御

低圧　栓形ヒューズ ＡＦａＣ－３０　３０Ａ　富士 個 599 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4219014014
配電用制御機器（低圧用） 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 筒形ヒューズ ＦＣＦ２－１～３０ 定格電圧５００Ｖ
定格電流１～３０Ａ　遮断電流５０ｋＡ 富士電機機器制御

低圧　筒形ヒューズ ＦＣＦ２－１～３０　富士 個 599 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4219014016
配電用制御機器（低圧用） 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 筒形ヒューズ ＦＣＦ２－４０～６０ 定格電圧５００
Ｖ　定格電流４０～６０Ａ　遮断電流５０ｋＡ 富士電機機器制御

低圧　筒形ヒューズ ＦＣＦ２－４０～６０　富士 個 599 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4219014018
配電用制御機器（低圧用） 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 筒形ヒューズ ＦＣＫ２－３～３０ 定格電圧５００Ｖ
定格電流３～３０Ａ　遮断電流３５ｋＡ 富士電機機器制御

低圧　筒形ヒューズ ＦＣＫ２－３～３０　富士 個 599 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4219014020
配電用制御機器（低圧用） 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 筒形ヒューズ ＦＣＫ２－４０～６０ 定格電圧５００
Ｖ　定格電流４０～６０Ａ　遮断電流３５ｋＡ 富士電機機器制御

低圧　筒形ヒューズ ＦＣＫ２－４０～６０　富士 個 599 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4219012050
配電用制御機器（低圧用） 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 半導体保護用連動ヒューズ ＦＬＧ２５０×４０～６０
定格電圧２５０Ｖ　定格電流４０～６０Ａ　遮断電流１００ｋＡ 三菱電機

低圧　半導体保護用連動ヒューズ ＦＬＧ２５０×４０～６０　三菱 個 599 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4219012052
配電用制御機器（低圧用） 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 半導体保護用連動ヒューズ ＦＬＧ２５０×７５～１０
０ 定格電圧２５０Ｖ　定格電流７５～１００Ａ　遮断電流１００ｋＡ 三菱電機

低圧　半導体保護用連動ヒューズ ＦＬＧ２５０×７５　三菱 個 599 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ
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配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4219012054
配電用制御機器（低圧用） 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 半導体保護用連動ヒューズ ＦＬＧ２５０×１２５～２
００ 定格電圧２５０Ｖ　定格電流１２５～２００Ａ　遮断電流１００ｋＡ 三菱電機

低圧　半導体保護用連動ヒューズ ＦＬＧ２５０×１２５　三菱 個 599 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4219012056
配電用制御機器（低圧用） 電力ヒューズ（低圧限流ヒューズ） 半導体保護用連動ヒューズ ＦＬＧ２５０×２５０～３
００ 定格電圧２５０Ｖ　定格電流２５０～３００Ａ　遮断電流１００ｋＡ 三菱電機

低圧　半導体保護用連動ヒューズ ＦＬＧ２５０×２５０　三菱 個 599 ○ ○ 4219 電力用ヒューズ

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051302
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＰＡＫ－６ＪＭＣ 定格容量１．１ｋＷ／２００Ｖ　ケース付き 戸上電機製作
所

電磁開閉器（低圧） ＰＡＫ－６ＪＭＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051304
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＰＡＫ－１１ＪＭＣ 定格容量２．２ｋＷ／２００Ｖ　ケース付き 戸上電機製
作所

電磁開閉器（低圧） ＰＡＫ－１１ＪＭＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051306 配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＰＡＫ－２０ＪＭＣ 定格容量４ｋＷ／２００Ｖ　ケース付き 戸上電機製作所 電磁開閉器（低圧） ＰＡＫ－２０ＪＭＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051308
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＰＡＫ－２６ＪＭＣ 定格容量５．５ｋＷ／２００Ｖ　ケース付き 戸上電機製
作所

電磁開閉器（低圧） ＰＡＫ－２６ＪＭＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051310
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＰＡＫ－３５ＪＭＣ 定格容量７．５ｋＷ／２００Ｖ　ケース付き 戸上電機製
作所

電磁開閉器（低圧） ＰＡＫ－３５ＪＭＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051318
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＰＡＫ－６ＪＴＣ 定格容量１．１ｋＷ／２００Ｖ　ケース無し 戸上電機製作
所

電磁開閉器（低圧） ＰＡＫ－６ＪＴＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051324 配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＰＡＫ－２０ＪＴＣ 定格容量４ｋＷ／２００Ｖ　ケース無し 戸上電機製作所 電磁開閉器（低圧） ＰＡＫ－２０ＪＴＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051330
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＰＡＫ－５０ＨＴＣ 定格容量１１ｋＷ／２００Ｖ　ケース無し 戸上電機製作
所

電磁開閉器（低圧） ＰＡＫ－５０ＨＴＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051332
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＰＡＫ－６５ＨＴＣ 定格容量１５ｋＷ／２００Ｖ　ケース無し 戸上電機製作
所

電磁開閉器（低圧） ＰＡＫ－６５ＨＴＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051334
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＰＡＫ－８０ＨＴＣ 定格容量１９ｋＷ／２００Ｖ　ケース無し 戸上電機製作
所

電磁開閉器（低圧） ＰＡＫ－８０ＨＴＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051336
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 可逆電磁開閉器 ＲＳＫ－１２ＪＭＣ 定格容量２．７ｋＷ／２００Ｖ　ケース
付き 戸上電機製作所

可逆電磁開閉器（低圧） ＲＳＫ－１２ＪＭＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051338
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 可逆電磁開閉器 ＲＳＫ－２０ＪＭＣ 定格容量３．７ｋＷ／２００Ｖ　ケース
付き 戸上電機製作所

可逆電磁開閉器（低圧） ＲＳＫ－２０ＪＭＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051340
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 可逆電磁開閉器 ＲＳＫ－２６ＪＭＣ 定格容量５．５ｋＷ／２００Ｖ　ケース
付き 戸上電機製作所

可逆電磁開閉器（低圧） ＲＳＫ－２６ＪＭＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051342
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 可逆電磁開閉器 ＲＳＫ－３５ＪＭＣ 定格容量７．５ｋＷ／２００Ｖ　ケース
付き 戸上電機製作所

可逆電磁開閉器（低圧） ＲＳＫ－３５ＪＭＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051431
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＨＳ８－Ｔ 定格容量２．２ｋＷ／２２０Ｖ・２．２ｋＷｋＷ／４４０Ｖ　ケー
ス無し 日立産機システム

電磁開閉器（低圧） ＨＳ８－Ｔ　日立産機システム 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051432
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＨＳ１０－Ｔ 定格容量２．５ｋＷ／２２０Ｖ・４ｋＷｋＷ／４４０Ｖ　ケース
無し 日立産機システム

電磁開閉器（低圧） ＨＳ１０－Ｔ　日立産機システム 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器
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配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051433
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＨＳ２０－Ｔ 定格容量３．７ｋＷ／２２０Ｖ・７．５ｋＷｋＷ／４４０Ｖ
ケース無し 日立産機システム

電磁開閉器（低圧） ＨＳ２０－Ｔ　日立産機システム 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051434
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＨＳ２５－Ｔ 定格容量５．５ｋＷ／２２０Ｖ・１１ｋＷｋＷ／４４０Ｖ　ケー
ス無し 日立産機システム

電磁開閉器（低圧） ＨＳ２５－Ｔ　日立産機システム 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051435
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＨＳ３５－Ｔ 定格容量７．５ｋＷ／２２０Ｖ・１５ｋＷｋＷ／４４０Ｖ　ケー
ス無し 日立産機システム

電磁開閉器（低圧） ＨＳ３５－Ｔ　日立産機システム 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051534
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＳＷ－Ｎ２Ｃ 定格容量７．５ｋＷ／２２０Ｖ・１５ｋＷ／４４０Ｖ　ケース付
き 富士電機機器制御

電磁開閉器（低圧） ＳＷ－Ｎ２Ｃ　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051535
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＳＷ－Ｎ２ＳＣ 定格容量１１ｋＷ／２２０Ｖ・２２ｋＷ／４４０Ｖ　ケース付
き 富士電機機器制御

電磁開閉器（低圧） ＳＷ－Ｎ２ＳＣ　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051536
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＳＷ－Ｎ３Ｃ 定格容量１５ｋＷ／２２０Ｖ・３０ｋＷ／４４０Ｖ　ケース付き
富士電機機器制御

電磁開閉器（低圧） ＳＷ－Ｎ３Ｃ　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051554
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＳＷ－Ｎ５ＡＣ 定格容量２２ｋＷ／２２０Ｖ・４５ｋＷ／４４０Ｖ　ケース付
き 富士電機機器制御

電磁開閉器（低圧） ＳＷ－Ｎ５ＡＣ　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051541
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＳＷ－Ｎ３ 定格容量１５ｋＷ／２２０Ｖ・３０ｋＷ／４４０Ｖ　ケース無し
富士電機機器制御

電磁開閉器（低圧） ＳＷ－Ｎ３　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051542
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＳＷ－Ｎ４ 定格容量１８．５ｋＷ／２２０Ｖ・３７ｋＷ／４４０Ｖ　ケース無
し 富士電機機器制御

電磁開閉器（低圧） ＳＷ－Ｎ４　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051556
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＳＷ－Ｎ５Ａ 定格容量２２ｋＷ／２２０Ｖ・４５ｋＷ／４４０Ｖ　ケース無し
富士電機機器制御

電磁開閉器（低圧） ＳＷ－Ｎ５Ａ　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051544
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＳＷ－Ｎ６ 定格容量３０ｋＷ／２２０Ｖ・５５ｋＷ／４４０Ｖ　ケース無し
富士電機機器制御

電磁開閉器（低圧） ＳＷ－Ｎ６　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051611
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＭＳ－Ｔ５０ 定格容量１１ｋＷ／２２０Ｖ・２２ｋＷ／４４０Ｖ　ケース付き
三菱電機

電磁開閉器（低圧） ＭＳ－Ｔ５０　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051613
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＭＳ－Ｔ６５ 定格容量１５ｋＷ／２２０Ｖ・３０ｋＷ／４４０Ｖ　ケース付き
三菱電機

電磁開閉器（低圧） ＭＳ－Ｔ６５　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051601
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＭＳ－Ｔ８０ 定格容量１９ｋＷ／２２０Ｖ・３７ｋＷ／４４０Ｖ　ケース付き
三菱電機

電磁開閉器（低圧） ＭＳ－Ｔ８０　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051617
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＭＳ－Ｔ１００ 定格容量２２ｋＷ／２２０Ｖ・４５ｋＷ／４４０Ｖ　ケース付
き 三菱電機

電磁開閉器（低圧） ＭＳ－Ｔ１００　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051619
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＭＳＯ－Ｔ１２ 定格容量２．７ｋＷ／２２０Ｖ・４ｋＷ／４４０Ｖ　ケース無
し 三菱電機

電磁開閉器（低圧） ＭＳＯ－Ｔ１２　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051621
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＭＳＯ－Ｔ２０ 定格容量４ｋＷ／２２０Ｖ・７．５ｋＷ／４４０Ｖ　ケース無
し 三菱電機

電磁開閉器（低圧） ＭＳＯ－Ｔ２０　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051623
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＭＳＯ－Ｔ２５ 定格容量５．５ｋＷ／２２０Ｖ・１１ｋＷ／４４０Ｖ　ケース
無し 三菱電機

電磁開閉器（低圧） ＭＳＯ－Ｔ２５　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器
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配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051625
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＭＳＯ－Ｔ３５ 定格容量７．５ｋＷ／２２０Ｖ・１５ｋＷ／４４０Ｖ　ケース
無し 三菱電機

電磁開閉器（低圧） ＭＳＯ－Ｔ３５　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051627
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 ＭＳＯ－Ｔ５０ 定格容量１１ｋＷ／２２０Ｖ・２２ｋＷ／４４０Ｖ　ケース無
し 三菱電機

電磁開閉器（低圧） ＭＳＯ－Ｔ５０　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051644
配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 可逆電磁開閉器 ＭＳ－２×Ｔ３５ 定格容量７．５ｋＷ／２２０Ｖ・１５ｋＷ
／４４０Ｖ　ケース付き 三菱電機

電磁開閉器（低圧） 可逆　ＭＳ２×Ｔ３５　三菱 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207105002
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 ＰＡＫ－６ＪＣ 定格使用電流６Ａ／２２０Ｖ・６Ａ／４４０Ｖ　ケース無し
戸上電機製作所

電磁接触器（低圧） ＰＡＫ－６ＪＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207105004
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 ＰＡＫ－１１Ｊ 定格使用電流１１．１Ａ／２２０Ｖ・７．５Ａ／４４０Ｖ
ケース無し 戸上電機製作所

電磁接触器（低圧） ＰＡＫ－１１Ｊ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207105006
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 ＰＡＫ－２０Ｊ 定格使用電流２０Ａ／２２０Ｖ・１７Ａ／４４０Ｖ　ケース無
し 戸上電機製作所

電磁接触器（低圧） ＰＡＫ－２０Ｊ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207105008
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 ＰＡＫ－５０Ｈ 定格使用電流５０Ａ／２２０Ｖ・４６Ａ／４４０Ｖ　ケース無
し 戸上電機製作所

電磁接触器（低圧） ＰＡＫ－５０Ｈ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207105010
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 ＰＡＫ－１００Ｈ 定格使用電流１００Ａ／２２０Ｖ・９０Ａ／４４０Ｖ　ケー
ス無し 戸上電機製作所

電磁接触器（低圧） ＰＡＫ－１００Ｈ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207106002
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 ＨＳ２０ 定格使用電流２０Ａ／２２０Ｖ・１７Ａ／４４０Ｖ　ケース無し 日
立産機システム

電磁接触器（低圧） ＨＳ２０　日立産機システム 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207106004
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 ＨＳ５０ 定格使用電流５０Ａ／２２０Ｖ・４７Ａ／４４０Ｖ　ケース無し 日
立産機システム

電磁接触器（低圧） ＨＳ５０　日立産機システム 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207106006
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 Ｈ８０Ｃ 定格使用電流８０Ａ／２２０Ｖ・８０Ａ／４４０Ｖ　ケース無し 日
立産機システム

電磁接触器（低圧） Ｈ８０Ｃ　日立 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207106008
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 Ｈ１００Ｃ 定格使用電流１００Ａ／２２０Ｖ・１００Ａ／４４０Ｖ　ケース無
し 日立産機システム

電磁接触器（低圧） Ｈ１００Ｃ　日立 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207106010
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 Ｈ２００Ｃ 定格使用電流１８０Ａ／２２０Ｖ・１８０Ａ／４４０Ｖ　ケース無
し 日立産機システム

電磁接触器（低圧） Ｈ２００Ｃ　日立 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207102020 配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 ＳＣ－０ 定格使用電流１３Ａ／２００Ｖ　ケース無し 富士電機機器制御 電磁接触器（低圧） ＳＣ－０　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207102022 配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 ＳＣ－５－１ 定格使用電流１９Ａ／２００Ｖ　ケース無し 富士電機機器制御 電磁接触器（低圧） ＳＣ－５－１　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207102016 配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 ＳＣ－Ｎ１ 定格使用電流２６Ａ／２００Ｖ　ケース無し 富士電機機器制御 電磁接触器（低圧） ＳＣ－Ｎ１　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207102018 配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 ＳＣ－Ｎ２ 定格使用電流３５Ａ／２００Ｖ　ケース無し 富士電機機器制御 電磁接触器（低圧） ＳＣ－Ｎ２　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207102010 配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 ＳＣ－Ｎ２Ｓ 定格使用電流５０Ａ／２００Ｖ　ケース無し 富士電機機器制御 電磁接触器（低圧） ＳＣ－Ｎ２Ｓ　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器
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配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207102012 配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 ＳＣ－Ｎ３ 定格使用電流６５Ａ／２００Ｖ　ケース無し 富士電機機器制御 電磁接触器（低圧） ＳＣ－Ｎ３　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207102014 配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 ＳＣ－Ｎ４ 定格使用電流８０Ａ／２００Ｖ　ケース無し 富士電機機器制御 電磁接触器（低圧） ＳＣ－Ｎ４　富士 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207103018
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 Ｓ－Ｔ１２ 定格使用電流１３Ａ／２２０Ｖ・９Ａ／４４０Ｖ　ケース無し 三
菱電機

電磁接触器（低圧） Ｓ－Ｔ１２　三菱電機 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207103020
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 Ｓ－Ｔ２１ 定格使用電流２０Ａ／２２０Ｖ・２０Ａ／４４０Ｖ　ケース無し
三菱電機

電磁接触器（低圧） Ｓ－Ｔ２１　三菱電機 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207103022
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 Ｓ－Ｔ２５ 定格使用電流２６Ａ／２２０Ｖ・２５Ａ／４４０Ｖ　ケース無し
三菱電機

電磁接触器（低圧） Ｓ－Ｔ２５　三菱電機 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207103024
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 Ｓ－Ｔ５０ 定格使用電流５０Ａ／２２０Ｖ・４８Ａ／４４０Ｖ　ケース無し
三菱電機

電磁接触器（低圧） Ｓ－Ｔ５０　三菱電機 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207103026
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 Ｓ－Ｔ６５ 定格使用電流６５Ａ／２２０Ｖ・６５Ａ／４４０Ｖ　ケース無し
三菱電機

電磁接触器（低圧） Ｓ－Ｔ６５　三菱電機 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207103028
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 Ｓ－Ｔ８０ 定格使用電流８０Ａ／２２０Ｖ・８０Ａ／４４０Ｖ　ケース無し
三菱電機

電磁接触器（低圧） Ｓ－Ｔ８０　三菱電機 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207103030
配電用制御機器（低圧用） 電磁接触器 Ｓ－Ｔ１００ 定格使用電流１００Ａ／２２０Ｖ・９３Ａ／４４０Ｖ　ケース無
し 三菱電機

電磁接触器（低圧） Ｓ－Ｔ１００　三菱電機 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051344
配電用制御機器（低圧用） 始動器 低圧電磁スターデルタ始動器 ＳＤＨ－２５ＨＭＣ 三相モータ適用容量（２００
Ｖ）５．５ｋＷ　ケース付き 戸上電機製作所

低圧電磁スターデルタ始動器 ＳＤＨ－２５ＨＭＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051346
配電用制御機器（低圧用） 始動器 低圧電磁スターデルタ始動器 ＳＤＨ－３５ＨＭＣ 三相モータ適用容量（２００
Ｖ）７．５ｋＷ　ケース付き 戸上電機製作所

低圧電磁スターデルタ始動器 ＳＤＨ－３５ＨＭＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品― 4207051348
配電用制御機器（低圧用） 始動器 低圧電磁スターデルタ始動器 ＳＤＨ－５０ＨＭＣ 三相モータ適用容量（２００
Ｖ）１１ｋＷ　ケース付き 戸上電機製作所

低圧電磁スターデルタ始動器 ＳＤＨ－５０ＨＭＣ　戸上 個 599 ○ ○ 4207 配電制御機器

安全開閉器―ブランド品― 4207063402 安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流１５Ａ 電線直締用 日東工業 ＣＫＳカバースイッチ ２Ｐ　１５Ａ　日東工業 個 600 ○ ○ 4207 配電制御機器

安全開閉器―ブランド品― 4207063404 安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流２０Ａ 電線直締用 日東工業 ＣＫＳカバースイッチ ２Ｐ　２０Ａ　日東工業 個 600 ○ ○ 4207 配電制御機器

安全開閉器―ブランド品― 4207063406 安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流３０Ａ 電線直締用 日東工業 ＣＫＳカバースイッチ ２Ｐ　３０Ａ　日東工業 個 600 ○ ○ 4207 配電制御機器

安全開閉器―ブランド品― 4207063408 安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流６０Ａ 電線直締用 日東工業 ＣＫＳカバースイッチ ２Ｐ　６０Ａ　日東工業 個 600 ○ ○ 4207 配電制御機器

安全開閉器―ブランド品― 4207063410 安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流１００Ａ 電線直締用 日東工業 ＣＫＳカバースイッチ ２Ｐ　１００Ａ　日東工業 個 600 ○ ○ 4207 配電制御機器

安全開閉器―ブランド品― 4207063416 安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数３Ｐ 定格電流１５Ａ 電線直締用 日東工業 ＣＫＳカバースイッチ ３Ｐ　１５Ａ　日東工業 個 600 ○ ○ 4207 配電制御機器
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安全開閉器―ブランド品― 4207063418 安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数３Ｐ 定格電流３０Ａ 電線直締用 日東工業 ＣＫＳカバースイッチ ３Ｐ　３０Ａ　日東工業 個 600 ○ ○ 4207 配電制御機器

安全開閉器―ブランド品― 4207063420 安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数３Ｐ 定格電流６０Ａ 電線直締用 日東工業 ＣＫＳカバースイッチ ３Ｐ　６０Ａ　日東工業 個 600 ○ ○ 4207 配電制御機器

安全開閉器―ブランド品― 4207063422 安全開閉器 ＣＫＳカバースイッチ 極数３Ｐ 定格電流１００Ａ 電線直締用 日東工業 ＣＫＳカバースイッチ ３Ｐ　１００Ａ　日東工業 個 600 ○ ○ 4207 配電制御機器

安全開閉器―ブランド品― 4207063430 安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流１５０Ａ 圧着端子用 日東工業 ＣＫＬカバースイッチ ２Ｐ　１５０Ａ　日東工業 個 600 ○ ○ 4207 配電制御機器

安全開閉器―ブランド品― 4207063432 安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流２００Ａ 圧着端子用 日東工業 ＣＫＬカバースイッチ ２Ｐ　２００Ａ　日東工業 個 600 ○ ○ 4207 配電制御機器

安全開閉器―ブランド品― 4207063434 安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流３００Ａ 圧着端子用 日東工業 ＣＫＬカバースイッチ ２Ｐ　３００Ａ　日東工業 個 600 ○ ○ 4207 配電制御機器

安全開閉器―ブランド品― 4207063436 安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数３Ｐ 定格電流１５０Ａ 圧着端子用 日東工業 ＣＫＬカバースイッチ ３Ｐ　１５０Ａ　日東工業 個 600 ○ ○ 4207 配電制御機器

安全開閉器―ブランド品― 4207063438 安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数３Ｐ 定格電流２００Ａ 圧着端子用 日東工業 ＣＫＬカバースイッチ ３Ｐ　２００Ａ　日東工業 個 600 ○ ○ 4207 配電制御機器

安全開閉器―ブランド品― 4207063428 安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数３Ｐ 定格電流３００Ａ 圧着端子用 日東工業 ＣＫＬカバースイッチ ３Ｐ　３００Ａ　日東工業 個 600 ○ ○ 4207 配電制御機器

電気計器―ブランド品― 4205023004
電気計器 計器用変成器 計器用変流器（低圧） ＣＷ－１５Ｌ 電圧１．１ｋＶ 定格電流２００Ａ 定格負担１５ＶＡ 丸
窓 三菱電機

計器用変流器　ＣＷ－１５Ｌ ２００Ａ・１５ＶＡ　丸窓　三菱 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205023006
電気計器 計器用変成器 計器用変流器（低圧） ＣＷ－４０Ｌ 電圧１．１ｋＶ 定格電流２００Ａ 定格負担４０ＶＡ 丸
窓 三菱電機

計器用変流器　ＣＷ－４０Ｌ ２００Ａ・４０ＶＡ　丸窓　三菱 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205023008
電気計器 計器用変成器 計器用変流器（低圧） ＣＷ－１５ＬＭ 電圧１．１ｋＶ 定格電流２００Ａ 定格負担１５ＶＡ
角窓 三菱電機

計器用変流器　ＣＷ－１５ＬＭ ２００Ａ・１５ＶＡ　角窓　三菱 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205023010
電気計器 計器用変成器 計器用変流器（低圧） ＣＷ－１５ＬＭ 電圧１．１ｋＶ 定格電流４００Ａ 定格負担１５ＶＡ
角窓 三菱電機

計器用変流器　ＣＷ－１５ＬＭ ４００Ａ・１５ＶＡ　角窓　三菱 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205023012
電気計器 計器用変成器 計器用変流器（低圧） ＣＷ－４０ＬＭ 電圧１．１ｋＶ 定格電流２００Ａ 定格負担４０ＶＡ
角窓 三菱電機

計器用変流器　ＣＷ－４０ＬＭ ２００Ａ・４０ＶＡ　角窓　三菱 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205023014
電気計器 計器用変成器 計器用変流器（低圧） ＣＷ－４０ＬＭ 電圧１．１ｋＶ 定格電流４００Ａ 定格負担４０ＶＡ
角窓 三菱電機

計器用変流器　ＣＷ－４０ＬＭ ４００Ａ・４０ＶＡ　角窓　三菱 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205023016
電気計器 計器用変成器 計器用変流器（高圧） ＣＤ－４０Ｋ 電圧６．６ｋＶ 定格電流１００Ａ 定格負担４０ＶＡ 検
定可能 三菱電機

計器用変流器　ＣＤ－４０Ｋ １００Ａ・４０ＶＡ　三菱電機 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205023018
電気計器 計器用変成器 計器用変流器（高圧） ＣＤ－４０Ｋ 電圧６．６ｋＶ 定格電流３００Ａ 定格負担４０ＶＡ 検
定可能 三菱電機

計器用変流器　ＣＤ－４０Ｋ ３００Ａ・４０ＶＡ　三菱電機 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205010002
電気計器 計器用変成器 計器用変圧器 ＰＤ－５０ＨＦ 電圧６．６ｋＶ 変圧比３．３ｋＶ／１１０Ｖ 定格負担５０Ｖ
Ａ ヒューズ付き 三菱電機

計器用変圧器　ＰＤ－５０ＨＦ ３．３ｋＶ／１１０Ｖ　三菱電機 個 600 ○ ○ 4205 電気計器
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電気計器―ブランド品― 4205010004
電気計器 計器用変成器 計器用変圧器 ＰＤ－５０ＨＦ 電圧６．６ｋＶ 変圧比６．６ｋＶ／１１０Ｖ 定格負担５０Ｖ
Ａ ヒューズ付き 三菱電機

計器用変圧器　ＰＤ－５０ＨＦ ６．６ｋＶ／１１０Ｖ　三菱電機 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205010006
電気計器 計器用変成器 計器用変圧器 ＰＤ－１００ＨＦ 電圧６．６ｋＶ 変圧比３．３ｋＶ／１１０Ｖ 定格負担１０
０ＶＡ ヒューズ付き 三菱電機

計器用変圧器　ＰＤ－１００ＨＦ ３．３ｋＶ／１１０Ｖ　三菱電機 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205010008
電気計器 計器用変成器 計器用変圧器 ＰＤ－１００ＨＦ 電圧６．６ｋＶ 変圧比６．６ｋＶ／１１０Ｖ 定格負担１０
０ＶＡ ヒューズ付き 三菱電機

計器用変圧器　ＰＤ－１００ＨＦ ６．６ｋＶ／１１０Ｖ　三菱電機 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205040056 電気計器 パネル用計器 交流電流計 ＱＳ６　ＡＳ　３０５ ３０Ａ 角窓 パトライト パネル用計器　交流電流計 ＱＳ６　ＡＳ　３０５パトライト 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205040058 電気計器 パネル用計器 交流電流計 ＱＳ８　ＡＳ　３０５ ３０Ａ 角窓 パトライト パネル用計器　交流電流計 ＱＳ８　ＡＳ　３０５パトライト 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205040054 電気計器 パネル用計器 交流電流計 ＰＳＫ－１００Ｃ ３０Ａ 角窓 日立産機システム パネル用計器　交流電流計 ＰＳＫ－１００Ｃ　３０Ａ　日立 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205040040 電気計器 パネル用計器 交流電流計 ＹＳ－２０６ＮＡＡ ３０Ａ 角窓 三菱電機 パネル用計器　交流電流計 ＹＳ－２０６ＮＡＡ　３０Ａ三菱 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205040060 電気計器 パネル用計器 交流電圧計 ＱＳ６　Ｖ　１５０ １５０Ｖ 角窓 パトライト パネル用計器　交流電圧計 ＱＳ６　Ｖ　１５０　パトライト 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205040062 電気計器 パネル用計器 交流電圧計 ＱＳ８　Ｖ　１５０ １５０Ｖ 角窓 パトライト パネル用計器　交流電圧計 ＱＳ８　Ｖ　１５０　パトライト 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205040064 電気計器 パネル用計器 交流電圧計 ＰＣＫ－１００Ｃ ３００Ｖ 角窓 日立産機システム パネル用計器　交流電圧計 ＰＣＫ－１００Ｃ　３００Ｖ日立 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205040038 電気計器 パネル用計器 交流電圧計 ＹＳ－２０６ＮＡＶ ３００Ｖ 角窓 三菱電機 パネル用計器　交流電圧計 ＹＳ－２０６ＮＡＶ３００Ｖ三菱 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205040046 電気計器 パネル用計器 単相電力計 ＬＰ－８０ＮＷ 単相３線１１０／２２０Ｖ ５Ａ 丸窓 三菱電機 パネル用計器　単相電力計 ＬＰ－８０ＮＷ　単相３線　三菱 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205040048 電気計器 パネル用計器 三相電力計 ＬＰ－８０ＮＷ 三相３線１１０Ｖ ５Ａ 丸窓 三菱電機 パネル用計器　三相電力計 ＬＰ－８０ＮＷ　三相３線　三菱 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205030016 電気計器 電力量計 電子式電力量計（検定付き） Ｍ１ＰＭ－Ｒ 単相２線式１００Ｖ ３０Ａ 三菱電機 電子式電力量計　Ｍ１ＰＭ－Ｒ 単相２線１００Ｖ　３０Ａ　三菱 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205030018 電気計器 電力量計 電子式電力量計（検定付き） Ｍ１ＰＭ－Ｒ 単相２線式１００Ｖ １２０Ａ 三菱電機 電子式電力量計　Ｍ１ＰＭ－Ｒ 単相２線１００Ｖ　１２０Ａ三菱 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205030020 電気計器 電力量計 電子式電力量計（検定付き） Ｍ１ＰＭ－Ｒ 単相２線式２００Ｖ ３０Ａ 三菱電機 電子式電力量計　Ｍ１ＰＭ－Ｒ 単相２線２００Ｖ　３０Ａ　三菱 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205030022 電気計器 電力量計 電子式電力量計（検定付き） Ｍ１ＰＭ－Ｒ 単相２線式２００Ｖ １２０Ａ 三菱電機 電子式電力量計　Ｍ１ＰＭ－Ｒ 単相２線２００Ｖ　１２０Ａ三菱 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

電気計器―ブランド品― 4205030024 電気計器 電力量計 電子式電力量計（検定付き） Ｍ２ＰＭ－Ｒ 三相３線式２００Ｖ １２０Ａ 三菱電機 電子式電力量計　Ｍ２ＰＭ－Ｒ 三相３線２００Ｖ　１２０Ａ三菱 個 600 ○ ○ 4205 電気計器
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電気計器―ブランド品― 4205050002 電気計器 携帯用計器 光音検相器 ＰＣ－２ １００～６００Ｖ 音羽電機工業 携帯用計器　光音検相器 ＰＣ－２　音羽電機工業 個 600 ○ ○ 4205 電気計器

標準分電盤―ブランド品― 4211011198
標準分電盤 ＢＮ６８Ｒ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー ６０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレーカー２０
Ａ×８ パナソニック

標準分電盤 ＢＮ６８Ｒ　パナソニック 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211011200
標準分電盤 ＢＮ６１２Ｒ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー ６０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレーカー２
０Ａ×１２ パナソニック

標準分電盤 ＢＮ６１２Ｒ　パナソニック 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211011202
標準分電盤 ＢＮ１０１２Ｒ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー １００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×１２ パナソニック

標準分電盤 ＢＮ１０１２Ｒ　パナソニック 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211011204
標準分電盤 ＢＮ１０１６Ｒ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー １００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×１６ パナソニック

標準分電盤 ＢＮ１０１６Ｒ　パナソニック 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211011206
標準分電盤 ＢＮ１０２０Ｒ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー １００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×２０ パナソニック

標準分電盤 ＢＮ１０２０Ｒ　パナソニック 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211011208
標準分電盤 ＢＮ１０２４Ｒ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー １００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×２４ パナソニック

標準分電盤 ＢＮ１０２４Ｒ　パナソニック 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211011216
標準分電盤 ＢＮ２０２４Ｒ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー ２００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×２４ パナソニック

標準分電盤 ＢＮ２０２４Ｒ　パナソニック 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211011218
標準分電盤 ＢＮ２０３２Ｒ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー ２００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×３２ パナソニック

標準分電盤 ＢＮ２０３２Ｒ　パナソニック 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211011220
標準分電盤 ＢＮ６８５Ｒ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー ６０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレーカー２０Ａ×
８ パナソニック

標準分電盤 ＢＮ６８５Ｒ　パナソニック 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211011222
標準分電盤 ＢＮ６１２５Ｒ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー ６０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレーカー２０Ａ
×１２ パナソニック

標準分電盤 ＢＮ６１２５Ｒ　パナソニック 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211011224
標準分電盤 ＢＮ６１６５Ｒ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー ６０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレーカー２０Ａ
×１６ パナソニック

標準分電盤 ＢＮ６１６５Ｒ　パナソニック 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211011226
標準分電盤 ＢＮ１０１２５Ｒ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー １００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレーカー２
０Ａ×１２ パナソニック

標準分電盤 ＢＮ１０１２５Ｒ　パナソニック 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211011228
標準分電盤 ＢＮ１０１６５Ｒ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー １００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレーカー２
０Ａ×１６ パナソニック

標準分電盤 ＢＮ１０１６５Ｒ　パナソニック 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211011230
標準分電盤 ＢＮ１０２０５Ｒ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー １００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレーカー２
０Ａ×２０ パナソニック

標準分電盤 ＢＮ１０２０５Ｒ　パナソニック 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211011238
標準分電盤 ＢＮ２０２４５Ｒ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー ２００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレーカー２
０Ａ×２４ パナソニック

標準分電盤 ＢＮ２０２４５Ｒ　パナソニック 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211011240
標準分電盤 ＢＮ２０３２５Ｒ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー ２００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレーカー２
０Ａ×３２ パナソニック

標準分電盤 ＢＮ２０３２５Ｒ　パナソニック 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012042
標準分電盤 ＣＮＡ３－０６ＪＣ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー ３０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×６ 日東工業

標準分電盤 ＣＮＡ３－０６ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤
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標準分電盤―ブランド品― 4211012044
標準分電盤 ＣＮＡ３－０８ＪＣ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー ３０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×８ 日東工業

標準分電盤 ＣＮＡ３－０８ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012046
標準分電盤 ＣＮＡ６－０８ＪＣ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー ６０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×８ 日東工業

標準分電盤 ＣＮＡ６－０８ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012048
標準分電盤 ＣＮＡ６－１２ＪＣ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー ６０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×１２ 日東工業

標準分電盤 ＣＮＡ６－１２ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012050
標準分電盤 ＮＬＡ１０－１２ＪＣ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー １００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブ
レーカー２０Ａ×１２ 日東工業

標準分電盤 ＮＬＡ１０－１２ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012052
標準分電盤 ＮＬＡ１０－１６ＪＣ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー １００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブ
レーカー２０Ａ×１６ 日東工業

標準分電盤 ＮＬＡ１０－１６ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012054
標準分電盤 ＮＬＡ１０－２０ＪＣ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー １００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブ
レーカー２０Ａ×２０ 日東工業

標準分電盤 ＮＬＡ１０－２０ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012056
標準分電盤 ＮＬＡ１０－２４ＪＣ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー １００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブ
レーカー２０Ａ×２４ 日東工業

標準分電盤 ＮＬＡ１０－２４ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012058
標準分電盤 ＮＬＡ１５－１６ＪＣ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー １５０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブ
レーカー２０Ａ×１６ 日東工業

標準分電盤 ＮＬＡ１５－１６ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012060
標準分電盤 ＮＬＡ１５－２４ＪＣ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー １５０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブ
レーカー２０Ａ×２４ 日東工業

標準分電盤 ＮＬＡ１５－２４ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012062
標準分電盤 ＮＬＡ１５－３２ＪＣ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー １５０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブ
レーカー２０Ａ×３２ 日東工業

標準分電盤 ＮＬＡ１５－３２ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012064
標準分電盤 ＮＬＡ２０－２４ＪＣ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー ２００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブ
レーカー２０Ａ×２４ 日東工業

標準分電盤 ＮＬＡ２０－２４ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012066
標準分電盤 ＮＬＡ２０－３２ＪＣ 主幹ブレーカー：サーキットブレーカー ２００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブ
レーカー２０Ａ×３２ 日東工業

標準分電盤 ＮＬＡ２０－３２ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012068
標準分電盤 ＥＮＡ３－０６ＪＣ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー ３０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレーカー２
０Ａ×６ 日東工業

標準分電盤 ＥＮＡ３－０６ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012070
標準分電盤 ＥＮＡ３－０８ＪＣ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー ３０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレーカー２
０Ａ×８ 日東工業

標準分電盤 ＥＮＡ３－０８ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012072
標準分電盤 ＥＮＡ６－０８ＪＣ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー ６０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレーカー２
０Ａ×８ 日東工業

標準分電盤 ＥＮＡ６－０８ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012074
標準分電盤 ＥＮＡ６－１２ＪＣ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー ６０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレーカー２
０Ａ×１２ 日東工業

標準分電盤 ＥＮＡ６－１２ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012076
標準分電盤 ＥＮＡ６－１６ＪＣ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー ６０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレーカー２
０Ａ×１６ 日東工業

標準分電盤 ＥＮＡ６－１６ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012078
標準分電盤 ＥＮＡ１０－１２ＪＣ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー １００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×１２ 日東工業

標準分電盤 ＥＮＡ１０－１２ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤
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標準分電盤―ブランド品― 4211012080
標準分電盤 ＥＮＡ１０－１６ＪＣ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー １００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×１６ 日東工業

標準分電盤 ＥＮＡ１０－１６ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012082
標準分電盤 ＥＮＡ１０－２０ＪＣ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー １００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×２０ 日東工業

標準分電盤 ＥＮＡ１０－２０ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012084
標準分電盤 ＥＮＡ１５－１６ＪＣ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー １５０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×１６ 日東工業

標準分電盤 ＥＮＡ１５－１６ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012086
標準分電盤 ＥＮＡ１５－２４ＪＣ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー １５０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×２４ 日東工業

標準分電盤 ＥＮＡ１５－２４ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012088
標準分電盤 ＥＮＡ１５－３２ＪＣ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー １５０Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×３２ 日東工業

標準分電盤 ＥＮＡ１５－３２ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012090
標準分電盤 ＥＮＡ２０－２４ＪＣ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー ２００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×２４ 日東工業

標準分電盤 ＥＮＡ２０－２４ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

標準分電盤―ブランド品― 4211012092
標準分電盤 ＥＮＡ２０－３６ＪＣ 主幹ブレーカー：漏電ブレーカー ２００Ａ 分岐ブレーカー：サーキットブレー
カー２０Ａ×３６ 日東工業

標準分電盤 ＥＮＡ２０－３６ＪＣ　日東工業 台 601 ○ ○ 4211 分電盤

スイッチボックス―ブランド品― 4215012034
スイッチボックス 屋外用 ＯＡＳ，ＯＡＢ　１２－１５２５ Ｗ１５０ｍｍ ×Ｈ２５０ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ ＯＡＳは鉄
製基板付，ＯＡＢは木製基板付 日東工業

スイッチボックス ＯＡＳ・ＯＡＢ１２－１５２５ 個 601 ○ ○ 4215 スイッチボックス

スイッチボックス―ブランド品― 4215012036
スイッチボックス 屋外用 ＯＡＳ，ＯＡＢ　１２－２３ Ｗ２００ｍｍ ×Ｈ３００ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ ＯＡＳは鉄製基
板付，ＯＡＢは木製基板付 日東工業

スイッチボックス ＯＡＳ・ＯＡＢ１２－２３屋外用 個 601 ○ ○ 4215 スイッチボックス

スイッチボックス―ブランド品― 4215012038
スイッチボックス 屋外用 ＯＡＳ，ＯＡＢ　１６－２４ Ｗ２００ｍｍ ×Ｈ４００ｍｍ×Ｄ１６０ｍｍ ＯＡＳは鉄製基
板付，ＯＡＢは木製基板付 日東工業

スイッチボックス ＯＡＳ・ＯＡＢ１６－２４屋外用 個 601 ○ ○ 4215 スイッチボックス

スイッチボックス―ブランド品― 4215012040
スイッチボックス 屋外用 ＯＡＳ，ＯＡＢ　２０－３５ Ｗ３００ｍｍ ×Ｈ５００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ ＯＡＳは鉄製基
板付，ＯＡＢは木製基板付 日東工業

スイッチボックス ＯＡＳ・ＯＡＢ２０－３５屋外用 個 601 ○ ○ 4215 スイッチボックス

スイッチボックス―ブランド品― 4215012042
スイッチボックス 屋外用 ＯＲ　２５－４６ Ｗ４００ｍｍ ×Ｈ６００ｍｍ×Ｄ２５０ｍｍ ＯＲは鉄製・木製基板両対
応 日東工業

スイッチボックス ＯＲ２５－４６　屋外用 個 601 ○ ○ 4215 スイッチボックス

スイッチボックス―ブランド品― 4215012028
スイッチボックス 屋外用 ＳＯ２７１５－１２ Ｗ１５０ｍｍ ×Ｈ２７０ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ 木製基板付 河村電器産
業

スイッチボックス ＳＯ２７１５－１２　屋外用 個 601 ○ ○ 4215 スイッチボックス

スイッチボックス―ブランド品― 4215012030
スイッチボックス 屋外用 ＳＯ３７２０－１６ Ｗ２００ｍｍ ×Ｈ３７０ｍｍ×Ｄ１６０ｍｍ 木製基板付 河村電器産
業

スイッチボックス ＳＯ３７２０－１６　屋外用 個 601 ○ ○ 4215 スイッチボックス

スイッチボックス―ブランド品― 4215012032
スイッチボックス 屋外用 ＳＯ４２３０－２０ Ｗ３００ｍｍ ×Ｈ４２０ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 木製基板付 河村電器産
業

スイッチボックス ＳＯ４２３０－２０　屋外用 個 601 ○ ○ 4215 スイッチボックス

電話用保安器ボックス 4411050010 電話用保安器ボックス 露出形 ５ケ用 Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ ｔ１．６ｍｍ 木製基板付１５ｍｍ 電話用保安器ボックス　露出形 ４００×３００×１２０ｍｍ 個 601 ○ ○ 4411 通話装置

電話用保安器ボックス 4411050020
電話用保安器ボックス 露出形 ２０ケ用 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ ｔ１．６ｍｍ 木製基板付１５ｍ
ｍ

電話用保安器ボックス　露出形 ６００×６００×１２０ｍｍ 個 601 ○ ○ 4411 通話装置

電話用保安器ボックス 4411050030
電話用保安器ボックス 露出形 ５０ケ用 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ×Ｄ１４０ｍｍ ｔ１．６ｍｍ 木製基板付１
５ｍｍ

電話用保安器ボックス　露出形 ７００×１０００×１４０ｍｍ 個 601 ○ ○ 4411 通話装置
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電話用保安器ボックス 4411050040 電話用保安器ボックス 埋込形 ５ケ用 Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ ｔ１．６ｍｍ 木製基板付１５ｍｍ 電話用保安器ボックス　埋込形 ４００×３００×１２０ｍｍ 個 601 ○ ○ 4411 通話装置

電話用保安器ボックス 4411050050
電話用保安器ボックス 埋込形 ２０ケ用 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ ｔ１．６ｍｍ 木製基板付１５ｍ
ｍ

電話用保安器ボックス　埋込形 ６００×６００×１２０ｍｍ 個 601 ○ ○ 4411 通話装置

電話用保安器ボックス 4411050060
電話用保安器ボックス 埋込形 ５０ケ用 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ×Ｄ１４０ｍｍ ｔ１．６ｍｍ 木製基板付１
５ｍｍ

電話用保安器ボックス　埋込形 ７００×１０００×１４０ｍｍ 個 601 ○ ○ 4411 通話装置

電話用保安器ボックス 4411050070 電話用保安器ボックス 屋外用 ５ケ用 Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ ｔ１．６ｍｍ 木製基板付１５ｍｍ 電話用保安器ボックス　屋外用 ４００×３００×１２０ｍｍ 個 601 ○ ○ 4411 通話装置

電話用保安器ボックス 4411050080
電話用保安器ボックス 屋外用 ２０ケ用 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ×Ｄ１２０ｍｍ ｔ１．６ｍｍ 木製基板付１５ｍ
ｍ

電話用保安器ボックス　屋外用 ６００×６００×１２０ｍｍ 個 601 ○ ○ 4411 通話装置

分電盤ボックス―ブランド品― 4217010012 分電盤ボックス 屋内用 Ｂ１４－４４ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ×Ｄ１４０ｍｍ 木製基板付 日東工業 分電盤ボックス Ｂ１４－４４　屋内用 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

分電盤ボックス―ブランド品― 4217010014 分電盤ボックス 屋内用 Ｂ１４－５５ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ×Ｄ１４０ｍｍ 木製基板付 日東工業 分電盤ボックス Ｂ１４－５５　屋内用 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

分電盤ボックス―ブランド品― 4217010016 分電盤ボックス 屋内用 Ｂ１４－５６ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ×Ｄ１４０ｍｍ 木製基板付 日東工業 分電盤ボックス Ｂ１４－５６　屋内用 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

分電盤ボックス―ブランド品― 4217010018 分電盤ボックス 屋内用 Ｂ２０－６８ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 木製基板付 日東工業 分電盤ボックス Ｂ２０－６８　屋内用 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

分電盤ボックス―ブランド品― 4217010020 分電盤ボックス 屋内用 Ｂ１６－７５－２ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ×Ｄ１６０ｍｍ 木製基板付 日東工業 分電盤ボックス Ｂ１６－７５－２　屋内用 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

分電盤ボックス―ブランド品― 4217010022 分電盤ボックス 屋内用 Ｂ２０－９５－２ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 木製基板付 日東工業 分電盤ボックス Ｂ２０－９５－２　屋内用 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

分電盤ボックス―ブランド品― 4217010024 分電盤ボックス 屋内用 Ｂ２０－１２８－２ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 木製基板付 日東工業 分電盤ボックス Ｂ２０－１２８－２　屋内用 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

分電盤ボックス―ブランド品― 4217010028 分電盤ボックス 屋内用 ＢＸ５０４０－１４ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ×Ｄ１４０ｍｍ 木製基板付 河村電器産業 分電盤ボックス ＢＸ５０４０－１４　屋内用 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

分電盤ボックス―ブランド品― 4217010036
分電盤ボックス 屋外用 ＰＯＧＢ５０５０－１６ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５１５ｍｍ×Ｄ１６０ｍｍ 木製基板付 河村電器産
業

分電盤ボックス ＰＯＧＢ５０５０－１６屋外用 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

分電盤ボックス―ブランド品― 4217010038
分電盤ボックス 屋外用 ＰＯＧＢ８０６０－１６ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ８１５ｍｍ×Ｄ１６０ｍｍ 木製基板付 河村電器産
業

分電盤ボックス ＰＯＧＢ８０６０－１６屋外用 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

仮設分電盤ボックス 4217030024 仮設分電盤ボックス 仮設ボックス Ｗ３００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 錠収納式平面ハンドル・木製基板付 仮設分電盤ボックス ３００×４００×２００ｍｍ 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

仮設分電盤ボックス 4217030026 仮設分電盤ボックス 仮設ボックス Ｗ４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 錠収納式平面ハンドル・木製基板付 仮設分電盤ボックス ４００×５００×２００ｍｍ 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

仮設分電盤ボックス 4217030028 仮設分電盤ボックス 仮設ボックス Ｗ５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 錠収納式平面ハンドル・木製基板付 仮設分電盤ボックス ５００×６００×２００ｍｍ 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス
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仮設分電盤ボックス 4217030030 仮設分電盤ボックス 仮設ボックス Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ×Ｄ１６０ｍｍ 錠収納式平面ハンドル・木製基板付 仮設分電盤ボックス ４００×３００×１６０ｍｍ 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

仮設分電盤ボックス 4217030032 仮設分電盤ボックス 仮設ボックス Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ×Ｄ１６０ｍｍ 錠収納式平面ハンドル・木製基板付 仮設分電盤ボックス ７００×５００×１６０ｍｍ 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

仮設分電盤ボックス 4217030034
仮設分電盤ボックス 仮設ボックス Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 錠収納式平面ハンドル・木製基板
付

仮設分電盤ボックス １０００×６００×２００ｍｍ 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

仮設分電盤ボックス 4217030036
仮設分電盤ボックス 仮設ボックス Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 錠収納式平面ハンドル・木製基板
付

仮設分電盤ボックス １２００×７００×２００ｍｍ 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

仮設分電盤ボックス 4217030038
仮設分電盤ボックス 仮設ボックス Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ×Ｄ２５０ｍｍ 錠収納式平面ハンドル・木製基板
付

仮設分電盤ボックス １２００×９００×２５０ｍｍ 個 601 ○ ○ 4217 配電機器ボックス

仮設分電盤ボックス―ブランド品― 4211014002 仮設分電盤ボックス ＳＤ－１ Ｗ４２０ｍｍ×Ｈ４２０ｍｍ×Ｄ１８０ｍｍ 屋内外兼用ボックス セフティー電気用品 仮設分電盤ボックス ＳＤ－１ 個 601 ○ ○ 4211 分電盤

仮設分電盤ボックス―ブランド品― 4211014004 仮設分電盤ボックス ＳＤ－２ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ５２０ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 屋内外兼用ボックス セフティー電気用品 仮設分電盤ボックス ＳＤ－２ 個 601 ○ ○ 4211 分電盤

仮設分電盤ボックス―ブランド品― 4211014006
仮設分電盤ボックス ＳＤ－７２ Ｗ７２０ｍｍ×Ｈ５２０ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 屋内外兼用ボックス セフティー電気用
品

仮設分電盤ボックス ＳＤ－７２ 個 601 ○ ○ 4211 分電盤

仮設分電盤ボックス―ブランド品― 4211014008 仮設分電盤ボックス ＳＤ－３ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ×Ｄ２００ｍｍ 屋内外兼用ボックス セフティー電気用品 仮設分電盤ボックス ＳＤ－３ 個 601 ○ ○ 4211 分電盤

金属製プルボックス 4213015002 金属製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 １００×１００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015006 金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 １５０×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015008 金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 １５０×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015009 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ２００×１００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015010 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ２００×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015012 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ２００×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015014 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ２００×２００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015016 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ２００×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015018 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ２００×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213015020 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ２５０×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015022 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ２５０×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015024 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ２５０×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015025 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ２５０×２５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015028 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ２５０×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015030 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ２５０×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015062 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３００×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015064 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３００×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015066 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３００×２５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015068 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３００×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015070 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３００×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015071 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３００×３００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015072 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３００×３００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015074 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３００×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015076 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３００×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015078 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３００×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015080 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３５０×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015082 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３５０×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213015084 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３５０×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015088 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３５０×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015090 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３５０×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015122 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３５０×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015124 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３５０×３５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015126 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３５０×３５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015128 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３５０×３５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015130 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３５０×３５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015134 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015136 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015138 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015141 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×３５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015142 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×３５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015143 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×３５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015144 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×３５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015145 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×４００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015146 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×４００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015032 金属製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 １００×１００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213015036 金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 １５０×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015038 金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 １５０×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015039 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ２００×１００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015040 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ２００×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015042 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ２００×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015044 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ２００×２００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015046 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ２００×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015048 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ２００×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015050 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ２５０×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015052 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ２５０×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015054 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ２５０×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015055 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ２５０×２５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015058 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ２５０×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015060 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ２５０×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015092 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３００×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015094 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３００×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015096 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３００×２５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015098 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３００×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213015100 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３００×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015101 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３００×３００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015102 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３００×３００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015104 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３００×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015106 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３００×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015108 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３００×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015110 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３５０×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015112 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３５０×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015114 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３５０×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015118 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３５０×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015120 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３５０×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015152 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３５０×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015154 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３５０×３５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015156 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３５０×３５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015158 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３５０×３５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015160 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ３５０×３５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015164 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４００×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015166 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４００×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213015168 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４００×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015171 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４００×３５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015172 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４００×３５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015173 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４００×３５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015174 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４００×３５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015175 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４００×４００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015176 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４００×４００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014002 金属製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 １００×１００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014004 金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 １５０×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014006 金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 １５０×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014008 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ２００×１００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014010 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ２００×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014012 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ２００×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014014 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ２００×２００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014016 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ２００×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014018 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ２００×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014020 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ２５０×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014022 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ２５０×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213014024 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ２５０×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014026 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ２５０×２５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014028 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ２５０×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014030 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ２５０×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014032 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３００×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014034 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３００×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014036 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３００×２５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014038 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３００×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014040 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３００×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014042 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３００×３００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014044 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３００×３００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014046 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３００×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014048 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３００×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014050 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３００×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014052 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３５０×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014054 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３５０×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014056 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３５０×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014058 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３５０×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213014060 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３５０×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014062 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３５０×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014064 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３５０×３５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014066 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３５０×３５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014068 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３５０×３５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014070 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ３５０×３５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014072 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４００×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014074 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４００×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014076 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４００×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014078 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４００×３５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014080 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４００×３５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014082 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４００×３５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014084 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４００×３５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014086 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４００×４００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014088 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４００×４００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014302
金属製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 １００×１００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014304
金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 １５０×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014306
金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 １５０×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213014308
金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ２００×１００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014310
金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ２００×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014312
金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ２００×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014314
金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ２００×２００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014316
金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ２００×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014318
金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ２００×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014320
金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ２５０×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014322
金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ２５０×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014324
金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ２５０×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014326
金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ２５０×２５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014328
金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ２５０×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014330
金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ２５０×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014332
金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３００×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014334
金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３００×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014336
金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３００×２５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014338
金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３００×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014340
金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３００×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014342
金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３００×３００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213014344
金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３００×３００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014346
金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３００×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014348
金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３００×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014350
金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３００×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014352
金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３５０×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014354
金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３５０×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014356
金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３５０×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014358
金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３５０×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014360
金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３５０×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014362
金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３５０×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014364
金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３５０×３５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014366
金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３５０×３５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014368
金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３５０×３５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014370
金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ３５０×３５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014372
金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４００×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014374
金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４００×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014376
金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４００×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014378
金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４００×３５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213014380
金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４００×３５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014382
金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４００×３５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014384
金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４００×３５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014386
金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４００×４００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014388
金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４００×４００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013002 金属製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 １００×１００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013004 金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 １５０×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013006 金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 １５０×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013008 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ２００×１００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013010 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ２００×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013012 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ２００×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013014 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ２００×２００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013016 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ２００×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013018 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ２００×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013020 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ２５０×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013022 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ２５０×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013024 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ２５０×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013026 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ２５０×２５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213013028 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ２５０×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013030 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ２５０×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013032 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３００×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013034 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３００×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013036 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３００×２５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013038 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３００×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013040 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３００×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013042 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３００×３００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013044 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３００×３００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013046 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３００×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013048 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３００×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013050 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３００×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013052 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３５０×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013054 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３５０×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013056 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３５０×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013058 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３５０×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013060 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３５０×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013062 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３５０×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213013064 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３５０×３５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013066 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３５０×３５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013068 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３５０×３５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013070 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ３５０×３５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013072 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４００×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013074 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４００×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013076 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４００×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013078 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４００×３５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013080 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４００×３５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013082 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４００×３５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013084 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４００×３５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013086 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４００×４００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013088 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４００×４００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013302 金属製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １００×１００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013304 金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １５０×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013306 金属製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １５０×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013308 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ２００×１００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013310 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ２００×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

金属製プルボックス 4213013312 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ２００×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013314 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ２００×２００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013316 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ２００×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013318 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ２００×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013320 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ２５０×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013322 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ２５０×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013324 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ２５０×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013326 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ２５０×２５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013328 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ２５０×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013330 金属製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ２５０×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013332 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３００×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013334 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３００×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013336 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３００×２５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013338 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３００×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013340 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３００×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013342 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３００×３００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013344 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３００×３００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013346 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３００×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213013348 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３００×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013350 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３００×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013352 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３５０×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013354 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３５０×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013356 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３５０×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013358 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３５０×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013360 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３５０×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013362 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３５０×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013364 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３５０×３５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013366 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３５０×３５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013368 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３５０×３５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013370 金属製プルボックス 縦３５０ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３５０×３５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013372 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４００×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013374 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４００×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013376 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４００×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013378 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４００×３５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013380 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４００×３５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013382 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４００×３５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213013384 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４００×３５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013386 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４００×４００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013388 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４００×４００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015148 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×４００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015150 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×４００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015182 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×４００×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015184 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×４００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015186 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４５０×４５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015187 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４５０×４５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015188 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４５０×４５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015189 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４５０×４５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015242 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４５０×４５０×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015244 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４５０×４５０×４５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015246 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ５００×４００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015192 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ５００×４００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015248 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ５００×４００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015250 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ５００×５００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015194 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ５００×５００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213015196 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ５００×５００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015198 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ５００×５００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015252
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ６００×６００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015254
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ６００×６００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015200
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ６００×６００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015202
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ６００×６００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015204
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ６００×６００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015256
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ７００×７００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015258
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ７００×７００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015260
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ７００×７００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015206
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ７００×７００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015208
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ７００×７００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015210
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ７００×７００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015262
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ８００×８００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015264
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ８００×８００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015266
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ８００×８００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015268
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ８００×８００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015270
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ８００×８００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213015302
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ８００×８００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015304
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ８００×８００×８００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015306
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 １０００×１０００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015308
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 １０００×１０００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015310
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 １０００×１０００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015312
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 １０００×１０００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015314
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 １０００×１０００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015316
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 １０００×１０００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015318
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 １０００×１０００×８００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015320
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行１０００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍ
ｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 １０００×１０００×１０００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015178 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４００×４００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015180 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４００×４００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015212 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４００×４００×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015214 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４００×４００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015216 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４５０×４５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015217 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４５０×４５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015218 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４５０×４５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015219 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４５０×４５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213015272 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４５０×４５０×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015274 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４５０ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ４５０×４５０×４５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015276 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ５００×４００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015222 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ５００×４００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015278 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ５００×４００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015280 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ５００×５００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015224 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ５００×５００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015226 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ５００×５００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015228 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子付 ５００×５００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015282
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ６００×６００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015284
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ６００×６００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015230
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ６００×６００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015232
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ６００×６００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015234
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ６００×６００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015286
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ７００×７００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015288
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ７００×７００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015290
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ７００×７００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015236
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ７００×７００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213015238
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ７００×７００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015240
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ７００×７００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015292
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ８００×８００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015294
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ８００×８００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015296
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ８００×８００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015298
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ８００×８００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015300
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ８００×８００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015332
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ８００×８００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015334
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 ８００×８００×８００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015336
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 １０００×１０００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015338
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 １０００×１０００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015340
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 １０００×１０００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015342
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 １０００×１０００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015344
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 １０００×１０００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015346
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 １０００×１０００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015348
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 １０００×１０００×８００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015350
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行１０００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子付き 板厚１．６ｍ
ｍでアングル補強、又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子付 １０００×１０００×１０００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014090 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４００×４００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213014092 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４００×４００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014094 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４００×４００×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014096 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４００×４００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014098 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４５０×４５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014100 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４５０×４５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014102 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４５０×４５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014104 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４５０×４５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014106 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４５０×４５０×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014108 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ４５０×４５０×４５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014110 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ５００×４００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014112 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ５００×４００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014114 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ５００×４００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014116 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ５００×５００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014118 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ５００×５００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014120 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ５００×５００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014122 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍ 鋼製プルボックス　めっき端子付 ５００×５００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014124
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ６００×６００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014126
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ６００×６００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213014128
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ６００×６００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014130
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ６００×６００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014132
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ６００×６００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014134
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ７００×７００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014136
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ７００×７００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014138
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ７００×７００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014140
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ７００×７００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014142
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ７００×７００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014144
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ７００×７００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014146
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ８００×８００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014148
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ８００×８００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014150
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ８００×８００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014152
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ８００×８００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014154
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ８００×８００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014156
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ８００×８００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014158
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍｍで
アングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 ８００×８００×８００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014160
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍ
ｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 １０００×１０００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014162
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍ
ｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 １０００×１０００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213014164
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍ
ｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 １０００×１０００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014166
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍ
ｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 １０００×１０００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014168
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍ
ｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 １０００×１０００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014170
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍ
ｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 １０００×１０００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014172
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３ｍ
ｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 １０００×１０００×８００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014174
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行１０００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき端子付 １０００×１０００×１０００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014390
金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４００×４００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014392
金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４００×４００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014394
金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４００×４００×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014396
金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４００×４００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014398
金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４５０×４５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014400
金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４５０×４５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014402
金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４５０×４５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014404
金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４５０×４５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014406
金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４５０×４５０×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014408
金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４５０ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ４５０×４５０×４５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014410
金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ５００×４００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014412
金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ５００×４００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213014414
金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ５００×４００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014416
金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ５００×５００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014418
金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ５００×５００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014420
金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ５００×５００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014422
金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ５００×５００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014424
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ６００×６００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014426
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ６００×６００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014428
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ６００×６００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014430
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ６００×６００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014432
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ６００×６００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014434
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ７００×７００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014436
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ７００×７００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014438
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ７００×７００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014440
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ７００×７００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014442
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ７００×７００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014444
金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ７００×７００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014446
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ８００×８００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014448
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ８００×８００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213014450
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ８００×８００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014452
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ８００×８００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014454
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ８００×８００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014456
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ８００×８００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014458
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚２．３
ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 ８００×８００×８００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014460
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚
２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 １０００×１０００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014462
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚
２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 １０００×１０００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014464
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚
２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 １０００×１０００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014466
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚
２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 １０００×１０００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014468
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚
２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 １０００×１０００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014470
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行７００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚
２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 １０００×１０００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014472
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚
２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 １０００×１０００×８００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213014474
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行１０００ｍｍ 鋼製（亜鉛めっき） 防水・端子付き 板厚
２．３ｍｍでアングル補強、又は板厚３．２ｍｍ

鋼製プルボックス　めっき　防水 １０００×１０００×１０００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013090 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４００×４００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013092 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４００×４００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013094 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４００×４００×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013096 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４００×４００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013098 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４５０×４５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213013100 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４５０×４５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013102 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４５０×４５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013104 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４５０×４５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013106 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４５０×４５０×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013108 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４５０ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ４５０×４５０×４５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013110 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ５００×４００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013112 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ５００×４００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013114 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ５００×４００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013116 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ５００×５００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013118 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ５００×５００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013120 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ５００×５００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013122 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ５００×５００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013124 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ６００×６００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013126 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ６００×６００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013128 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ６００×６００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013130 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ６００×６００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013132 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ６００×６００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013134 金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ７００×７００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213013136 金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ７００×７００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013138 金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ７００×７００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013140 金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ７００×７００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013142 金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ７００×７００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013144 金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行７００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ７００×７００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013146 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ８００×８００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013148 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ８００×８００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013150 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ８００×８００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013152 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ８００×８００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013154 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ８００×８００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013156 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行７００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ８００×８００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013158 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行８００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 ８００×８００×８００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013160 金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 １０００×１０００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013162 金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 １０００×１０００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013164 金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 １０００×１０００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013166 金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 １０００×１０００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013168 金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 １０００×１０００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013170 金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行７００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 １０００×１０００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213013172 金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行８００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 １０００×１０００×８００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013174 金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行１０００ｍｍ ステンレス 端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　端子付 １０００×１０００×１０００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013390 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４００×４００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013392 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４００×４００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013394 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４００×４００×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013396 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４００×４００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013398 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４５０×４５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013400 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４５０×４５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013402 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４５０×４５０×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013404 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行３５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４５０×４５０×３５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013406 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４５０×４５０×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013408 金属製プルボックス 縦４５０ｍｍ ×横４５０ｍｍ×奥行４５０ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４５０×４５０×４５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013410 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ５００×４００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013412 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ５００×４００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013414 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ５００×４００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013416 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ５００×５００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013418 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ５００×５００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013420 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ５００×５００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213013422 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ５００×５００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013424 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ６００×６００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013426 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ６００×６００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013428 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ６００×６００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013430 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ６００×６００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013432 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ６００×６００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013434 金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ７００×７００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013436 金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ７００×７００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013438 金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ７００×７００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013440 金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ７００×７００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013442 金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ７００×７００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013444 金属製プルボックス 縦７００ｍｍ ×横７００ｍｍ×奥行７００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ７００×７００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013446 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ８００×８００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013448 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ８００×８００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013450 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ８００×８００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013452 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ８００×８００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013454 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ８００×８００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013456 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行７００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ８００×８００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213013458 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行８００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ８００×８００×８００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013460
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５
ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×１０００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013462
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５
ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×１０００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013464
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５
ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×１０００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013466
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５
ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×１０００×５００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013468
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５
ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×１０００×６００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013470
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行７００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５
ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×１０００×７００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013472
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行８００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５
ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×１０００×８００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013474
金属製プルボックス 縦１０００ｍｍ ×横１０００ｍｍ×奥行１０００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．
５ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×１０００×１０００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011030 樹脂製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 １００×１００×７５ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011002 樹脂製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 １００×１００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011004 樹脂製プルボックス 縦１２０ｍｍ ×横１２０ｍｍ×奥行８０ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 １２０×１２０×８０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011005 樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横９０ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 １５０×９０×７５ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011006 樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 １５０×１５０×７５ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011008 樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 １５０×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011010 樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 １５０×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011032 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ２００×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011012 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ２００×２００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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樹脂製プルボックス 4213011014 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ２００×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011016 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ２００×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011018 樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ２５０×２００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011230 樹脂製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ １００×１００×７５ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011202 樹脂製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ １００×１００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011204 樹脂製プルボックス 縦１２０ｍｍ ×横１２０ｍｍ×奥行８０ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ １２０×１２０×８０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011205 樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横９０ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ １５０×９０×７５ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011206 樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ １５０×１５０×７５ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011208 樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ １５０×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011210 樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ １５０×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011232 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ２００×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011212 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ２００×２００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011214 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ２００×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011216 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ２００×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011218 樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ２５０×２００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011430 樹脂製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ １００×１００×７５ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011402 樹脂製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ １００×１００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011404 樹脂製プルボックス 縦１２０ｍｍ ×横１２０ｍｍ×奥行８０ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ １２０×１２０×８０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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樹脂製プルボックス 4213011405 樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横９０ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ １５０×９０×７５ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011406 樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行７５ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ １５０×１５０×７５ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011408 樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ １５０×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011410 樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ １５０×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011432 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ２００×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011412 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ２００×２００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011414 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ２００×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011416 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ２００×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011418 樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ２５０×２００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011020 樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ２５０×２５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011034 樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ２５０×２５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011022 樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ２５０×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011036 樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ２５０×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011024 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ３００×２００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011038 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ３００×３００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011040 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ３００×３００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011026 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ３００×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011042 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ３００×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

2015 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

樹脂製プルボックス 4213011027 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ３００×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011029 樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ４００×４００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011028 樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 塩化ビニル 標準 塩ビ製プルボックス　標準 ４００×４００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011220 樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ２５０×２５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011234 樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ２５０×２５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011222 樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ２５０×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011236 樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ２５０×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011224 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ３００×２００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011238 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ３００×３００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011240 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ３００×３００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011226 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ３００×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011242 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ３００×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011227 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ３００×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011229 樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ４００×４００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011228 樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 塩化ビニル 防水平ブタ 塩ビ製プルボックス　防水平ブタ ４００×４００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011420 樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ２５０×２５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011434 樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ２５０×２５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011422 樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ２５０×２５０×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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樹脂製プルボックス 4213011436 樹脂製プルボックス 縦２５０ｍｍ ×横２５０ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ２５０×２５０×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011424 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ３００×２００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011438 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ３００×３００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011440 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ３００×３００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011426 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ３００×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011442 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２５０ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ３００×３００×２５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011427 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ３００×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011429 樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ４００×４００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213011428 樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 塩化ビニル 防水カブセ 塩ビ製プルボックス　防水カブセ ４００×４００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017022 樹脂製プルボックス 縦１００ｍｍ ×横１００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 １００×１００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017002 樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１００ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 １５０×１５０×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017004 樹脂製プルボックス 縦１５０ｍｍ ×横１５０ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 １５０×１５０×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017006 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ２００×２００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017024 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１２５ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ２００×２００×１２５ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017008 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ２００×２００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017010 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ２００×２００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017026 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ２００×３００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017028 樹脂製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ２００×３００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス
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樹脂製プルボックス 4213017030 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ３００×３００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017012 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ３００×３００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017014 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ３００×３００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017016 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ３００×３００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017032 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ３００×４００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017034 樹脂製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ３００×４００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017036 樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ４００×４００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017038 樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ４００×４００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017018 樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ４００×４００×２００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017020 樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ４００×４００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017040 樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ４００×４００×４００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017042 樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ４００×５００×１００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017044 樹脂製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行１５０ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ４００×５００×１５０ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

樹脂製プルボックス 4213017046 樹脂製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ＦＲＰ防水型 ＦＲＰ製プルボックス　防水型 ５００×５００×３００ 個 602 ○ ○ 4213 プルボックス

配線器具 4011040010 埋込型配線器具 スイッチ 大角型埋込スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 片切 大角型埋込スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　片切 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040020 埋込型配線器具 スイッチ 大角型埋込スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ３路 大角型埋込スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　３路 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040030 埋込型配線器具 スイッチ 大角型埋込スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 両切 大角型埋込スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　両切 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040040 埋込型配線器具 スイッチ 大角型埋込スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ４路 大角型埋込スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　４路 個 603 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011040050 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ネームカード付きスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 片切 大角型ネームカード付スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　片切 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040060 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ネームカード付きスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ３路 大角型ネームカード付スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　３路 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040070 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ネームカード付きスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 両切 大角型ネームカード付スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　両切 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040080 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ネームカード付きスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ４路 大角型ネームカード付スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　４路 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040082 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） 片切 大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ １５Ａ・１００Ｖ　片切 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040084 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） ３路 大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ １５Ａ・１００Ｖ　３路 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040090 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） 片切　ネームカード付き 大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ １５Ａ・１００Ｖ　片切ネーム付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040100 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） ３路　ネームカード付き 大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ １５Ａ・１００Ｖ　３路ネーム付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040110 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） ４路　ネームカード付き 大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ １５Ａ・１００Ｖ　４路ネーム付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040112 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／２００（Ａ／Ｖ） 片切　ネームカード付き 大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ １５Ａ・２００Ｖ　片切ネーム付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040114 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／２００（Ａ／Ｖ） ３路　ネームカード付き 大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ １５Ａ・２００Ｖ　３路ネーム付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040116 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／２００（Ａ／Ｖ） ４路　ネームカード付き 大角型ＯＦＦ表示灯付スイッチ １５Ａ・２００Ｖ　４路ネーム付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040440 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＮ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） 片切　３線式　ネームカード付き 大角型ＯＮ表示灯付スイッチ １５Ａ・１００Ｖ　片切 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040450 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＮ表示灯付きスイッチ １５／２００（Ａ／Ｖ） 片切　３線式　ネームカード付き 大角型ＯＮ表示灯付スイッチ １５Ａ・２００Ｖ　片切 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040452 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＮ表示灯付きスイッチ ０．５／３００（Ａ／Ｖ） 片切　ネームカード付き 大角型ＯＮ表示灯付スイッチ ０．５Ａ・３００Ｖ　片切 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040120 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＮ表示灯付きスイッチ ４／３００（Ａ／Ｖ） 片切　ネームカード付き 大角型ＯＮ表示灯付スイッチ ４Ａ・３００Ｖ　片切 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040121 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＮ表示灯付きスイッチ ４／３００（Ａ／Ｖ） ３路　ネームカード付き 大角型ＯＮ表示灯付スイッチ ４Ａ・３００Ｖ　３路 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040122 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＮ表示灯付きスイッチ ４／３００（Ａ／Ｖ） ４路　ネームカード付き 大角型ＯＮ表示灯付スイッチ ４Ａ・３００Ｖ　４路 個 603 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011040124 埋込型配線器具 スイッチ 大角型ＯＮ表示灯付きスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 片切・３路　ネームカード付き 大角型ＯＮ表示灯付スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　片切・３路 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040152 埋込型配線器具 スイッチ 大角型時差消灯スイッチ １０／１００（Ａ／Ｖ） 片切　３０秒　ネームカード付き 大角型時差消灯スイッチ １０Ａ・１００Ｖ　３０秒 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040153 埋込型配線器具 スイッチ 大角型トイレ換気スイッチ １０／１００（Ａ／Ｖ） 片切　３分　ネームカード付き 大角型トイレ換気スイッチ １０Ａ・１００Ｖ　３分 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040164
埋込型配線器具 スイッチ 大角型換気タイマースイッチ ０．５／１００（Ａ／Ｖ） 片切　２時間・４時間・連続ＯＮ
付

大角型換気タイマースイッチ ０．５Ａ・１００Ｖ　２・４時間 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040162 埋込型配線器具 スイッチ 大角型一時点灯スイッチ ３／１１０（Ａ／Ｖ） 片切　５分（以内） 大角型一時点灯スイッチ ３Ａ・１１０Ｖ　５分以内 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040210 埋込型配線器具 スイッチ 埋込タンブラスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 片切　取付枠付き 埋込タンブラスイッチ １５Ａ・３００Ｖ　片切 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040220 埋込型配線器具 スイッチ 埋込タンブラスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ３路　取付枠付き 埋込タンブラスイッチ １５Ａ・３００Ｖ　３路 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040222 埋込型配線器具 スイッチ 埋込タンブラスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 両切　取付枠付き 埋込タンブラスイッチ １５Ａ・３００Ｖ　両切 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040224 埋込型配線器具 スイッチ 埋込タンブラスイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ４路　取付枠付き 埋込タンブラスイッチ １５Ａ・３００Ｖ　４路 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040360 埋込型配線器具 スイッチ 埋込防水スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 片切　取付枠・プレート付き 埋込防水スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　片切 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040370 埋込型配線器具 スイッチ 埋込防水スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ３路　取付枠・プレート付き 埋込防水スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　３路 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040380 埋込型配線器具 スイッチ 埋込防水スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 両切　取付枠・プレート付き 埋込防水スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　両切 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040390 埋込型配線器具 スイッチ 埋込防水スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ４路　取付枠・プレート付き 埋込防水スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　４路 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030010 埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 大角型埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030125 埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２０Ａ兼用形 大角型埋込コンセント １５（２０）Ａ・１２５Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030040 埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 扉付き 大角型埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　扉付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030020 埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ダブル 大角型埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　ダブル 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030030 埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） トリプル 大角型埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　トリプル 個 603 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011030050 埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め 大角型埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　抜止 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030052 埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め　ダブル 大角型埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　抜止　ダブル 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030060 埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 接地極付き 大角型埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　接地極付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030440 埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） 接地極付き　ダブル 大角型埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ接地極付ダブル 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030062 埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め　接地極付き 大角型埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　抜止接地極付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030064
埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め　接地極付き
ダブル

大角型埋込コンセント １５Ａ１２５Ｖ抜止接地極ダブル 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030071 埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き 大角型埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030070 埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き　ダブル 大角型埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ　ダブル 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030072 埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き　２０Ａ兼用 大角型埋込コンセント １５（２０）Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030074 埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／２５０（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き　２０Ａ兼用 大角型埋込コンセント １５（２０）Ａ・２５０Ｖ　ＥＴ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030076
埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） 接地極付き　ＥＴ付き
ダブル

大角型埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　接地極付ＥＴ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030452
埋込型配線器具 コンセント 大角型埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） 漏電ブレーカ・接地極・
ＥＴ付

大角型埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ漏電接地極ＥＴ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030460 埋込型配線器具 コンセント 大角Ｔ型埋込コンセント（取付枠付き） １５／２５０（Ａ／Ｖ） 接地極付き 大角Ｔ型埋込コンセント １５Ａ・２５０Ｖ　接地極付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030480
埋込型配線器具 コンセント 大角Ｔ型埋込コンセント（取付枠付き） １５／２５０（Ａ／Ｖ） 接地極付き　２０Ａ兼
用

大角Ｔ型埋込コンセント １５（２０）Ａ２５０Ｖ接地極付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030120 埋込型配線器具 コンセント 埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ 埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ　１５Ａ・１２５Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030140 埋込型配線器具 コンセント 埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ　扉付き 埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　扉付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030130 埋込型配線器具 コンセント 埋込コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ　ダブル 埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　ダブル 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030380 埋込型配線器具 コンセント 埋込接地コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ 埋込接地コンセント １５Ａ・１２５Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011030390 埋込型配線器具 コンセント 埋込接地コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ　ダブル 埋込接地コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　ダブル 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030395 埋込型配線器具 コンセント 埋込接地コンセント（取付枠付き） １５／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ 埋込接地コンセント １５Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030690 埋込型配線器具 コンセント 埋込接地コンセント（取付枠付き） １５／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ　ダブル 埋込接地コンセント １５Ａ・２５０Ｖ　ダブル 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030150 埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量コンセント（取付枠付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ 埋込高容量コンセント ２Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030535 埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量コンセント（取付枠付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ 埋込高容量コンセント ２Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030152 埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量コンセント（取付枠付き） １５／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ１５Ａ 埋込高容量コンセント ３Ｐ１５Ａ　１５Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030160 埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量コンセント（取付枠付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ 埋込高容量コンセント ３Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030190 埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量コンセント（取付枠付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ 埋込高容量コンセント ３Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030500 埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量接地コンセント（取付枠付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ 埋込高容量接地コンセント ２Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030510
埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量接地コンセント（取付枠付き） １５／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ１５Ａ（旧４
Ｐ）

埋込高容量接地コンセント ３Ｐ１５Ａ　１５Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030520
埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量接地コンセント（取付枠付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ（旧４
Ｐ）

埋込高容量接地コンセント ３Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030530
埋込型配線器具 コンセント 埋込高容量接地コンセント（取付枠付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ（旧４
Ｐ）

埋込高容量接地コンセント ３Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030340 埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ 埋込引掛コンセント ２Ｐ１５Ａ　１５Ａ・１２５Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030350 埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛コンセント（取付枠付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ 埋込引掛コンセント ２Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030360 埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛コンセント（取付枠付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ 埋込引掛コンセント ３Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030362 埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛コンセント（取付枠付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ 埋込引掛コンセント ３Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030700 埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛接地コンセント（取付枠付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ（旧３Ｐ） 埋込引掛接地コンセント ２Ｐ１５Ａ　１５Ａ・１２５Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030710 埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛接地コンセント（取付枠付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ（旧３Ｐ） 埋込引掛接地コンセント ２Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011030720 埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛接地コンセント（取付枠付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ（旧３Ｐ） 埋込引掛接地コンセント ２Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030371 埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛接地コンセント（取付枠付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ（旧４Ｐ） 埋込引掛接地コンセント ３Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030372 埋込型配線器具 コンセント 埋込引掛接地コンセント（取付枠付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ（旧４Ｐ） 埋込引掛接地コンセント ３Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030920 埋込型配線器具 コンセント 埋込防水コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 薄型　ダブル 埋込防水コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　薄型ダブル 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030940 埋込型配線器具 コンセント ロック式防水コンセント（キャップ付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） 接地極付き ロック式防水コンセント　埋込型 １５Ａ・１２５Ｖ　接地極付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030680 埋込型配線器具 コンセント 日本間コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 扉付き 日本間コンセント　埋込型 １５Ａ・１２５Ｖ　扉付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030670 埋込型配線器具 コンセント 家具用コンセント １２／１２５（Ａ／Ｖ） 家具用コンセント　埋込型 １２Ａ・１２５Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011070010 埋込型配線器具 コンセント アースターミナル アースターミナル 埋込型 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011080010 埋込型配線器具 コンセント テレビターミナル テレビターミナル 埋込型 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030752
埋込型配線器具 医療施設用コンセント 埋込接地コンセント（接地リード線付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５
Ａ　大角型

医療施設用埋込接地コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　大角型 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030750
埋込型配線器具 医療施設用コンセント 埋込接地コンセント（接地リード線付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５
Ａ　ダブル　取付枠付き

医療施設用埋込接地コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　ダブル 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030550
埋込型配線器具 医療施設用コンセント 埋込引掛接地コンセント（接地リード線付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ
１５Ａ（旧３Ｐ）　取付枠付き

医療施設埋込引掛接地コンセント ２Ｐ１５Ａ　１５Ａ・１２５Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030560
埋込型配線器具 医療施設用コンセント 埋込引掛接地コンセント（接地リード線付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ
２０Ａ（旧３Ｐ）　取付枠付き

医療施設埋込引掛接地コンセント ２Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030570
埋込型配線器具 医療施設用コンセント 埋込引掛接地コンセント（接地リード線付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ
３０Ａ（旧３Ｐ）　取付枠付き

医療施設埋込引掛接地コンセント ２Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030580
埋込型配線器具 医療施設用コンセント 埋込引掛接地コンセント（接地リード線付き） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ
２０Ａ　取付枠付き

医療施設埋込引掛接地コンセント ３Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030590
埋込型配線器具 医療施設用コンセント 埋込引掛接地コンセント（接地リード線付き） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ
３０Ａ　取付枠付き

医療施設埋込引掛接地コンセント ３Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011070040 埋込型配線器具 医療施設用コンセント アースターミナル（接地リード線付き） － 医療施設用アースターミナル 埋込型　接地リード線付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030540
埋込型配線器具 医用接地形コンセント（ＪＩＳ規格適合品） 埋込接地コンセント（接地リード線付き） １５／１２５
（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ　ダブル　取付枠付き

医用接地形埋込接地コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　ＪＩＳ品 個 603 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011070030
埋込型配線器具 医用接地形コンセント（ＪＩＳ規格適合品） アースターミナル（接地リード線付き） － ダブル　取
付枠付き

医用接地形アースターミナル ダブルＪＩＳ品　接地リード線付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011280010
埋込型配線器具 医用接地形コンセント（ＪＩＳ規格適合品） アースセンター（接地リード線付き） １０本　取付枠付
き

医用接地形アースセンター １０本ＪＩＳ品　接地リード線付 個 603 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110010 埋込型配線器具 プレート カラープレート １～３（穴数） 樹脂製 配線用カラープレート 穴数１～３　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110020 埋込型配線器具 プレート カラープレート ４～６（穴数） 樹脂製 配線用カラープレート 穴数４～６　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110030 埋込型配線器具 プレート カラープレート ７～９（穴数） 樹脂製 配線用カラープレート 穴数７～９　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110032 埋込型配線器具 プレート カラープレート １０～１２（穴数） 樹脂製 配線用カラープレート 穴数１０～１２　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110034 埋込型配線器具 プレート カラープレート １３～１５（穴数） 樹脂製 配線用カラープレート 穴数１３～１５　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110040 埋込型配線器具 プレート ステンレスプレート １～３（穴数） 配線用ステンレスプレート 穴数１～３　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110050 埋込型配線器具 プレート ステンレスプレート ４～６（穴数） 配線用ステンレスプレート 穴数４～６　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110060 埋込型配線器具 プレート ステンレスプレート ７～９（穴数） 配線用ステンレスプレート 穴数７～９　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110062 埋込型配線器具 プレート ステンレスプレート １０～１２（穴数） 配線用ステンレスプレート 穴数１０～１２　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110064 埋込型配線器具 プレート ステンレスプレート １３～１５（穴数） 配線用ステンレスプレート 穴数１３～１５　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110066 埋込型配線器具 プレート ステンレスプレート １６～１８（穴数） 配線用ステンレスプレート 穴数１６～１８　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110070 埋込型配線器具 プレート 新金属プレート １～３（穴数） 耐食アルミ合金製 配線用新金属プレート 穴数１～３　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110080 埋込型配線器具 プレート 新金属プレート ４～６（穴数） 耐食アルミ合金製 配線用新金属プレート 穴数４～６　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110090 埋込型配線器具 プレート 新金属プレート ７～９（穴数） 耐食アルミ合金製 配線用新金属プレート 穴数７～９　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110092 埋込型配線器具 プレート 新金属プレート １０～１２（穴数） 耐食アルミ合金製 配線用新金属プレート 穴数１０～１２　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110094 埋込型配線器具 プレート 新金属プレート １３～１５（穴数） 耐食アルミ合金製 配線用新金属プレート 穴数１３～１５　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011110096 埋込型配線器具 プレート 新金属プレート １６～１８（穴数） 耐食アルミ合金製 配線用新金属プレート 穴数１６～１８　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110330 埋込型配線器具 プレート カセットプレート １～３（穴数） プレート枠付き　樹脂製 カセットプレート　樹脂製 穴数１～３　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110340 埋込型配線器具 プレート カセットプレート ４～６（穴数） プレート枠付き　樹脂製 カセットプレート　樹脂製 穴数４～６　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110190 埋込型配線器具 プレート カバープレート（取付枠付き） （丸型）樹脂製 カバープレート　樹脂製 丸型　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110200 埋込型配線器具 プレート カバープレート（取付枠付き） （角型）樹脂製 カバープレート　樹脂製 角型　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110210 埋込型配線器具 プレート カバープレート（取付枠付き） （丸型）ステンレス製 カバープレート　ステンレス 丸型　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110220 埋込型配線器具 プレート カバープレート（取付枠付き） （角型）ステンレス製 カバープレート　ステンレス 角型　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110230 埋込型配線器具 プレート カバープレート（取付枠付き） （丸型）新金属製 カバープレート　新金属 丸型　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110240 埋込型配線器具 プレート カバープレート（取付枠付き） （角型）新金属製 カバープレート　新金属 角型　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110130 埋込型配線器具 プレート 電話線プレート（取付枠付き） １（穴数） （丸型）樹脂製 電話線プレート　樹脂製 穴数１　丸型　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110140 埋込型配線器具 プレート 電話線プレート（取付枠付き） １（穴数） （角型）樹脂製 電話線プレート　樹脂製 穴数１　角型　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110150 埋込型配線器具 プレート 電話線プレート（取付枠付き） １（穴数） （丸型）ステンレス製 電話線プレート　ステンレス 穴数１　丸型　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110160 埋込型配線器具 プレート 電話線プレート（取付枠付き） １（穴数） （角型）ステンレス製 電話線プレート　ステンレス 穴数１　角型　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110170 埋込型配線器具 プレート 電話線プレート（取付枠付き） １（穴数） （丸型）新金属製 電話線プレート　新金属 穴数１　丸型　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110180 埋込型配線器具 プレート 電話線プレート（取付枠付き） １（穴数） （角型）新金属製 電話線プレート　新金属 穴数１　角型　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110710 埋込型配線器具 プレート 防雨スイッチプレート １～３（穴数） （角型）　取付枠付き 配線用防雨スイッチプレート 穴数１～３　角型　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110341 埋込型配線器具 プレート 簡易耐火プレート １～３（穴数） 簡易耐火プレート 穴数１～３　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110342 埋込型配線器具 プレート 簡易耐火プレート ４～６（穴数） 簡易耐火プレート 穴数４～６　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011110343 埋込型配線器具 プレート 簡易耐火プレート ７～９（穴数） 簡易耐火プレート 穴数７～９　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110620 埋込型配線器具 プレート タンブラプレート １（穴数） 樹脂製 タンブラプレート 穴数１　樹脂製　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110640 埋込型配線器具 プレート タンブラプレート １（穴数） 新金属製 タンブラプレート 穴数１　新金属　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110500 埋込型配線器具 プレート コンセントプレート １（穴数） 角型・φ３５．５・φ４１．５　樹脂製 樹脂プレート 穴数１　径３５．５・４１．５ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110590 埋込型配線器具 プレート コンセントプレート １（穴数） φ５８．５　樹脂製 樹脂プレート 穴数１　径５８．５ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110510 埋込型配線器具 プレート コンセントプレート ２（穴数） φ３５．５×２　樹脂製 樹脂プレート 穴数２　径３５．５×２ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110530 埋込型配線器具 プレート コンセントプレート １（穴数） 角型・φ３５．５・φ４１．５　ステンレス製 配線用ステンレスプレート 穴数１　径３５．５・４１．５ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110600 埋込型配線器具 プレート コンセントプレート １（穴数） φ５８．５・φ７１．５　ステンレス製 配線用ステンレスプレート 穴数１　径５８．５・７１．５ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110540 埋込型配線器具 プレート コンセントプレート ２（穴数） φ３５．５×２・２連接穴　ステンレス製 配線用ステンレスプレート 穴数２　径３５．５×２ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110550 埋込型配線器具 プレート コンセントプレート ３（穴数） φ３５．５×３　ステンレス製 配線用ステンレスプレート 穴数３　径３５．５×３ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110560 埋込型配線器具 プレート コンセントプレート １（穴数） 角型・φ３５．５・φ４１．５　新金属製 配線用新金属プレート 穴数１　径３５．５・４１．５ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110610 埋込型配線器具 プレート コンセントプレート １（穴数） φ５８．５・φ７１．５　新金属製 配線用新金属プレート 穴数１　径５８．５・７１．５ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110570 埋込型配線器具 プレート コンセントプレート ２（穴数） φ３５．５×２・２連接穴　新金属製 配線用新金属プレート 穴数２　径３５．５×２ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110580 埋込型配線器具 プレート コンセントプレート ３（穴数） φ３５．５×３　新金属製 配線用新金属プレート 穴数３　径３５．５×３ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110520 埋込型配線器具 プレート 防滴プレート － 樹脂製 防滴プレート 樹脂製　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110720 埋込型配線器具 プレート ガードプレート － 簡易鍵付き　樹脂製 配線用ガードプレート 簡易鍵付き　樹脂製　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110730 埋込型配線器具 プレート 防雨入線カバー － 埋込・露出両用　樹脂製 配線用プレート　防雨入線カバー 埋込・露出両用　樹脂製 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011220010 埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ 取付枠 － 埋込 配線器具取付枠 埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011220050 埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ 取付枠 － 埋込絶縁 配線器具取付枠 埋込絶縁 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011220020 埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ 取付枠 － 絶縁取付枠付き 配線器具取付枠 絶縁取付枠付 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011220040 埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ 取付枠 － 絶縁取付枠付き（２連） 配線器具取付枠 絶縁取付枠付　２連 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011230010 埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ はさみ金具 － ３－１０ｍｍ（２個／袋） 配線用パネルはさみ金具 ３～１０ｍｍ　２個１袋 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011100010 埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ 押しボタン １０／３００（Ａ／Ｖ） 片切 埋込押しボタン １０Ａ・３００Ｖ　片切 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011100060 埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ 押しボタン １０／３００（Ａ／Ｖ） 両切　ＪＩＳ防雨形 埋込押しボタン １０Ａ・３００Ｖ　防雨型　両切 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011100050
埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ 非常用押しボタン ６／３００（Ａ／Ｖ） 両切　ボタンカバー
付き　取付枠付き

埋込非常用押しボタン ６Ａ・３００Ｖ　両切 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011100070
埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ コール用押しボタン（神保電器） ３／１２（Ａ／Ｖ） ＨＢ－
６０

埋込コール用押しボタン ＨＢ－６０　神保 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011100080
埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ コール用押しボタン（神保電器） ３／１２（Ａ／Ｖ） ＨＢ－
６０Ｌ　照光式

埋込コール用押しボタン ＨＢ－６０Ｌ　照光式　神保 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011090010
埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ パイロットランプ －／１００（Ａ／Ｖ） 電圧検知型（白・
緑・赤）

パイロットランプ １００Ｖ　電圧検知型　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011090020
埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ パイロットランプ －／２００（Ａ／Ｖ） 電圧検知型（白・
緑・赤）

パイロットランプ ２００Ｖ　電圧検知型　埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011050010 埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ ブランクチップ － ブランクチップ 埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011060010 埋込型配線器具 取付枠・押しボタン・ランプ・チップ 電話線チップ － 電話線チップ 埋込型 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040660 露出型配線器具 スイッチ 露出タンブラスイッチ １０／３００（Ａ／Ｖ） 片切 露出タンブラスイッチ １０Ａ・３００Ｖ　片切 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040670 露出型配線器具 スイッチ 露出タンブラスイッチ １０／３００（Ａ／Ｖ） 片切　ダブル 露出タンブラスイッチ １０Ａ・３００Ｖ　ダブル 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040680 露出型配線器具 スイッチ 露出タンブラスイッチ １０／３００（Ａ／Ｖ） 片切　トリプル　カード付き 露出タンブラスイッチ １０Ａ・３００Ｖ　トリプル 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040690 露出型配線器具 スイッチ 角型防雨スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 片切 角型防雨スイッチ　露出型 １５Ａ・３００Ｖ　片切 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040710 露出型配線器具 スイッチ 角型防雨スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ３路 角型防雨スイッチ　露出型 １５Ａ・３００Ｖ　３路 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

2027 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

配線器具 4011040720 露出型配線器具 スイッチ 角型防雨スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 片切・３路両用 角型防雨スイッチ　露出型 １５Ａ・３００Ｖ　片切・３路 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030220 露出型配線器具 コンセント 角型露出コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ 角型露出コンセント ２Ｐ１５Ａ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030230 露出型配線器具 コンセント 角型露出コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ　ダブル 角型露出コンセント ２Ｐ１５Ａ　ダブル 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030240 露出型配線器具 コンセント 角型露出コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ　トリプル 角型露出コンセント ２Ｐ１５Ａ　トリプル 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030950 露出型配線器具 コンセント 角型接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ 角型接地コンセント　露出型 １５Ａ・１２５Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030960 露出型配線器具 コンセント 角型接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ　ダブル 角型接地コンセント　露出型 １５Ａ・１２５Ｖ　ダブル 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030970 露出型配線器具 コンセント 角型接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５　２０Ａ兼用 角型接地コンセント　露出型 １５（２０）Ａ・１２５Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031240 露出型配線器具 コンセント 角型接地コンセント １５／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５　２０Ａ兼用 角型接地コンセント　露出型 １５（２０）Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030250 露出型配線器具 コンセント 露出高容量コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ 露出高容量コンセント ２Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030760 露出型配線器具 コンセント 露出高容量コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ 露出高容量コンセント ２Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030252 露出型配線器具 コンセント 露出高容量コンセント １５／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ１５Ａ 露出高容量コンセント ３Ｐ１５Ａ　１５Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030260 露出型配線器具 コンセント 露出高容量コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ 露出高容量コンセント ３Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030890 露出型配線器具 コンセント 露出高容量コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ 露出高容量コンセント ３Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031000 露出型配線器具 コンセント 露出高容量接地コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ 露出高容量接地コンセント ２Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031010 露出型配線器具 コンセント 露出高容量接地コンセント １５／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ１５Ａ（旧４Ｐ） 露出高容量接地コンセント ３Ｐ１５Ａ　１５Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031020 露出型配線器具 コンセント 露出高容量接地コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ（旧４Ｐ） 露出高容量接地コンセント ３Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031030 露出型配線器具 コンセント 露出高容量接地コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ（旧４Ｐ） 露出高容量接地コンセント ３Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031040 露出型配線器具 コンセント 露出引掛コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ 露出引掛コンセント ２Ｐ１５Ａ　１５Ａ・１２５Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011031050 露出型配線器具 コンセント 露出引掛コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ 露出引掛コンセント ２Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031060 露出型配線器具 コンセント 露出引掛コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ 露出引掛コンセント ３Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031070 露出型配線器具 コンセント 露出引掛コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ 露出引掛コンセント ３Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031080 露出型配線器具 コンセント 露出引掛接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ（旧３Ｐ） 露出引掛接地コンセント ２Ｐ１５Ａ　１５Ａ・１２５Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031090 露出型配線器具 コンセント 露出引掛接地コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ（旧３Ｐ） 露出引掛接地コンセント ２Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031100 露出型配線器具 コンセント 露出引掛接地コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ（旧３Ｐ） 露出引掛接地コンセント ２Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031110 露出型配線器具 コンセント 露出引掛接地コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ（旧４Ｐ） 露出引掛接地コンセント ３Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031120 露出型配線器具 コンセント 露出引掛接地コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ（旧４Ｐ） 露出引掛接地コンセント ３Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030600 露出型配線器具 コンセント 露出薄型コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 露出薄型コンセント １５Ａ・１２５Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030610 露出型配線器具 コンセント 露出薄型コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ダブル 露出薄型コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　ダブル 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030620 露出型配線器具 コンセント 露出薄型コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き 露出薄型コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ付 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031130 露出型配線器具 コンセント 露出薄型コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２０Ａ兼用 露出薄型コンセント １５（２０）Ａ・１２５Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030640 露出型配線器具 コンセント 露出薄型コンセント １５／２５０（Ａ／Ｖ） ２０Ａ兼用　ＥＴ付き 露出薄型コンセント １５（２０）Ａ・２５０Ｖ　ＥＴ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031140 露出型配線器具 コンセント 防雨引掛コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ 防雨引掛コンセント　露出型 ３Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031150 露出型配線器具 コンセント 防雨引掛コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ 防雨引掛コンセント　露出型 ３Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 604 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031160 露出型配線器具 コンセント 防雨引掛接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ（旧３Ｐ） 防雨引掛接地コンセント　露出型 ２Ｐ１５Ａ　１５Ａ・１２５Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031170 露出型配線器具 コンセント 防雨引掛接地コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ（旧３Ｐ） 防雨引掛接地コンセント　露出型 ２Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031180 露出型配線器具 コンセント 防雨引掛接地コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ（旧３Ｐ） 防雨引掛接地コンセント　露出型 ２Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011031190 露出型配線器具 コンセント 防雨引掛接地コンセント ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ（旧４Ｐ） 防雨引掛接地コンセント　露出型 ３Ｐ２０Ａ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031200 露出型配線器具 コンセント 防雨引掛接地コンセント ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ（旧４Ｐ） 防雨引掛接地コンセント　露出型 ３Ｐ３０Ａ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031220 露出型配線器具 コンセント 防水コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 埋込両用　抜け止め　ＥＴ付き 露出型防水コンセント　ＥＴ付き 抜け止め　１５Ａ・１２５Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031230
露出型配線器具 コンセント 防水コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 埋込両用　ダブル抜け止め　ＥＴ付き（１個の
み接地）

露出型防水Ｗコンセント　ＥＴ付 抜け止め　１個のみ接地　１５Ａ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031250 露出型配線器具 コンセント 防水コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 埋込両用　ダブル抜け止め　接地　ＥＴ付き 露出接地防水ＷコンセントＥＴ付 抜け止め　１５Ａ・１２５Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011031260
露出型配線器具 コンセント 防水コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 埋込両用　ダブル抜け止め　接地　ＥＴ付き
（φ３９キャップ２個対応形）

露出接地防水ＷコンセントＥＴ付 抜止　径３９キャップ用　１５Ａ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030650 露出型配線器具 コンセント 防水コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 埋込両用　トリプル抜け止め 露出防水トリプルコンセント 抜け止め　１５Ａ・１２５Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030660 露出型配線器具 コンセント 防水コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 埋込両用　トリプル抜け止め　ＥＴ付き 露出防水トリプルコンセントＥＴ 抜け止め　１５Ａ・１２５Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030740 露出型配線器具 コンセント ロック式防水コンセント（キャップ付き） １５／１２５（Ａ／Ｖ） 接地極付き ロック式防水コンセント　露出型 １５Ａ・１２５Ｖ　接地極 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150310 キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛キャップ １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ 引掛キャップ ２Ｐ　１５Ａ・１２５Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150320 キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛キャップ ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ 引掛キャップ ２Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150150 キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０Ａ 防水ゴムコードキャップ ２Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150170 キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ １５／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ１５Ａ 防水ゴムコードキャップ ３Ｐ　１５Ａ・２５０Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150180 キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０Ａ 防水ゴムコードキャップ ３Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011140148
キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５
Ａ

高容量用キャップ ２Ｐ　１５Ａ・１２５Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011140150
キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２０
Ａ

高容量用キャップ ２Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011140160
キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０
Ａ

高容量用キャップ ２Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011140170
キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ １５／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ１５
Ａ

高容量用キャップ ３Ｐ　１５Ａ・２５０Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011140180
キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２０
Ａ

高容量用キャップ ３Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011140190
キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０
Ａ

高容量用キャップ ３Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011140198
キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ（接地） １５／１２５（Ａ／Ｖ）
２Ｐ１５Ａ

高容量用キャップ ２Ｐ　１５Ａ・１２５Ｖ　接地 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011140200
キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ（接地） １５／２５０（Ａ／Ｖ）
２Ｐ１５Ａ

高容量用キャップ ２Ｐ　１５Ａ・２５０Ｖ　接地 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011140210
キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ（接地） ３０／２５０（Ａ／Ｖ）
２Ｐ３０Ａ

高容量用キャップ ２Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ　接地 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011140220
キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ（接地） １５／２５０（Ａ／Ｖ）
３Ｐ１５Ａ（旧４Ｐ）

高容量用キャップ ３Ｐ　１５Ａ・２５０Ｖ　接地 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011140230
キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ（接地） ２０／２５０（Ａ／Ｖ）
３Ｐ２０Ａ（旧４Ｐ）

高容量用キャップ ３Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ　接地 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011140240
キャップ（プラグ）（配線器具） 高容量用キャップ（プラグ） 高容量用キャップ（接地） ３０／２５０（Ａ／Ｖ）
３Ｐ３０Ａ（旧４Ｐ）

高容量用キャップ ３Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ　接地 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011160010 シーリング類（配線器具） シーリング 角型引掛シーリング ６／１２５（Ａ／Ｖ） キャップ付き 角型引掛シーリング ６Ａ・１２５Ｖ　キャップ付 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011160020 シーリング類（配線器具） シーリング 角型引掛シーリング ６／１２５（Ａ／Ｖ） コンセント付き 角型引掛シーリング ６Ａ・１２５Ｖ　コンセント付 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011160030 シーリング類（配線器具） シーリング 角型引掛シーリング ６／１２５（Ａ／Ｖ） ボディ 角型引掛シーリング ６Ａ・１２５Ｖ　ボディ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011160080 シーリング類（配線器具） シーリング 丸型シーリング ６／２５０（Ａ／Ｖ） （黒） 丸型シーリング ６Ａ・２５０Ｖ　黒 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011170020 シーリング類（配線器具） ローゼット 丸型引掛ローゼット ６／１２５（Ａ／Ｖ） 埋込用　耳付き 丸型引掛ローゼット ６Ａ　埋込用　耳付 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011170030 シーリング類（配線器具） ローゼット 丸型引掛ローゼット ６／１２５（Ａ／Ｖ） 埋込用　コンセント付き 丸型引掛ローゼット ６Ａ　埋込用　コンセント付 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011170040 シーリング類（配線器具） ローゼット 丸型引掛ローゼット ６／１２５（Ａ／Ｖ） 露出用　耳付き 丸型引掛ローゼット ６Ａ　露出用　耳付 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011160040 シーリング類（配線器具） シーリング 丸型引掛シーリング ６／１２５（Ａ／Ｖ） 露出用 丸型引掛シーリング ６Ａ・１２５Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011160050 シーリング類（配線器具） シーリング 丸型引掛シーリング ６／１２５（Ａ／Ｖ） 露出用　コンセント付き 丸型引掛シーリング ６Ａ・１２５Ｖ　コンセント付 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011180010 シーリング類（配線器具） キャップ 角型引掛キャップ ６／１２５（Ａ／Ｖ） 角型引掛キャップ ６Ａ・１２５Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011180030 シーリング類（配線器具） キャップ 角型ロック付キャップ ６／１２５（Ａ／Ｖ） 角型ロック付キャップ ６Ａ・１２５Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011310010 シーリング類（配線器具） アダプター 角型コンセントアダプター ６／１２５（Ａ／Ｖ） 角型コンセントアダプター ６Ａ・１２５Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011180020 シーリング類（配線器具） キャップ 丸型引掛キャップ ６／１２５（Ａ／Ｖ） 丸型引掛キャップ ６Ａ・１２５Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011160060 シーリング類（配線器具） シーリング 角型シーリングハンガー － ブッシング・ビス付き 角型シーリングハンガー ブッシング・ビス付 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011160070 シーリング類（配線器具） シーリング シーリング受台 － シーリング受台 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011190010 ソケット（配線器具） ソケット キーソケット ６／２５０（Ａ／Ｖ） キーソケット ６Ａ・２５０Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011190050 ソケット（配線器具） ソケット 防水ソケット ６／２５０（Ａ／Ｖ） ３０ｃｍリード線付き 防水ソケット ６Ａ・２５０Ｖ３０ｃｍリード付 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011190070 ソケット（配線器具） ソケット プルソケット ３／２５０（Ａ／Ｖ） スタンド用 プルソケット ３Ａ・２５０Ｖ　スタンド用 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011200010 レセプタクル・プルスイッチ（配線器具） レセプタクル レセプタクル ６／２５０（Ａ／Ｖ） 送り付き レセプタクル ６Ａ・２５０Ｖ　送り付 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011190060 レセプタクル・プルスイッチ（配線器具） レセプタクル セードホルダー － セードホルダー 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040330 レセプタクル・プルスイッチ（配線器具） プルスイッチ 角型プルスイッチ １０／２５０（Ａ／Ｖ） 角型プルスイッチ １０Ａ・２５０Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040350 レセプタクル・プルスイッチ（配線器具） プルスイッチ キャノピスイッチ ３／３００（Ａ／Ｖ） キャノピスイッチ ３Ａ・３００Ｖ 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011210010 ジョイント，ブランチボックス（配線器具） ジョイントボックス ジョイントボックス － 大　透明 ジョイントボックス 大　透明 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011210020 ジョイント，ブランチボックス（配線器具） ジョイントボックス ジョイントボックス － 中　透明 ジョイントボックス 中　透明 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011210030
ジョイント，ブランチボックス（配線器具） ジョイントボックス ジョイントボックス ２０／３００（Ａ／Ｖ） 小
黒

ジョイントボックス ２０Ａ・３００Ｖ　小　黒 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011210032
ジョイント，ブランチボックス（配線器具） ジョイントボックス ジョイントボックス ２０／３００（Ａ／Ｖ） ３分
岐　透明

ジョイントボックス ２０Ａ・３００Ｖ　３分岐　透明 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011210050 ジョイント，ブランチボックス（配線器具） ジョイントボックス 防水ジョイントボックス － 大　黒 防水ジョイントボックス 大　黒 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011210060 ジョイント，ブランチボックス（配線器具） ジョイントボックス 防水ジョイントボックス － 小　黒 防水ジョイントボックス 小　黒 個 605 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011210070
ジョイント，ブランチボックス（配線器具） ブランチボックス ブランチボックス ２０／３００（Ａ／Ｖ） 既設線用
２線

ブランチボックス　既設線用 ２０Ａ・３００Ｖ　２線用 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011210080
ジョイント，ブランチボックス（配線器具） ブランチボックス ブランチボックス ２０／３００（Ａ／Ｖ） 既設線用
３線

ブランチボックス　既設線用 ２０Ａ・３００Ｖ　３線用 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040740 ワイド埋込配線器具 スイッチ 埋込スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 片切 ワイド埋込スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　片切 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040750 ワイド埋込配線器具 スイッチ 埋込スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ３路 ワイド埋込スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　３路 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040752 ワイド埋込配線器具 スイッチ 埋込スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） 両切 ワイド埋込スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　両切 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040760 ワイド埋込配線器具 スイッチ 埋込スイッチ １５／３００（Ａ／Ｖ） ４路 ワイド埋込スイッチ １５Ａ・３００Ｖ　４路 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040770 ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） 片切 ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５Ａ・１００Ｖ片切ワイド埋込 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040780 ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） ３路 ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５Ａ・１００Ｖ３路ワイド埋込 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040790 ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） ４路 ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５Ａ・１００Ｖ４路ワイド埋込 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040800 ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＮ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） 片切 ＯＮ表示灯付きスイッチ １５Ａ・１００Ｖ片切ワイド埋込 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040810 ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＮ表示灯付きスイッチ ４／３００（Ａ／Ｖ） 片切 ＯＮ表示灯付きスイッチ ４Ａ・３００Ｖ片切　ワイド埋込 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040812 ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＮ表示灯付きスイッチ ４／３００（Ａ／Ｖ） ３路 ＯＮ表示灯付きスイッチ ４Ａ・３００Ｖ３路　ワイド埋込 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040820 ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＮ・ＯＦＦ表示灯付きスイッチ ４／１００（Ａ／Ｖ） 片切 ＯＮ・ＯＦＦ表示灯付きスイッチ ４Ａ・１００Ｖ片切　ワイド埋込 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040830 ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＮ・ＯＦＦ表示灯付きスイッチ ４／１００（Ａ／Ｖ） ３路 ＯＮ・ＯＦＦ表示灯付きスイッチ ４Ａ・１００Ｖ３路　ワイド埋込 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040832 ワイド埋込配線器具 スイッチ ＯＮ・ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） ３路 ＯＮ・ＯＦＦ表示灯付きスイッチ １５Ａ・１００Ｖ３路ワイド埋込 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011340010 ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル １個用（シングル） スイッチハンドル １個用　シングル　ワイド埋込型 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011340020 ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル ２個用（ダブル） スイッチハンドル ２個用　ダブル　ワイド埋込型 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011340030 ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル ３個用（トリプル） スイッチハンドル ３個用　トリプル　ワイド埋込型 個 605 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011340040 ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル ネーム付き　１個用（シングル） スイッチハンドル　ネーム付き １個用　シングル　ワイド埋込型 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011340050 ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル ネーム付き　２個用（ダブル） スイッチハンドル　ネーム付き ２個用　ダブル　ワイド埋込型 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011340060 ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル ネーム付き　３個用（トリプル） スイッチハンドル　ネーム付き ３個用　トリプル　ワイド埋込型 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011340070 ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル 表示付き　１個用（シングル） スイッチハンドル　表示付き １個用　シングル　ワイド埋込型 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011340080 ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル 表示付き　２個用（ダブル） スイッチハンドル　表示付き ２個用　ダブル　ワイド埋込型 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011340090 ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル 表示付き　３個用（トリプル） スイッチハンドル　表示付き ３個用　トリプル　ワイド埋込型 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011340100 ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル 表示付き　ネーム付き　１個用（シングル） スイッチハンドル表示・ネーム付 １個用　シングル　ワイド埋込型 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011340110 ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル 表示付き　ネーム付き　２個用（ダブル） スイッチハンドル表示・ネーム付 ２個用　ダブル　ワイド埋込型 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011340120 ワイド埋込配線器具 スイッチ スイッチハンドル 表示付き　ネーム付き　３個用（トリプル） スイッチハンドル表示・ネーム付 ３個用　トリプル　ワイド埋込型 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011100090 ワイド埋込配線器具 スイッチ 押しボタン １０／３００（Ａ／Ｖ） 片切　ネームカード付き（絶縁取付枠付き） ワイド埋込押しボタン １０Ａ・３００Ｖ　片切 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011100100 ワイド埋込配線器具 スイッチ 非常用押しボタン ６／３００（Ａ／Ｖ） 両切　ボタンカバー付き（取付枠付き） ワイド埋込非常用押しボタン ６Ａ・３００Ｖ　両切 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011220060 ワイド埋込配線器具 取付枠 取付枠 取付枠 ワイド埋込型 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011220070 ワイド埋込配線器具 取付枠 スイッチ絶縁取付枠 スイッチ絶縁取付枠 ワイド埋込型 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110740 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドスイッチプレート １連用　樹脂製 ワイド埋込スイッチプレート １連用　樹脂製 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110750 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドスイッチプレート ２連用　樹脂製 ワイド埋込スイッチプレート ２連用　樹脂製 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110760 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドスイッチプレート ３連用　樹脂製 ワイド埋込スイッチプレート ３連用　樹脂製 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110780 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドスイッチプレート ４連用　樹脂製 ワイド埋込スイッチプレート ４連用　樹脂製 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110790 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドスイッチプレート ２連接穴用　樹脂製 ワイド埋込スイッチプレート ２連接穴用　樹脂製 個 605 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011110800 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドスイッチプレート ２連接穴用＋１連用　樹脂製 ワイド埋込スイッチプレート ２連接穴用＋１連用　樹脂製 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040625
ワイド埋込配線器具 スイッチ デジタルタイマースイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） 繰り返し４動作２４時間（絶縁取
付枠付き）

ワイド埋込タイマースイッチ １５Ａ・１００Ｖ　２４時間 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011040730 ワイド埋込配線器具 スイッチ 一時点灯スイッチ １５／１００（Ａ／Ｖ） ダブル　ＯＦＦ表示灯付き（取付枠付き） ワイド埋込一時点灯スイッチ １５Ａ・１００Ｖ　ダブル 個 605 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030780 ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） （絶縁取付枠付き） ワイド埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030790 ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ダブル（取付枠付き） ワイド埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　ダブル 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030800 ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） トリプル（取付枠付き） ワイド埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　トリプル 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030802 ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め（絶縁取付枠付き） ワイド埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　抜止 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030804 ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め　ダブル（取付枠付き） ワイド埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　抜止　ダブル 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030810 ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き（取付枠付き） ワイド埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ付 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030820 ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き　ダブル（取付枠付き） ワイド埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ付ダブル 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030822 ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め　ＥＴ付き（絶縁取付枠付き） ワイド埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　抜止　ＥＴ付 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030824
ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め　ＥＴ付き　ダブル（絶縁取付枠
付き）

ワイド埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ抜止ＥＴダブル 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030862
ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 漏電ブレーカ・接地極・ＥＴ付き（取付枠
付き）

ワイド埋込コンセント １５Ａ・１２５Ｖ漏電接地極ＥＴ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030830 ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） （絶縁取付枠付き） ワイド埋込接地コンセント １５Ａ・１２５Ｖ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030840 ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ダブル（取付枠付き） ワイド埋込接地コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　ダブル 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030842 ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め（絶縁取付枠付き） ワイド埋込接地コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　抜止 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030844 ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） 抜け止め　ダブル（取付枠付き） ワイド埋込接地コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　抜止　ダブル 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030846 ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き（取付枠付き） ワイド埋込接地コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ付 個 606 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011030848 ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込接地コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ＥＴ付き　ダブル（取付枠付き） ワイド埋込接地コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ付ダブル 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030870
ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込高容量コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２０Ａ兼用　ＥＴ付き（取付枠付
き）

ワイド埋込高容量コンセント １５（２０）Ａ・１２５Ｖ　ＥＴ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030872
ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込高容量コンセント １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２０Ａ兼用　ＥＴ付き（絶縁取付枠
付き）

ワイド埋込高容量コンセント １５（２０）Ａ１２５ＶＥＴ絶縁 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011030880
ワイド埋込配線器具 コンセント 埋込高容量コンセント １５／２５０（Ａ／Ｖ） ２０Ａ兼用　ＥＴ付き（絶縁取付枠
付き）

ワイド埋込高容量コンセント １５（２０）Ａ・２５０Ｖ　ＥＴ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110650 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート １～３（穴数） １連用　樹脂製 ワイド埋込コンセントプレート 穴数１～３　１連用　樹脂製 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110660 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート ２～６（穴数） ２連用　樹脂製 ワイド埋込コンセントプレート 穴数２～６　２連用　樹脂製 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110670 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート ５～９（穴数） ３連用　樹脂製 ワイド埋込コンセントプレート 穴数５～９　３連用　樹脂製 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110680 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート １２（穴数） ４連用　樹脂製 ワイド埋込コンセントプレート 穴数１２　４連用　樹脂製 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110690 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート － ２連接穴用　樹脂製 ワイド埋込コンセントプレート ２連接穴用　樹脂製 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110700 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート － ２連接穴用＋１連用　樹脂製 ワイド埋込コンセントプレート ２連接穴用＋１連用　樹脂製 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110810 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート １～３（穴数） １連用　新金属製 ワイド埋込コンセントプレート 穴数１～３　１連用　新金属製 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110820 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート ３～６（穴数） ２連用　新金属製 ワイド埋込コンセントプレート 穴数３～６　２連用　新金属製 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110830 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート ７～９（穴数） ３連用　新金属製 ワイド埋込コンセントプレート 穴数７～９　３連用　新金属製 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110840 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート １２（穴数） ４連用　新金属製 ワイド埋込コンセントプレート 穴数１２　４連用　新金属製 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011110850 ワイド埋込配線器具 プレート ワイドコンセントプレート － ２連結穴用　新金属製 ワイド埋込コンセントプレート ２連接穴用　新金属製 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011220080 ワイド埋込配線器具 取付枠 コンセント絶縁取付枠 － ワイド埋込コンセント絶縁取付枠 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011260010 リモコン配線器具 リレー リモコンリレー（２線式） ２０／３００（Ａ／Ｖ） 片切　０．３５Ａ／２４Ｖ リモコンリレー ２０Ａ・３００Ｖ　片切 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011260020 リモコン配線器具 リレー リモコンリレー（２線式） ２０／３００（Ａ／Ｖ） 両切　０．３５Ａ／２４Ｖ リモコンリレー ２０Ａ・３００Ｖ　両切 個 606 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011260030 リモコン配線器具 スイッチ リモコンスイッチ（２線式） １．５／２４（Ａ／Ｖ） １個用 リモコンスイッチ １．５Ａ・２４Ｖ　１個用 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011260032 リモコン配線器具 スイッチ リモコンスイッチ（２線式） １．５／２４（Ａ／Ｖ） ３個用　取付枠付き リモコンスイッチ １．５Ａ・２４Ｖ　３個用 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011260040
リモコン配線器具 スイッチ セレクタースイッチ（２線式） １．５／２４（Ａ／Ｖ） ６回路　プレート付き　取付枠
付き

セレクタースイッチ １．５Ａ・２４Ｖ　６回路 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011260050
リモコン配線器具 スイッチ セレクタースイッチ（２線式） １．５／２４（Ａ／Ｖ） １２回路　プレート付き　取付
枠付き

セレクタースイッチ １．５Ａ・２４Ｖ　１２回路 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011260060
リモコン配線器具 スイッチ セレクタースイッチ（２線式） １．５／２４（Ａ／Ｖ） １８回路　プレート付き　取付
枠付き

セレクタースイッチ １．５Ａ・２４Ｖ　１８回路 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011260090 リモコン配線器具 トランス リモコントランス（２線式） －／１００（Ａ／Ｖ） １．５Ａ３６ＶＡ　分電盤用 リモコントランス　分電盤用 １００Ｖ　１．５Ａ・３６ＶＡ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011260100 リモコン配線器具 トランス リモコントランス（２線式） －／２００（Ａ／Ｖ） １．５Ａ３６ＶＡ　分電盤用 リモコントランス　分電盤用 ２００Ｖ　１．５Ａ・３６ＶＡ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4413011702 電話用配線器具 モジュラジャック モジュラジャック 埋込　６極２心 モジュラジャック　電話用 埋込　６極２心 個 606 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

配線器具 4413011704 電話用配線器具 モジュラジャック モジュラジャック 埋込　６極４心 モジュラジャック　電話用 埋込　６極４心 個 606 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

配線器具 4413011706 電話用配線器具 モジュラジャック モジュラジャック 埋込　６極６心 モジュラジャック　電話用 埋込　６極６心 個 606 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

配線器具 4413011708 電話用配線器具 モジュラジャック モジュラジャック（コンデンサ付き） 埋込　６極２心 モジュラジャック　電話用 埋込　６極２心　コンデンサ付 個 606 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

配線器具 4413011710 電話用配線器具 モジュラジャック モジュラジャック 露出　６極２心 モジュラジャック　電話用 露出　６極２心 個 606 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

配線器具 4413011712 電話用配線器具 モジュラジャック モジュラジャック 露出　６極４心 モジュラジャック　電話用 露出　６極４心 個 606 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

配線器具 4413011714 電話用配線器具 モジュラジャック モジュラジャック 露出　６極６心 モジュラジャック　電話用 露出　６極６心 個 606 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

配線器具 4413015602 電話用配線器具 絶縁セパレータ 絶縁セパレータ ボックス用 絶縁セパレータ ボックス用 個 606 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

配線器具 4413016202 電話用配線器具 モジュラコネクタ モジュラコネクタ ６極２心 モジュラコネクタ ６極２心　電話用 個 606 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

配線器具 4413016204 電話用配線器具 モジュラコネクタ モジュラコネクタ ６極４心 モジュラコネクタ ６極４心　電話用 個 606 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

配線器具 4011320002 情報用配線器具 モジュラジャック モジュラジャック（ＣＡＴ５Ｅ） 埋込　８極８心 モジュラジャック　情報用 埋込　８極８心　ＣＡＴ５Ｅ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011250010 ケースウェイ配線器具 コンセント コンセント（はめ込み） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ダブル ケースウェイ用コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　ダブル 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011250020 ケースウェイ配線器具 コンセント コンセント（はめ込み） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２０Ａ兼用 ケースウェイ用コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　２０Ａ兼用 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011250030 ケースウェイ配線器具 コンセント コンセント（はめ込み） １５／１２５（Ａ／Ｖ） 接地極・ＥＴ付き ケースウェイ用コンセント １５Ａ・１２５Ｖ　接地・ＥＴ付 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011250040 ケースウェイ配線器具 スイッチ タンブラスイッチ（はめ込み） １０／３００（Ａ／Ｖ） 片切 ケースウェイ用タンブラスイッチ １０Ａ・３００Ｖ　片切 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011250050 ケースウェイ配線器具 スイッチ タンブラスイッチ（はめ込み） １０／３００（Ａ／Ｖ） 片切　２連 ケースウェイ用タンブラスイッチ １０Ａ・３００Ｖ　片切　２連 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011250060 ケースウェイ配線器具 アースターミナル アースターミナル（はめ込み） － ケースウェイ用配線器具 アースターミナル　はめ込み 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011250080 ケースウェイ配線器具 シーリング 引掛シーリング（はめ込み） ６／１２５（Ａ／Ｖ） コンセント付き ケースウェイ用引掛シーリング ６Ａ・１２５Ｖ　コンセント付 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011250090
ケースウェイ配線器具 ジョイントボックス ジョイントボックス（はめ込み） ２０／３００（Ａ／Ｖ） スイッチ回路
付き

ケースウェイ用ジョイントＢＯＸ ２０Ａ・３００Ｖ　回路付 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011250100 ケースウェイ配線器具 プレート カバープレート（はめ込み） － ケースウェイ用配線器具 カバープレート　はめ込み 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011330002
フリーアクセスフロア用配線器具 ＯＡタップ ハーネス用ＯＡタップ（電源表示ランプ・キャブタイヤケーブル付き）
１５／１２５（Ａ／Ｖ） ２個口　接地・抜け止め　３ｍ

ハーネス用ＯＡタップ １５Ａ・１２５Ｖ　２個口　３ｍ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011330004
フリーアクセスフロア用配線器具 ＯＡタップ ハーネス用ＯＡタップ（電源表示ランプ・キャブタイヤケーブル付き）
１５／１２５（Ａ／Ｖ） ２個口　接地・抜け止め　５ｍ

ハーネス用ＯＡタップ １５Ａ・１２５Ｖ　２個口　５ｍ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011330006
フリーアクセスフロア用配線器具 ＯＡタップ ハーネス用ＯＡタップ（電源表示ランプ・キャブタイヤケーブル付き）
１５／１２５（Ａ／Ｖ） ４個口　接地・抜け止め　３ｍ

ハーネス用ＯＡタップ １５Ａ・１２５Ｖ　４個口　３ｍ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011330008
フリーアクセスフロア用配線器具 ＯＡタップ ハーネス用ＯＡタップ（電源表示ランプ・キャブタイヤケーブル付き）
１５／１２５（Ａ／Ｖ） ４個口　接地・抜け止め　５ｍ

ハーネス用ＯＡタップ １５Ａ・１２５Ｖ　４個口　５ｍ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011330010
フリーアクセスフロア用配線器具 ジョイントボックス ハーネスジョイントボックス（結線完了確認機能付き） ２０／
１２５（Ａ／Ｖ） ３心　ハーネス２分岐　送り付き

ハーネスジョイントボックス ２０Ａ・１２５Ｖ　３心　２分岐 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

配線器具 4011330012
フリーアクセスフロア用配線器具 ジョイントボックス ハーネスジョイントボックス（結線完了確認機能付き） ２０／
１２５（Ａ／Ｖ） ３心　ハーネス４分岐　送り付き

ハーネスジョイントボックス ２０Ａ・１２５Ｖ　３心　４分岐 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

ポール内配線器具―ブランド品― 4011270090 ポール内配線器具 ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ１０－Ｎ １灯用連接 星和電機 ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ１０－Ｎ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

ポール内配線器具―ブランド品― 4011270100 ポール内配線器具 ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ１１－Ｎ ２灯用連接 星和電機 ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ１１－Ｎ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

ポール内配線器具―ブランド品― 4011270040 ポール内配線器具 ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ １灯・２灯用連接 星和電機 ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具
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ポール内配線器具―ブランド品― 4011270050 ポール内配線器具 ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２２－Ｎ １灯・２灯用単独 星和電機 ポール内ジョイントボックス ＳＢ－９０２Ｂ２２－Ｎ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

ポール内配線器具―ブランド品― 4011270080 ポール内配線器具 ポール内ジョイントボックス 横形脱着金具 星和電機 ポール内ジョイントボックス 横形脱着金具 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

ポール内配線器具―ブランド品― 4011270082 ポール内配線器具 ポール内配線付ジョイントボックス ＳＢＪＡ－１０２０ＬＣ １灯・２灯用連接 星和電機 ポル内配線付ジョイントボックス ＳＢＪＡ－１０２０ＬＣ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

ポール内配線器具―ブランド品― 4011270084 ポール内配線器具 ポール内配線付ジョイントボックス ＳＢＪＡ－１０２０ＬＴ １灯・２灯用単独 星和電機 ポル内配線付ジョイントボックス ＳＢＪＡ－１０２０ＬＴ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

ポール内配線器具―ブランド品― 4011210120 ポール内配線器具 防水・耐食形ジョイントボックス ＳＢ－９０１－Ｎ 塩ビ電線管１６～５４ｍｍ用 星和電機 防水・耐食形ジョイントボックス ＳＢ－９０１－Ｎ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

ポール内配線器具―ブランド品― 4011210150 ポール内配線器具 防水・耐食形ジョイントボックス ＳＢ－９０２－Ｎ ケーブル配線用 星和電機 防水・耐食形ジョイントボックス ＳＢ－９０２－Ｎ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

ポール内配線器具―ブランド品― 4011130180 ポール内配線器具 防水形ケーブルコネクター ＳＣ－２ φ３．４～７．５ 星和電機 防水形ケーブルコネクター ＳＣ－２　径３．４～７．５ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

ポール内配線器具―ブランド品― 4011130190 ポール内配線器具 防水形ケーブルコネクター ＳＣ－３ φ６．１～１０．５ 星和電機 防水形ケーブルコネクター ＳＣ－３　径６．１～１０．５ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

ポール内配線器具―ブランド品― 4011130200 ポール内配線器具 防水形ケーブルコネクター ＳＣ－４ φ９．１～１６．０ 星和電機 防水形ケーブルコネクター ＳＣ－４　径９．１～１６．０ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

ポール内配線器具―ブランド品― 4011130210 ポール内配線器具 防水形ケーブルコネクター ＳＣ－５ φ１４．１～２２．０ 星和電機 防水形ケーブルコネクター ＳＣ－５　径１４．１～２２．０ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

ポール内配線器具―ブランド品― 4011130220 ポール内配線器具 防水形ケーブルコネクター ＳＣ－６ φ２０．１～３０．０ 星和電機 防水形ケーブルコネクター ＳＣ－６　径２０．１～３０．０ 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

ポール内配線器具―ブランド品― 4011272010
ポール内配線器具 ポール内ジョイントユニット ＦＭＮ６８－１５Ａ（ＭＣＢ） １灯，２灯用単独連接 古河電工産業
電線

ポール内ジョイントユニット ＦＭＮ６８－１５Ａ（ＭＣＢ） 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

ポール内配線器具―ブランド品― 4011272020
ポール内配線器具 ポール内ジョイントユニット ＦＭＴ６８－１５Ａ（ＭＣＢ） １灯，２灯用テストスイッチ有 古河
電工産業電線

ポール内ジョイントユニット ＦＭＴ６８－１５Ａ（ＭＣＢ） 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

ポール内配線器具―ブランド品― 4011272022 ポール内配線器具 ポール内ジョイントユニット ＦＭＱ６８－１５Ａ（ＭＣＢ） 防水型 古河電工産業電線 ポール内ジョイントユニット ＦＭＱ６８－１５Ａ（ＭＣＢ） 個 606 ○ ○ 4011 配線器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067274 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３－２－１５ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３－２－１５　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067276 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３－２－３０ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３－２－３０　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067278 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３－４－２３ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－２３　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067280 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３－４－２３ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－２３　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067282 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３０ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３０　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067284 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３０ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３０　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067286 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３７ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３７　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067288 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３７ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－３７　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067290 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３－４－４８ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－４８　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067292 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３－４－４８ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－４８　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067294 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３－４－６５ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－６５　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067296 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３－４－６５ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３－４－６５　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067298 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３Ｌ３Ｇ０－４－３０ ＬＮ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３Ｌ３Ｇ０－４－３０ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067300 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３Ｌ３Ｇ０－４－３０ ＬＸ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３Ｌ３Ｇ０－４－３０ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067302 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３Ｌ３Ｇ０－４－４１ ＬＮ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３Ｌ３Ｇ０－４－４１ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067304 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３Ｌ３Ｇ０－４－４１ ＬＸ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３Ｌ３Ｇ０－４－４１ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067306 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３Ｆ１－４－２８ ＬＮ 埋込天井灯（カバー付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３Ｆ１－４－２８　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067308 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３Ｆ１－４－２８ ＬＸ 埋込天井灯（カバー付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３Ｆ１－４－２８　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067310 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３Ｆ１－４－４０ ＬＮ 埋込天井灯（カバー付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３Ｆ１－４－４０　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067312 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３Ｆ１－４－４０ ＬＸ 埋込天井灯（カバー付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３Ｆ１－４－４０　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067314 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067316 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－２３　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067318 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067320 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３０　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067322 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067324 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－３７　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067326 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067328 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－４８　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067330 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067332 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＣ－４－６５　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067334 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067336 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067338 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067340 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067342 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067344 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067346 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067348 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－４７ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067350 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067352 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＳＡ２０－４－６６ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067354
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－４６ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし）
防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＭＰＲＰ－４－４６ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067356
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ３ＭＰ／ＲＰ－４－６２ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし）
防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ３ＭＰＲＰ－４－６２ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067358 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６－２－１５ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６－２－１５　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067360 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６－２－３０ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６－２－３０　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067362 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６－４－２３ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－２３　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067364 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６－４－２３ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－２３　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067366 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３０ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３０　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067368 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３０ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３０　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067370 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３７ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３７　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067372 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３７ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－３７　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067374 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６－４－４８ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－４８　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067376 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６－４－４８ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－４８　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067378 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６－４－６５ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－６５　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067380 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６－４－６５ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６－４－６５　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067382 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－１５ ＬＮ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－１５ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067384 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－１５ ＬＸ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－１５ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067386 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－１９ ＬＮ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－１９ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067388 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－１９ ＬＸ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－１９ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067390 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－３２ ＬＮ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－３２ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067392 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－３２ ＬＸ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－３２ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067394 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－４２ ＬＮ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－４２ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067396 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－４２ ＬＸ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ３Ｇ０－４－４２ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067398 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ５－４－２０ ＬＮ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ５－４－２０　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067400 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ５－４－２０ ＬＸ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ５－４－２０　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067402 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ５－４－２５ ＬＮ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ５－４－２５　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067404 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ５－４－２５ ＬＸ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ５－４－２５　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067406 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ５－４－４１ ＬＮ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ５－４－４１　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067408 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ５－４－４１ ＬＸ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ５－４－４１　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067410 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ５－４－５４ ＬＮ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ５－４－５４　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067412 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ５－４－５４ ＬＸ 埋込天井灯（ルーバ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｌ５－４－５４　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067414 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｆ１－４－１３ ＬＮ 埋込天井灯（カバー付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｆ１－４－１３　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067416 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｆ１－４－１３ ＬＸ 埋込天井灯（カバー付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｆ１－４－１３　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067418 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｆ１－４－１８ ＬＮ 埋込天井灯（カバー付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｆ１－４－１８　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067420 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｆ１－４－１８ ＬＸ 埋込天井灯（カバー付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｆ１－４－１８　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067422 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｆ１－４－２８ ＬＮ 埋込天井灯（カバー付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｆ１－４－２８　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067424 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｆ１－４－２８ ＬＸ 埋込天井灯（カバー付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｆ１－４－２８　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067426 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｆ１－４－４０ ＬＮ 埋込天井灯（カバー付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｆ１－４－４０　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067428 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６Ｆ１－４－４０ ＬＸ 埋込天井灯（カバー付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６Ｆ１－４－４０　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067430 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067432 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－２５ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067434 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067436 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－３１ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067438 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067440 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６ＣＧ１Ａ－４－４１ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067442 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067444 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２１ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067446 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067448 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－２８ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067450 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067452 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－４５ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067454 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067456 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ６ＳＡ２０－４－６０ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067458 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ８－４－２０ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ８－４－２０　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067460 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ８－４－２６ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ８－４－２６　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067462 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ８－４－４３ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ８－４－４３　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067464 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ８－４－５８ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ８－４－５８　ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067466
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２１ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし）
防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－２１ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067468
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－２７ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし）
防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－２７ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067470
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４４ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし）
防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－４４ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067472
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－５８ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし）
防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ１０ＭＰＲＰ４－５８ＬＮ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067474 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ４－６－６３ ＬＸ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ４－６－６３　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067476 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ４Ｆ１－６－８４ ＬＸ 埋込天井灯（カバー付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ４Ｆ１－６－８４　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067478 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＲＳ９Ｆ１－４－４５ ＬＸ 埋込天井灯（カバー付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＲＳ９Ｆ１－４－４５　ＬＸ 台 607 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067480 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１－２－１５ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１－２－１５　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067482 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１－２－３０ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１－２－３０　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067484 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１－４－２３ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１－４－２３　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067486 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１－４－３０ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１－４－３０　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067488 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１－４－３７ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１－４－３７　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067490 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１－４－４８ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１－４－４８　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067492 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１－４－４８ ＬＸ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１－４－４８　ＬＸ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067494 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１－４－６５　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067496 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１－４－６５ ＬＸ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１－４－６５　ＬＸ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067498
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－０７ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－２－０７ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067500
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－２－１４ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－２－１４ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067502
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－２２ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－４－２２ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067504
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－３０ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－４－３０ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067506
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－４６ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－４－４６ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067508
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰ／ＲＰ－４－６４ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１ＭＰＲＰ－４－６４ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067510 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ６－４－２３ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ６－４－２３　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067512 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ６－４－３０ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ６－４－３０　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067514 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ６－４－３７ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ６－４－３７　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067516 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ６－４－４８ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ６－４－４８　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067518 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ６－４－４８ ＬＸ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ６－４－４８　ＬＸ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067520 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ６－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ６－４－６５　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067522 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ６－４－６５ ＬＸ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ６－４－６５　ＬＸ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067524 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ７－４－３８ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ７－４－３８　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067526 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ７－４－３８ ＬＸ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ７－４－３８　ＬＸ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067528 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ７－４－５６ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ７－４－５６　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067530 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ７－４－５６ ＬＸ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ７－４－５６　ＬＸ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067532 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ９－２－１５ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ９－２－１５　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067534 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ９－２－３０ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ９－２－３０　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067536 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ９－４－２３ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ９－４－２３　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067538 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ９－４－３０ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ９－４－３０　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067540 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ９－４－３７ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ９－４－３７　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067542 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ９－４－４８ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ９－４－４８　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067544 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ９－４－４８ ＬＸ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ９－４－４８　ＬＸ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067546 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ９－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ９－４－６５　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067548 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ９－４－６５ ＬＸ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ９－４－６５　ＬＸ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067550
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－０７ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰＲＰ－２－０７ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067552
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－２－１４ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰＲＰ－２－１４ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067554
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－２２ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰＲＰ－４－２２ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067556
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－３０ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰＲＰ－４－３０ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067558
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－４６ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰＲＰ－４－４６ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067560
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰ／ＲＰ－４－６４ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ９ＭＰＲＰ－４－６４ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067562
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２２ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　人感センサ付

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＤＳ１ＬＳＳ９－４－２２ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067564
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－２９ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　人感センサ付

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＤＳ１ＬＳＳ９－４－２９ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067566
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－４７ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　人感センサ付

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＤＳ１ＬＳＳ９－４－４７ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067568
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＤＳ１－ＬＳＳ９－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　人感センサ付

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＤＳ１ＬＳＳ９－４－６５ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067570
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２２ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　人感センサ付

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＤＳ２ＬＳＳ９－４－２２ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067572
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－２９ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　人感センサ付

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＤＳ２ＬＳＳ９－４－２９ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067574
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－４７ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　人感センサ付

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＤＳ２ＬＳＳ９－４－４７ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067576
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＤＳ２－ＬＳＳ９－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　人感センサ付

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＤＳ２ＬＳＳ９－４－６５ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067578 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１０－２－１５ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１０－２－１５　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067580 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１０－２－３０ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１０－２－３０　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067582 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－２３ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－２３　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067584 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－３０ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－３０　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067586 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－３７ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－３７　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067588 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－４８ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－４８　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067590 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－４８ ＬＸ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－４８　ＬＸ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067592 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067594 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－６５ ＬＸ じか付け天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１０－４－６５　ＬＸ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067596
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－４６ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１０ＭＰＲＰ４－４６ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067598
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＳ１０ＭＰ／ＲＰ－４－６４ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＳ１０ＭＰＲＰ４－６４ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067600
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－４７ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　人感センサ付

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＤＳ１ＬＳＳ１０４－４７ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067602
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＤＳ１－ＬＳＳ１０－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　人感センサ付

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＤＳ１ＬＳＳ１０４－６５ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067604
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－４７ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　人感センサ付

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＤＳ２ＬＳＳ１０４－４７ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067606
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＤＳ２－ＬＳＳ１０－４－６５ ＬＮ じか付け天井灯（カバーな
し）　人感センサ付

ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＤＳ２ＬＳＳ１０４－６５ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＲ１２－４－２１ ＬＮ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＲ１２－４－２１　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067610 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＲ１２－４－２９ ＬＮ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＲ１２－４－２９　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067612 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＲ１２－４－４５ ＬＮ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＲ１２－４－４５　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319067614 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ベースライト形 ＬＳＲ１２－４－６２ ＬＮ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　ベースライト形 ＬＳＲ１２－４－６２　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068032 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ブラケット形 ＬＢＳ５－４－１９ ＬＮ ブラケット（カバーなし） ＬＥＤ灯　ブラケット形 ＬＢＳ５－４－１９　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068034 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ブラケット形 ＬＢＳ５－４－２４ ＬＮ ブラケット（カバーなし） ＬＥＤ灯　ブラケット形 ＬＢＳ５－４－２４　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068036
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－０６ ＬＮ ブラケット（カバー，枠付き）
防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰＲＰ－２－０６ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068038
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－２－１３ ＬＮ ブラケット（カバー，枠付き）
防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰＲＰ－２－１３ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068040
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２０ ＬＮ ブラケット（カバー，枠付き）
防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰＲＰ－４－２０ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068042
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ－４－２６ ＬＮ ブラケット（カバー，枠付き）
防湿防雨形

ＬＥＤ灯　ブラケット形 ＬＢＦ３ＭＰＲＰ－４－２６ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061048 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１－０５ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１－０５　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061050 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１－０８ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１－０８　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061052 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１－０８ ＬＺ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１－０８　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061054 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１－１３ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１－１３　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061056 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１－１３ ＬＺ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１－１３　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061058 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１－１７ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１－１７　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061060 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１－１７ ＬＺ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１－１７　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061062 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１－２２ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１－２２　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061064 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１－２２ ＬＺ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１－２２　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061066 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１－３３ ＬＺ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１－３３　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061068 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１－４９ ＬＺ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１－４９　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061070 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１－６５ ＬＺ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１－６５　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061072 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１－８５ ＬＺ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１－８５　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061074
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＤＳ１－ＬＲＳ１－０５ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし）　人感
センサ付

ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＤＳ１－ＬＲＳ１－０５　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061076
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－０８ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし）　人感
センサ付

ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－０８　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061078
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１３ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし）　人感
センサ付

ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１３　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061080
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１７ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし）　人感
センサ付

ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＤＳ２－ＬＲＳ１－１７　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061082 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ２－１２０ ＬＺ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ２－１２０　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061084 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ２－１６０ ＬＺ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ２－１６０　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061086 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－０８ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし）　防雨形 ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－０８　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061088 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－１３ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし）　防雨形 ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－１３　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061090 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－１７ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし）　防雨形 ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１ＲＰ－１７　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061092 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１２－２１ ＬＮ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１２－２１　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061094 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１２－２１ ＬＺ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１２－２１　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061096 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１２－３３ ＬＺ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１２－３３　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319061098 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ダウンライト形 ＬＲＳ１２－４９ ＬＺ 埋込天井灯（カバーなし） ＬＥＤ灯　ダウンライト形 ＬＲＳ１２－４９　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4301024612 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） センサ ＤＳ１－Ａ 方式－ 照明制御装置・天井埋込形 ＬＥＤ灯　センサ ＤＳ１－Ａ 台 608 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4301024614 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） センサ ＤＳ１－ＡＮ 方式－ 照明制御装置・天井埋込形 ＬＥＤ灯　センサ ＤＳ１－ＡＮ 台 608 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4301024608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） センサ ＤＳ１－ＮＴ 方式－ 照明制御装置・天井埋込形 ＬＥＤ灯　センサ ＤＳ１－ＮＴ 台 608 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4301024606 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） センサ ＤＳ１－Ｎ 方式－ 照明制御装置・天井埋込形 ＬＥＤ灯　センサ ＤＳ１－Ｎ 台 608 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4301024616 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） センサ ＤＳ２－Ａ 方式－ 照明制御装置・天井じか付け形 ＬＥＤ灯　センサ ＤＳ２－Ａ 台 608 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4301024618 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） センサ ＤＳ２－ＡＮ 方式－ 照明制御装置・天井じか付け形 ＬＥＤ灯　センサ ＤＳ２－ＡＮ 台 608 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4301024610 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） センサ ＤＳ２－ＮＴ 方式－ 照明制御装置・天井じか付け形 ＬＥＤ灯　センサ ＤＳ２－ＮＴ 台 608 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4301024620 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） センサ ＤＳ２－Ｎ 方式－ 照明制御装置・天井じか付け形 ＬＥＤ灯　センサ ＤＳ２－Ｎ 台 608 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068044 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ１Ｍ－２００ ＬＺ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　高天井形 ＬＳＲ１Ｍ－２００　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068046 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ１Ｗ－２００ ＬＺ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　高天井形 ＬＳＲ１Ｗ－２００　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068048 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－２００ ＬＪ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－２００　ＬＪ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068050 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－２００ ＬＺ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－２００　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068052 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－２００ ＬＪ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－２００　ＬＪ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068054 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－２００ ＬＺ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－２００　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068056 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－４００ ＬＪ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－４００　ＬＪ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068058 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－４００ ＬＺ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　高天井形 ＬＳＲ２Ｍ－４００　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068060 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－４００ ＬＪ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－４００　ＬＪ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068062 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－４００ ＬＺ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　高天井形 ＬＳＲ２Ｗ－４００　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068064 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－１７０ ＬＪ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－１７０　ＬＪ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068066 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－１７０ ＬＺ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－１７０　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068068 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－３４０ ＬＪ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＪ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068070 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－３４０ ＬＺ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　高天井形 ＬＳＲ２ＡＭ－３４０　ＬＺ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068072 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 高天井形 ＬＳＲ３Ｗ－２００ ＬＮ じか付け天井灯（反射がさ付き） ＬＥＤ灯　高天井形 ＬＳＲ３Ｗ－２００　ＬＮ 台 608 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068074 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｍ－１８０ ＬＪ 投光器 ＬＥＤ灯　投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｍ－１８０　ＬＪ 台 609 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068076 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｗ－１８０ ＬＪ 投光器 ＬＥＤ灯　投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｗ－１８０　ＬＪ 台 609 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068078 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｎ－５００ ＬＪ 投光器 ＬＥＤ灯　投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｎ－５００　ＬＪ 台 609 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068080 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｍ－５００ ＬＪ 投光器 ＬＥＤ灯　投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｍ－５００　ＬＪ 台 609 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068082 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｗ－５００ ＬＪ 投光器 ＬＥＤ灯　投光器形（屋外用） ＬＰＪ１Ｗ－５００　ＬＪ 台 609 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068084
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ブラケット形（屋外用） ＬＢＦ２ＲＰ－１０ ＬＮ ブラケット（カバー，枠付き）
防雨形

ＬＥＤ灯　ブラケット形屋外用 ＬＢＦ２ＲＰ－１０　ＬＮ 台 609 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） 4319068086 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯） ガーデンライト形（屋外用） ＬＰＴ１－０２ ＬＮ ガーデンライト ＬＥＤ灯ガーデンライト形屋外用 ＬＰＴ１－０２　ＬＮ 台 609 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

公共施設用照明器具（非常灯） 4301028104
公共施設用照明器具（非常灯） ブラケット形　人感センサ付 ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１ ＬＮ ブラケット（カ
バー，枠付き）

非常灯　ブラケット形 ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１ 台 609 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（非常灯） 4301028106
公共施設用照明器具（非常灯） ブラケット形　人感センサ付 ＬＤＳ１－Ｋ１－ＬＢＦ１１－６０ ＬＮ ブラケット
（カバー，枠付き）

非常灯　ブラケット形 ＬＤＳ１Ｋ１－ＬＢＦ１１－６０ 台 609 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（非常灯） 4301028108
公共施設用照明器具（非常灯） ブラケット形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１ ＬＮ ブラケット（カ
バー，枠付き）

非常灯　ブラケット形 ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１ 台 609 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（非常灯） 4301028110
公共施設用照明器具（非常灯） ブラケット形　人感センサ付 ＬＤＳ２－ＳＫ１－ＬＢＦ１１－６０ ＬＮ ブラケット
（カバー，枠付き）

非常灯　ブラケット形 ＬＤＳ２ＳＫ１ＬＢＦ１１－６０ 台 609 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（非常灯） 4301024304 公共施設用照明器具（非常灯） 天井埋込形 Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ６ 方式－ 埋込天井灯（カバーなし） 非常灯　天井埋込形 Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ６ 台 609 ○ ○ 4301 照明器具類

2052 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

公共施設用照明器具（非常灯） 4301024306 公共施設用照明器具（非常灯） 天井埋込形 Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ１０ 方式－ 埋込天井灯（カバーなし） 非常灯　天井埋込形 Ｋ０－ＬＲＳ１１－Ｄ１０ 台 609 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（非常灯） 4301024286 公共施設用照明器具（非常灯） 天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－１ 方式－ 埋込天井灯（カバーなし） 非常灯　天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－１ 台 609 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（非常灯） 4301024288 公共施設用照明器具（非常灯） 天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－２ 方式－ 埋込天井灯（カバーなし） 非常灯　天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－２ 台 609 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（非常灯） 4301024290 公共施設用照明器具（非常灯） 天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－２－６０ 方式－ 埋込天井灯（カバーなし） 非常灯　天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－２－６０ 台 609 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（非常灯） 4301024292 公共施設用照明器具（非常灯） 天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－３ 方式－ 埋込天井灯（カバーなし） 非常灯　天井埋込形 Ｋ１－ＬＲＳ１１－３ 台 609 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（非常灯） 4301024294 公共施設用照明器具（非常灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－１ 方式－ じか付け天井灯（カバーなし） 非常灯　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－１ 台 609 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（非常灯） 4301024296 公共施設用照明器具（非常灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－２ 方式－ じか付け天井灯（カバーなし） 非常灯　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－２ 台 609 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（非常灯） 4301024308 公共施設用照明器具（非常灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－２－６０ 方式－ じか付け天井灯（カバーなし） 非常灯　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－２－６０ 台 609 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（非常灯） 4301024298 公共施設用照明器具（非常灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－３ 方式－ じか付け天井灯（カバーなし） 非常灯　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１１－３ 台 609 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（非常灯） 4301024300
公共施設用照明器具（非常灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２ 方式－ じか付け天井灯（カバーなし）　防湿
形

非常灯　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－２ 台 609 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（非常灯） 4301024302
公共施設用照明器具（非常灯） 天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３ 方式－ じか付け天井灯（カバーなし）　防湿
形

非常灯　天井露出形 Ｋ１－ＬＳＳ１４ＭＰ－３ 台 609 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023700 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023816 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ６０ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023704 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023852 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ６０ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＬ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023702 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023854 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ６０ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－ＢＨ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023714 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類
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公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023818 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ６０ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－Ｃ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023718 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023856 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ６０ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＬ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023716 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023858 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ６０ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２１Ｐ－ＢＨ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023712 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＬ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023710 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２０ＰＦ－ＢＨ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023860 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＬ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023862 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＲＦ２１ＰＦ－ＢＨ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023728 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023820 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023732 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023822 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023730 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023824 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＨ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023733 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023506 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ａ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023756 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類
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公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023836 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－Ｃ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023760 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023838 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＬ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023758 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023840 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１－ＢＨ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023740 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023832 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＬ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023738 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023834 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０Ｆ－ＢＨ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023768 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023512 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＬ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023766 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023514 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１Ｆ－ＢＨ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023736 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023828 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023734 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023830 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023764 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類
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公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023508 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＬ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023762 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023510 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１ＦＳＦ２１ＡＦ－ＢＨ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023616 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023800 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ６０ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023620 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023802 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ６０ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＬ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023618 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023804 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ６０ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－ＢＨ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023621 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023502 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ６０ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ａ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023628 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023812 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ６０ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＬ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023626 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023814 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ６０ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０Ｆ－ＢＨ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023624 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023808 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＬ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023622 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類
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公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023504 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　避難口 ＳＨ１ＦＢＦ２０ＡＦ－ＢＨ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023602 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023784 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ６０ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023606 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023786 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ６０ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＬ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023604 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023788 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ６０ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－ＢＨ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023614 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023796 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ６０ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＬ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023612 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023798 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ６０ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０Ｆ－ＢＨ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023610 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023792 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ６０ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　避難口 ＳＨ１ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＬ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023608 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023794 公共施設用照明器具（誘導灯） 避難口 ＳＨ１－ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ６０ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　避難口 ＳＨ１ＦＢＣ２０ＡＦ－ＢＨ６０ 台 610 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023145 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023181 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ６０ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023148 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類
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公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023191 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ６０ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＬ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023146 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023192 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ６０ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－ＢＨ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023149 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023182 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ６０ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－Ｃ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023152 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023193 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ６０ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＬ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023150 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023194 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ６０ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＲＦ２３Ｐ－ＢＨ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023153 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023183 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023156 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023184 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＬ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023154 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023185 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－ＢＨ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023155 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023518 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ａ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023161 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類
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公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023187 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023164 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023188 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＬ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023162 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023189 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ６０ じか付け天井灯（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＳＦ２３－ＢＨ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023121 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023177 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ６０ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023124 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023178 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ６０ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＬ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023122 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023179 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ６０ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－ＢＨ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023123 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023516 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ６０ ブラケット（カバー、枠付き） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ａ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023169 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023170 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ６０ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023171 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023172 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ６０ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＬ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023173 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類
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公共施設用照明器具（誘導灯） 4301023174 公共施設用照明器具（誘導灯） 通路 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ６０ ブラケット（カバー付き、枠なし） 誘導灯　通路 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－ＢＨ６０ 台 611 ○ ○ 4301 照明器具類

建電協型照明器具 4320010114 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０５０－２ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０５０－２ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010116 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010118 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－２ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－２ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010120 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１２０－２ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１２０－２ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010122 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１４０－２ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１４０－２ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010124 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２Ｈ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２Ｈ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010126 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０９０－２Ｈ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０９０－２Ｈ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010128 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１２０－２Ｈ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１２０－２Ｈ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010130 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－３ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－３ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010132 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－３ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－３ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010134 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１５０－３ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１５０－３ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010136 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０５０－２Ｃ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０５０－２Ｃ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010138 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２Ｃ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２Ｃ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010140 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０９０－２Ｃ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０９０－２Ｃ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010142 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１５０－３Ｃ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１５０－３Ｃ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010144 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０５０－２－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０５０－２－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010146 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具
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建電協型照明器具 4320010148 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－２－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－２－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010150 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１２０－２－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１２０－２－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010152 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１４０－２－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１４０－２－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010154 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２Ｈ－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２Ｈ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010156 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０９０－２Ｈ－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０９０－２Ｈ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010158 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１２０－２Ｈ－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１２０－２Ｈ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010160 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－３－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－３－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010162 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－３－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１００－３－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010164 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１５０－３－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１５０－３－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010166 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０５０－２Ｃ－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０５０－２Ｃ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010168 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２Ｃ－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０７０－２Ｃ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010170 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０９０－２Ｃ－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ０９０－２Ｃ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010172 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１５０－３Ｃ－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 ＫＣＥ１５０－３Ｃ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010028 建電協型照明器具 ＬＥＤ道路照明灯具 専用ケーブル 直線型ポール用 建電協型　ＬＥＤ道路照明灯具 専用ケーブル　直線型ポール用 本 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010174 建電協型照明器具 ＬＥＤ歩道照明灯具 ＫＨＥ０１５ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ歩道照明灯具 ＫＨＥ０１５ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010176 建電協型照明器具 ＬＥＤ歩道照明灯具 ＫＨＥ０３０ 標準仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ歩道照明灯具 ＫＨＥ０３０ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010178 建電協型照明器具 ＬＥＤ歩道照明灯具 ＫＨＥ０１５－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ歩道照明灯具 ＫＨＥ０１５－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010180 建電協型照明器具 ＬＥＤ歩道照明灯具 ＫＨＥ０３０－Ｊ 重耐塩仕様　ポールヘッド形・アーム取付形 建電協型　ＬＥＤ歩道照明灯具 ＫＨＥ０３０－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具
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建電協型照明器具 4320010182 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010184 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010186 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010188 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010190 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010192 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010194
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用　蓄電池
内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010196
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用　蓄電池
内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010198
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用　蓄電池
内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010200
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用　蓄電池
内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010202
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用　蓄電池
内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010204
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用　蓄電池
内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010206 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ 入口照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010208 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ 入口照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010210 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ 入口照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010212 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ 入口照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010214 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ 入口照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010216 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ 入口照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具
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建電協型照明器具 4320010218 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ 入口照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010220 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ 入口照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010222
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光
形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010224
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光
形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010226
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光
形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010228
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光
形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010230
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光
形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010232
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光
形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010234
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調
光形　蓄電池内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010236
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調
光形　蓄電池内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010238
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調
光形　蓄電池内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010240
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調
光形　蓄電池内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010242
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調
光形　蓄電池内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010244
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調
光形　蓄電池内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥＰ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010246 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010248 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010250 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010252 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具
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建電協型照明器具 4320010254 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010256 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010258 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010260 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（プレス加工器具枠なし） ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＷＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010262 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010264 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010266 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010268 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010270 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010272 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010274 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用　蓄電池内蔵形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010276 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用　蓄電池内蔵形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010278 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用　蓄電池内蔵形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010280 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用　蓄電池内蔵形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010282 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ 基本照明用　蓄電池内蔵形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010284 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ 入口照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010286 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ 入口照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010288 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ 入口照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具
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建電協型照明器具 4320010290 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ 入口照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010292 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ 入口照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010294 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ 入口照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010296 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ 入口照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010298 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ 入口照明用 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ 台 612 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010300 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010302 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010304 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010306 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010308 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010310 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ１２０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010312
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光形　蓄
電池内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥＰ０３０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010314
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光形　蓄
電池内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥＰ０４５ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010316
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光形　蓄
電池内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥＰ０６０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010318
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光形　蓄
電池内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥＰ０７０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010320
建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 基本照明用　調光形　蓄
電池内蔵形

建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥＰ０９０ＢＬＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010322 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ０３５ＢＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010324 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ０７０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具
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建電協型照明器具 4320010326 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ１００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010328 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ１５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010330 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ２００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010332 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ２５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010334 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ３００ＢＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

建電協型照明器具 4320010336 建電協型照明器具 ＬＥＤトンネル照明灯具（アルミ製器具） ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 入口照明用　調光形 建電協型ＬＥＤトンネル照明灯具 ＫＡＥ３５０ＢＳ－Ｊ－Ｄ 台 613 ○ ○ 4320 建電協型照明器具

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4319084002 投光器 ＪＴ２５４Ｗ １２，０００ｌｍ ＨＦ４００Ｗ対応 ＧＳユアサ ＬＥＤ灯　投光器 ＪＴ２５４Ｗ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4319084004 投光器 ＪＴ２６５Ｗ １８，３００ｌｍ ＨＦ４００～７００Ｗ対応 ＧＳユアサ ＬＥＤ灯　投光器 ＪＴ２６５Ｗ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4319084006 投光器 ＪＴ２６７Ｗ ３４，０００ｌｍ ＨＦ１０００Ｗ対応 ＧＳユアサ ＬＥＤ灯　投光器 ＪＴ２６７Ｗ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4319085002 投光器 ＮＹＳ１０３３７ＬＦ２ ３１，５００ｌｍ 中角 パナソニック ＬＥＤ灯　投光器 ＮＹＳ１０３３７ＬＦ２中角パナ 台 613 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4319085004 投光器 ＮＹＳ１０３４７ＬＦ２ ３１，８００ｌｍ 広角 パナソニック ＬＥＤ灯　投光器 ＮＹＳ１０３４７ＬＦ２広角パナ 台 613 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4319084008 街路灯 ＭＳ２３８１Ｄ ＬＥＤランプ別途 ＧＳユアサ ＬＥＤ灯　街路灯 ＭＳ２３８１Ｄ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4319085006 街路灯 ＸＹ７７６６ＴＬＥ９ ７，１５５ｌｍ パナソニック ＬＥＤ灯　街路灯 ＸＹ７７６６ＴＬＥ９　パナ 台 613 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4319085008 街路灯 ＸＹ７６６６ＺＬＥ９ ４，３３０ｌｍ パナソニック ＬＥＤ灯　街路灯 ＸＹ７６６６ＺＬＥ９　パナ 台 613 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4319085010 街路灯 ＸＹ７５６６ＫＬＥ９ ２，３１０ｌｍ パナソニック ＬＥＤ灯　街路灯 ＸＹ７５６６ＫＬＥ９　パナ 台 613 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4319085018 街路灯 ＸＹ５７５５ＫＬＥ９ ３，０３０ｌｍ パナソニック ＬＥＤ灯　街路灯 ＸＹ５７５５ＫＬＥ９　パナ 台 613 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4319085020 街路灯 ＸＹ５８５０ＫＬＥ９ ６，０６０ｌｍ パナソニック ＬＥＤ灯　街路灯 ＸＹ５８５０ＫＬＥ９　パナ 台 613 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4319085016 街路灯 ＮＮＹ２２５５１ＬＦ９ ６，５００ｌｍ パナソニック ＬＥＤ灯　街路灯 ＮＮＹ２２５５１ＬＦ９　パナ 台 613 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4319084010 道路灯 ＭＲ２７２１Ｄ ＬＥＤランプ別途 ＧＳユアサ ＬＥＤ灯　道路灯 ＭＲ２７２１Ｄ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4319084012 道路灯 ＭＲ２７２２Ｄ ＬＥＤランプ別途 ＧＳユアサ ＬＥＤ灯　道路灯 ＭＲ２７２２Ｄ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4319084014 道路灯 ＭＲ２７２３Ｄ ＬＥＤランプ別途 ＧＳユアサ ＬＥＤ灯　道路灯 ＭＲ２７２３Ｄ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4319084016 道路灯 ＭＲ３８１０ＤＡ ＬＥＤランプ別途 ＧＳユアサ ＬＥＤ灯　道路灯 ＭＲ３８１０ＤＡ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303011052 投光器 Ｈ３６７ＳＸ １１０～４００Ｗ 耐食 岩崎電気 ＨＩＤ灯　投光器 Ｈ３６７ＳＸ　岩崎電気 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303011054 投光器 Ｈ３６６ＳＸ １１０～４００Ｗ 重耐食 岩崎電気 ＨＩＤ灯　投光器 Ｈ３６６ＳＸ　岩崎電気 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303011056 投光器 Ｈ５６７ＤＸ ６６０～１５００Ｗ 耐食 岩崎電気 ＨＩＤ灯　投光器 Ｈ５６７ＤＸ　岩崎電気 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303011058 投光器 Ｈ５６６ＤＸ ６６０～１５００Ｗ 重耐食 岩崎電気 ＨＩＤ灯　投光器 Ｈ５６６ＤＸ　岩崎電気 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303011078 投光器 Ｈ５３１２Ｓ（Ｄ） ６６０～１５００Ｗ 重耐塩 岩崎電気 ＨＩＤ灯　投光器 Ｈ５３１２Ｓ（Ｄ）　岩崎電気 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303011080 投光器 Ｈ５３２２Ｓ（Ｄ） ６６０～１５００Ｗ 重耐塩 岩崎電気 ＨＩＤ灯　投光器 Ｈ５３２２Ｓ（Ｄ）　岩崎電気 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303016502 投光器 ＤＯＨ－１３９９ＸＢ ４００Ｗ 大光電機 ＨＩＤ灯　投光器 ＤＯＨ－１３９９ＸＢ　大光電機 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303011082 街路灯（柱上形） ＨＧＫ３０１１Ｃ ４０～１００Ｗ 岩崎電気 ＨＩＤ灯　街路灯（柱上形） ＨＧＫ３０１１Ｃ　岩崎電気 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303014068 街路灯（柱上形） ＭＳ２３８０Ｕ １１０～２５０Ｗ ＧＳユアサ ＨＩＤ灯　街路灯（柱上形） ＭＳ２３８０Ｕ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303014070 街路灯（柱上形） ＭＳ２３８２Ｕ １１０～２５０Ｗ ＧＳユアサ ＨＩＤ灯　街路灯（柱上形） ＭＳ２３８２Ｕ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303014092 街路灯（柱上形） ＭＳ２２５６Ｂ（ＣＯＲＮＯＳ） １１０～２５０Ｗ ＧＳユアサ ＨＩＤ灯　街路灯（柱上形） ＭＳ２２５６Ｂ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303014072 街路灯（柱上形） ＭＳ３５３１Ｒ １１０～４００Ｗ ＧＳユアサ ＨＩＤ灯　街路灯（柱上形） ＭＳ３５３１Ｒ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303016504 街路灯（柱上形） ＤＯＤ－７０１４１ ３００Ｗ 大光電機 ＨＩＤ灯　街路灯（柱上形） ＤＯＤ－７０１４１　大光電機 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303015028 街路灯（柱上形） ＨＣ３３０ １８０～４００Ｗ 三菱電機照明 ＨＩＤ灯　街路灯（柱上形） ＨＣ３３０　三菱電機照明 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具
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ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303015030 街路灯（柱上形） ＨＣ３３０ＡＬ １８０～４００Ｗ 三菱電機照明 ＨＩＤ灯　街路灯（柱上形） ＨＣ３３０ＡＬ　三菱電機照明 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303015074 街路灯（柱上形） ＨＣ４０１１ １８０～４００Ｗ 三菱電機照明 ＨＩＤ灯　街路灯（柱上形） ＨＣ４０１１　三菱電機照明 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303011034 街路灯（懸垂形） Ｈ６００３Ｃ １１０～４００Ｗ 岩崎電気 ＨＩＤ灯　街路灯（懸垂形） Ｈ６００３Ｃ　岩崎電気 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303014076 街路灯（懸垂形） ＭＳ２１３３Ａ １１０～２５０Ｗ ＧＳユアサ ＨＩＤ灯　街路灯（懸垂形） ＭＳ２１３３Ａ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303014078 街路灯（懸垂形） ＭＳ２０７１ １１０～２５０Ｗ ＧＳユアサ ＨＩＤ灯　街路灯（懸垂形） ＭＳ２０７１　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303014093 街路灯（懸垂形） ＭＳ２４０５ ７０～１５０Ｗ ＧＳユアサ ＨＩＤ灯　街路灯（懸垂形） ＭＳ２４０５　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303014094 街路灯（懸垂形） ＭＲ１７１１Ｂ ７０～１００Ｗ ＧＳユアサ ＨＩＤ灯　街路灯（懸垂形） ＭＲ１７１１Ｂ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303014080 街路灯（懸垂形） ＭＲ２７２１Ｂ １１０～２２０Ｗ ＧＳユアサ ＨＩＤ灯　街路灯（懸垂形） ＭＲ２７２１Ｂ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303014082 街路灯（懸垂形） ＭＲ２７２３Ｂ １１０～２２０Ｗ ＧＳユアサ ＨＩＤ灯　街路灯（懸垂形） ＭＲ２７２３Ｂ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303016506 街路灯（懸垂形） ＤＯＤ－７０１２０ ２５０Ｗ 大光電機 ＨＩＤ灯　街路灯（懸垂形） ＤＯＤ－７０１２０　大光電機 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―
ブランド品―

4303014084 道路灯 ＭＲ３７１１Ｂ １１０～３６０Ｗ ＧＳユアサ ＨＩＤ灯　道路灯 ＭＲ３７１１Ｂ　ＧＳユアサ 台 613 ○ ○ 4303 ＨＩＤ灯照明器具

光電式自動点滅器 4313010002
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） ３Ａ／１００Ｖ 金具（バン
ド取付け）

光電式自動点滅器　プラグイン式 ３Ａ・１００Ｖ　金具 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313010004
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） ６Ａ／１００Ｖ 金具（バン
ド取付け）

光電式自動点滅器　プラグイン式 ６Ａ・１００Ｖ　金具 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313010006
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） １０Ａ／１００Ｖ 金具（バ
ンド取付け）

光電式自動点滅器　プラグイン式 １０Ａ・１００Ｖ　金具 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313010022
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） ３Ａ／２００Ｖ 金具（バン
ド取付け）

光電式自動点滅器　プラグイン式 ３Ａ・２００Ｖ　金具 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313010008
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） ６Ａ／２００Ｖ 金具（バン
ド取付け）

光電式自動点滅器　プラグイン式 ６Ａ・２００Ｖ　金具 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313010010
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） １０Ａ／２００Ｖ 金具（バ
ンド取付け）

光電式自動点滅器　プラグイン式 １０Ａ・２００Ｖ　金具 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313010012
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） ３Ａ／１００Ｖ ニップル
（ポール直付け）

光電式自動点滅器　プラグイン式 ３Ａ・１００Ｖ　ニップル 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材
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光電式自動点滅器 4313010014
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） ６Ａ／１００Ｖ ニップル
（ポール直付け）

光電式自動点滅器　プラグイン式 ６Ａ・１００Ｖ　ニップル 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313010016
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） １０Ａ／１００Ｖ ニップル
（ポール直付け）

光電式自動点滅器　プラグイン式 １０Ａ・１００Ｖ　ニップル 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313010024
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） ３Ａ／２００Ｖ ニップル
（ポール直付け）

光電式自動点滅器　プラグイン式 ３Ａ・２００Ｖ　ニップル 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313010018
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） ６Ａ／２００Ｖ ニップル
（ポール直付け）

光電式自動点滅器　プラグイン式 ６Ａ・２００Ｖ　ニップル 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313010020
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （受台付き）（分離型） １０Ａ／２００Ｖ ニップル
（ポール直付け）

光電式自動点滅器　プラグイン式 １０Ａ・２００Ｖ　ニップル 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313010026
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （本体のみ）（分離型） ３Ａ／１００Ｖ 金具，ニッ
プル共通

光電式自動点滅器　プラグイン式 ３Ａ・１００Ｖ　共通 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313010028
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （本体のみ）（分離型） ６Ａ／１００Ｖ 金具，ニッ
プル共通

光電式自動点滅器　プラグイン式 ６Ａ・１００Ｖ　共通 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313010030
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （本体のみ）（分離型） １０Ａ／１００Ｖ 金具，
ニップル共通

光電式自動点滅器　プラグイン式 １０Ａ・１００Ｖ　共通 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313010032
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （本体のみ）（分離型） ３Ａ／２００Ｖ 金具，ニッ
プル共通

光電式自動点滅器　プラグイン式 ３Ａ・２００Ｖ　共通 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313010034
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （本体のみ）（分離型） ６Ａ／２００Ｖ 金具，ニッ
プル共通

光電式自動点滅器　プラグイン式 ６Ａ・２００Ｖ　共通 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313010036
光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） プラグイン式バイメタル （本体のみ）（分離型） １０Ａ／２００Ｖ 金具，
ニップル共通

光電式自動点滅器　プラグイン式 １０Ａ・２００Ｖ　共通 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313012544 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） リード線式バイメタル （一体型） ３Ａ／１００Ｖ 金具付き 光電式自動点滅器　リード線式 ３Ａ・１００Ｖ　金具付 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313012564 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） リード線式バイメタル （一体型） ６Ａ／１００Ｖ 金具付き 光電式自動点滅器　リード線式 ６Ａ・１００Ｖ　金具付 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313012566 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） リード線式バイメタル （一体型） １０Ａ／１００Ｖ 金具付き 光電式自動点滅器　リード線式 １０Ａ・１００Ｖ　金具付 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313012568 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） リード線式バイメタル （一体型） ３Ａ／２００Ｖ 金具付き 光電式自動点滅器　リード線式 ３Ａ・２００Ｖ　金具付 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313012570 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） リード線式バイメタル （一体型） ６Ａ／２００Ｖ 金具付き 光電式自動点滅器　リード線式 ６Ａ・２００Ｖ　金具付 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313012572 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　１Ｐ形） リード線式バイメタル （一体型） １０Ａ／２００Ｖ 金具付き 光電式自動点滅器　リード線式 １０Ａ・２００Ｖ　金具付 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015002 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） ３Ａ／１００Ｖ 金具（バンド取付け） 光電式自動点滅器　電子式 ３Ａ・１００Ｖ　金具 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

2069 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

光電式自動点滅器 4313015004 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） ６Ａ／１００Ｖ 金具（バンド取付け） 光電式自動点滅器　電子式 ６Ａ・１００Ｖ　金具 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015006 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） １０Ａ／１００Ｖ 金具（バンド取付け） 光電式自動点滅器　電子式 １０Ａ・１００Ｖ　金具 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015008 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） ３Ａ／２００Ｖ 金具（バンド取付け） 光電式自動点滅器　電子式 ３Ａ・２００Ｖ　金具 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015010 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） ６Ａ／２００Ｖ 金具（バンド取付け） 光電式自動点滅器　電子式 ６Ａ・２００Ｖ　金具 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015012 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） １０Ａ／２００Ｖ 金具（バンド取付け） 光電式自動点滅器　電子式 １０Ａ・２００Ｖ　金具 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015014 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） ３Ａ／１００Ｖ ニップル（ポール直付け） 光電式自動点滅器　電子式 ３Ａ・１００Ｖ　ニップル 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015016 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） ６Ａ／１００Ｖ ニップル（ポール直付け） 光電式自動点滅器　電子式 ６Ａ・１００Ｖ　ニップル 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015018 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） １０Ａ／１００Ｖ ニップル（ポール直付け） 光電式自動点滅器　電子式 １０Ａ・１００Ｖ　ニップル 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015020 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） ３Ａ／２００Ｖ ニップル（ポール直付け） 光電式自動点滅器　電子式 ３Ａ・２００Ｖ　ニップル 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015022 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） ６Ａ／２００Ｖ ニップル（ポール直付け） 光電式自動点滅器　電子式 ６Ａ・２００Ｖ　ニップル 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015024 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （受台付き）（分離型） １０Ａ／２００Ｖ ニップル（ポール直付け） 光電式自動点滅器　電子式 １０Ａ・２００Ｖ　ニップル 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015026 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （本体のみ）（分離型） ３Ａ／１００Ｖ 金具，ニップル共通 光電式自動点滅器　電子式 ３Ａ・１００Ｖ　共通 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015028 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （本体のみ）（分離型） ６Ａ／１００Ｖ 金具，ニップル共通 光電式自動点滅器　電子式 ６Ａ・１００Ｖ　共通 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015030 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （本体のみ）（分離型） １０Ａ／１００Ｖ 金具，ニップル共通 光電式自動点滅器　電子式 １０Ａ・１００Ｖ　共通 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015032 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （本体のみ）（分離型） ３Ａ／２００Ｖ 金具，ニップル共通 光電式自動点滅器　電子式 ３Ａ・２００Ｖ　共通 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015034 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （本体のみ）（分離型） ６Ａ／２００Ｖ 金具，ニップル共通 光電式自動点滅器　電子式 ６Ａ・２００Ｖ　共通 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

光電式自動点滅器 4313015036 光電式自動点滅器 （ＪＩＳ　２形） 電子式 （本体のみ）（分離型） １０Ａ／２００Ｖ 金具，ニップル共通 光電式自動点滅器　電子式 １０Ａ・２００Ｖ　共通 個 614 ○ ○ 4313 照明器具部材

ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319090002
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＥＸＩＣＬ１０２１ＢＳＡ９ Ｈｆ３２×１相当 直付 防爆 アルミ合金 岩崎
電気

ＬＥＤ照明器具　防爆 ＥＸＩＣＬ１０２１ＢＳＡ９岩崎 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319090004
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＥＸＩＣＬ３０２１ＢＳＡ９ Ｈｆ３２×１相当 ブラケット 防爆 アルミ合金
岩崎電気

ＬＥＤ照明器具　防爆 ＥＸＩＣＬ３０２１ＢＳＡ９岩崎 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319090006
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＥＸＩＣＬ１０４１ＢＳＡ９ Ｈｆ３２×２相当 直付 防爆 アルミ合金 岩崎
電気

ＬＥＤ照明器具　防爆 ＥＸＩＣＬ１０４１ＢＳＡ９岩崎 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319090008
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＥＸＩＣＬ３０４１ＢＳＡ９ Ｈｆ３２×２相当 ブラケット 防爆 アルミ合金
岩崎電気

ＬＥＤ照明器具　防爆 ＥＸＩＣＬ３０４１ＢＳＡ９岩崎 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319091002
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＬＺＢＡ２４０１４１Ｖ２ Ｈｆ３２×１相当 直付 防爆 アルミ合金 星和電
機

ＬＥＤ照明器具　防爆 ＬＺＢＡ２４０１４１Ｖ２　星和 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319091004
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＬＺＢＡ４００１４１Ｖ２ Ｈｆ３２×２相当 直付 防爆 アルミ合金 星和電
機

ＬＥＤ照明器具　防爆 ＬＺＢＡ４００１４１Ｖ２　星和 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319091006
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＬＺＢＡ１６０１４１Ｖ２ Ｈｆ１６×１相当 直付 防爆 アルミ合金 星和電
機

ＬＥＤ照明器具　防爆 ＬＺＢＡ１６０１４１Ｖ２　星和 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319091008
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＬＣＭＡ２６０１４２Ｖ２ Ｈｆ３２×１相当 パイプ吊 密閉 ステンレス 星
和電機

ＬＥＤ照明器具　密閉 ＬＣＭＡ２６０１４２Ｖ２　星和 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319091010
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＬＣＭＡ２６０２４２Ｖ２ Ｈｆ３２×２相当 パイプ吊 密閉 ステンレス 星
和電機

ＬＥＤ照明器具　密閉 ＬＣＭＡ２６０２４２Ｖ２　星和 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319091012
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＬＣＰＡ２６０１４１Ｖ２ Ｈｆ３２×１相当 直付 密閉 ＦＲＰ樹脂 星和電
機

ＬＥＤ照明器具　密閉 ＬＣＰＡ２６０１４１Ｖ２　星和 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319091014
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＬＣＰＡ２６０２４１Ｖ２ Ｈｆ３２×２相当 直付 密閉 ＦＲＰ樹脂 星和電
機

ＬＥＤ照明器具　密閉 ＬＣＰＡ２６０２４１Ｖ２　星和 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319091016
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＬＹＡＡ２５０１００１ Ｈｆ３２×１相当 トラフ 防水 ステンレス 星和電
機

ＬＥＤ照明器具　防水 ＬＹＡＡ２５０１００１　星和 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319091018
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＬＹＡＡ４６０１００１ Ｈｆ３２×２相当 トラフ 防水 ステンレス 星和電
機

ＬＥＤ照明器具　防水 ＬＹＡＡ４６０１００１　星和 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319091020
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＬＹＡＡ１４０１００１ Ｈｆ１６×１相当 トラフ 防水 ステンレス 星和電
機

ＬＥＤ照明器具　防水 ＬＹＡＡ１４０１００１　星和 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319091022
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＬＹＡＡ２５０１１３１ Ｈｆ３２×１相当 特殊直付 防水 ステンレス 星和
電機

ＬＥＤ照明器具　防水 ＬＹＡＡ２５０１１３１　星和 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319091024
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＬＹＡＡ４６０１１３１ Ｈｆ３２×２相当 特殊直付 防水 ステンレス 星和
電機

ＬＥＤ照明器具　防水 ＬＹＡＡ４６０１１３１　星和 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形）―ブラ
ンド品―

4319091026
ＬＥＤ照明器具（防爆・密閉・防水形） ＬＹＡＡ１４０１１３１ Ｈｆ１６×１相当 特殊直付 防水 ステンレス 星和
電機

ＬＥＤ照明器具　防水 ＬＹＡＡ１４０１１３１　星和 台 614 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

安定器 4313032124 安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） ４０Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ ４０Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032126 安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） ８０Ｗ　高力率×１灯 水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ （８０Ｗ）　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材
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安定器 4313032014 安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） １００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ １００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032016 安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） ２００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ ２００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032018 安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） ２５０Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ ２５０Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032020 安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） ３００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ ３００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032022 安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） ４００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ ４００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032024 安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） ７００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ ７００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032026 安定器 水銀灯用 一般形 （１００Ｖ） １０００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形１００Ｖ １０００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032112 安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ２００Ｗ　低力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形２００Ｖ ２００Ｗ　低力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032114 安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ２５０Ｗ　低力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形２００Ｖ ２５０Ｗ　低力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032116 安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ３００Ｗ　低力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形２００Ｖ ３００Ｗ　低力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032118 安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ４００Ｗ　低力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形２００Ｖ ４００Ｗ　低力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032120 安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ７００Ｗ　低力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形２００Ｖ ７００Ｗ　低力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032122 安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） １０００Ｗ　低力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形２００Ｖ １０００Ｗ　低力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032028 安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） １００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形２００Ｖ １００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032030 安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ２００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形２００Ｖ ２００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032032 安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ２５０Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形２００Ｖ ２５０Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032034 安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ３００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形２００Ｖ ３００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032036 安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ４００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形２００Ｖ ４００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材
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安定器 4313032038 安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） ７００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形２００Ｖ ７００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032040 安定器 水銀灯用 一般形 （２００Ｖ） １０００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　一般形２００Ｖ １０００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032078 安定器 水銀灯用 低始動形 （２００Ｖ） ２００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　低始動形 ２００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032080 安定器 水銀灯用 低始動形 （２００Ｖ） ２５０Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　低始動形 ２５０Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032082 安定器 水銀灯用 低始動形 （２００Ｖ） ３００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　低始動形 ３００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032084 安定器 水銀灯用 低始動形 （２００Ｖ） ４００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　低始動形 ４００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032086 安定器 水銀灯用 低始動形 （２００Ｖ） ７００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　低始動形 ７００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313032088 安定器 水銀灯用 低始動形 （２００Ｖ） １０００Ｗ　高力率×１灯 （ＪＩＳ　Ｃ　８１１０） 水銀灯用安定器　低始動形 １０００Ｗ　高力率×１灯 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313033018 安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （１００Ｖ） １００Ｗ　高力率×１灯 メタルハライド灯用安定器 １００Ｗ　始動器内蔵Ｌ１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313033030 安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （１００Ｖ） ２００Ｗ　高力率×１灯 メタルハライド灯用安定器 ２００Ｗ　始動器内蔵Ｌ１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313033020 安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （１００Ｖ） ２５０Ｗ　高力率×１灯 メタルハライド灯用安定器 ２５０Ｗ　始動器内蔵Ｌ１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313033022 安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （１００Ｖ） ３００Ｗ　高力率×１灯 メタルハライド灯用安定器 ３００Ｗ　始動器内蔵Ｌ１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313033024 安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （１００Ｖ） ４００Ｗ　高力率×１灯 メタルハライド灯用安定器 ４００Ｗ　始動器内蔵Ｌ１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313033026 安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （１００Ｖ） ７００Ｗ　高力率×１灯 メタルハライド灯用安定器 ７００Ｗ　始動器内蔵Ｌ１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313033028 安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （１００Ｖ） １０００Ｗ　高力率×１灯 メタルハライド灯用安定器 １０００Ｗ始動器内蔵Ｌ１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313033001 安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （２００Ｖ） １００Ｗ　高力率×１灯 メタルハライド灯用安定器 １００Ｗ　始動器内蔵Ｌ２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313033032 安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （２００Ｖ） ２００Ｗ　高力率×１灯 メタルハライド灯用安定器 ２００Ｗ　始動器内蔵Ｌ２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313033002 安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （２００Ｖ） ２５０Ｗ　高力率×１灯 メタルハライド灯用安定器 ２５０Ｗ　始動器内蔵Ｌ２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

2073 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

安定器 4313033003 安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （２００Ｖ） ３００Ｗ　高力率×１灯 メタルハライド灯用安定器 ３００Ｗ　始動器内蔵Ｌ２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313033004 安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （２００Ｖ） ４００Ｗ　高力率×１灯 メタルハライド灯用安定器 ４００Ｗ　始動器内蔵Ｌ２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313033006 安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （２００Ｖ） ７００Ｗ　高力率×１灯 メタルハライド灯用安定器 ７００Ｗ　始動器内蔵Ｌ２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313033008 安定器 メタルハライド灯用 始動器内蔵形（Ｌ） （２００Ｖ） １０００Ｗ　高力率×１灯 メタルハライド灯用安定器 １０００Ｗ始動器内蔵Ｌ２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034082 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ７０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ７０Ｗ　始動器内蔵１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034056 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） １１０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 １１０Ｗ　始動器内蔵１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034058 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） １８０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 １８０Ｗ　始動器内蔵１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034060 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ２２０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ２２０Ｗ　始動器内蔵１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034062 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ２７０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ２７０Ｗ　始動器内蔵１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034064 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ３６０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ３６０Ｗ　始動器内蔵１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034068 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ６６０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ６６０Ｗ　始動器内蔵１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034070 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ９４０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ９４０Ｗ　始動器内蔵１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034084 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ７０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ７０Ｗ　始動器内蔵２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034036 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） １１０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 １１０Ｗ　始動器内蔵２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034038 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） １８０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 １８０Ｗ　始動器内蔵２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034040 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ２２０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ２２０Ｗ　始動器内蔵２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034042 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ２７０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ２７０Ｗ　始動器内蔵２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034044 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ３６０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ３６０Ｗ　始動器内蔵２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材
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安定器 4313034048 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ６６０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ６６０Ｗ　始動器内蔵２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034050 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ９４０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ９４０Ｗ　始動器内蔵２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034086 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形 （２００Ｖ） １８０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 １８０Ｗ　低始動形２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034026 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形 （２００Ｖ） ２２０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ２２０Ｗ　低始動形２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034028 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形 （２００Ｖ） ２７０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ２７０Ｗ　低始動形２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034030 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形 （２００Ｖ） ３６０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ３６０Ｗ　低始動形２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034032 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形 （２００Ｖ） ６６０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ６６０Ｗ　低始動形２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034034 安定器 高圧ナトリウム灯用（ポール内蔵型） 低始動形 （２００Ｖ） ９４０Ｗ　高力率×１灯 高圧ナトリウム灯用安定器 ９４０Ｗ　低始動形２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313035002 安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） １１０Ｗ　高力率×１灯 セラミックメタルハライド灯用 １１０Ｗ　始動器内蔵１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313035004 安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） １５０Ｗ　高力率×１灯 セラミックメタルハライド灯用 １５０Ｗ　始動器内蔵１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313035006
安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） １８０・１９０Ｗ　高力率×１
灯

セラミックメタルハライド灯用 １８０・１９０Ｗ始動器１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313035008
安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ２２０・２３０Ｗ　高力率×１
灯

セラミックメタルハライド灯用 ２２０・２３０Ｗ始動器１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313035010 安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ２７０Ｗ　高力率×１灯 セラミックメタルハライド灯用 ２７０Ｗ　始動器内蔵１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313035012 安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （１００Ｖ） ３６０Ｗ　高力率×１灯 セラミックメタルハライド灯用 ３６０Ｗ　始動器内蔵１００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313035014 安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） １１０Ｗ　高力率×１灯 セラミックメタルハライド灯用 １１０Ｗ　始動器内蔵２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313035016 安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） １５０Ｗ　高力率×１灯 セラミックメタルハライド灯用 １５０Ｗ　始動器内蔵２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313035018
安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） １８０・１９０Ｗ　高力率×１
灯

セラミックメタルハライド灯用 １８０・１９０Ｗ始動器２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313035020
安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ２２０・２３０Ｗ　高力率×１
灯

セラミックメタルハライド灯用 ２２０・２３０Ｗ始動器２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材
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安定器 4313035022 安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ２７０Ｗ　高力率×１灯 セラミックメタルハライド灯用 ２７０Ｗ　始動器内蔵２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313035024 安定器 セラミックメタルハライド灯用（ポール内蔵型） 始動器内蔵形 （２００Ｖ） ３６０Ｗ　高力率×１灯 セラミックメタルハライド灯用 ３６０Ｗ　始動器内蔵２００Ｖ 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034236
安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形 （２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） ３
５Ｗ 板金用

低圧ナトリウム灯用安定器 ３５Ｗ　高力率省電力　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034239
安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形 （２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） ５
５Ｗ 板金用

低圧ナトリウム灯用安定器 ５５Ｗ　高力率省電力　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034240
安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形 （２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） ９
０Ｗ 板金用

低圧ナトリウム灯用安定器 ９０Ｗ　高力率省電力　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034242
安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形 （２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） １
３５Ｗ 板金用

低圧ナトリウム灯用安定器 １３５Ｗ　高力率省電力　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034244
安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形 （２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） １
８０Ｗ 板金用

低圧ナトリウム灯用安定器 １８０Ｗ　高力率省電力　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034088
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ 板金
用

高圧ナトリウム灯用安定器 １１０Ｗ　始動器一般形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034090
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ 板金
用

高圧ナトリウム灯用安定器 １８０Ｗ　始動器一般形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034092
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ 板金
用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２２０Ｗ　始動器一般形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034094
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ 板金
用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２７０Ｗ　始動器一般形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034096
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ 板金
用

高圧ナトリウム灯用安定器 ３６０Ｗ　始動器一般形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034098 安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ 板金用 高圧ナトリウム灯用安定器 １１０Ｗ　低始動電流形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034100 安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ 板金用 高圧ナトリウム灯用安定器 １８０Ｗ　低始動電流形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034102 安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ 板金用 高圧ナトリウム灯用安定器 ２２０Ｗ　低始動電流形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034104 安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ 板金用 高圧ナトリウム灯用安定器 ２７０Ｗ　低始動電流形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034106 安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ 板金用 高圧ナトリウム灯用安定器 ３６０Ｗ　低始動電流形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034108
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ
板金用

高圧ナトリウム灯用安定器 １１０Ｗ　低始動低無負荷板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材
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安定器 4313034110
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ
板金用

高圧ナトリウム灯用安定器 １８０Ｗ　低始動低無負荷板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034112
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ
板金用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２２０Ｗ　低始動低無負荷板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034114
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ
板金用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２７０Ｗ　低始動低無負荷板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034116
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ
板金用

高圧ナトリウム灯用安定器 ３６０Ｗ　低始動低無負荷板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034118
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ
板金用

高圧ナトリウム灯用安定器 １１０Ｗ　始動器調光形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034120
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ
板金用

高圧ナトリウム灯用安定器 １８０Ｗ　始動器調光形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034122
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ
板金用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２２０Ｗ　始動器調光形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034124
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ
板金用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２７０Ｗ　始動器調光形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034126
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ
板金用

高圧ナトリウム灯用安定器 ３６０Ｗ　始動器調光形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034128
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ 板金
用

高圧ナトリウム灯用安定器 １１０Ｗ　低始動調光形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034130
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ 板金
用

高圧ナトリウム灯用安定器 １８０Ｗ　低始動調光形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034132
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ 板金
用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２２０Ｗ　低始動調光形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034134
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ 板金
用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２７０Ｗ　低始動調光形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034136
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ 板金
用

高圧ナトリウム灯用安定器 ３６０Ｗ　低始動調光形　板金用 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034246
安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形 （２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） ３
５Ｗ プレス成形用

低圧ナトリウム灯用安定器 ３５Ｗ　高力率省電力　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034249
安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形 （２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） ５
５Ｗ プレス成形用

低圧ナトリウム灯用安定器 ５５Ｗ　高力率省電力　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034250
安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形 （２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） ９
０Ｗ プレス成形用

低圧ナトリウム灯用安定器 ９０Ｗ　高力率省電力　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034252
安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形 （２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） １
３５Ｗ プレス成形用

低圧ナトリウム灯用安定器 １３５Ｗ　高力率省電力　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材
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安定器 4313034254
安定器 低圧ナトリウム灯用（建電協型） 高力率形省電力形 （２００Ｖ）（ＫＬ・ＫＬＰ・ＫＰＬ・ＫＰＬＰ用） １
８０Ｗ プレス成形用

低圧ナトリウム灯用安定器 １８０Ｗ　高力率省電力　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034138
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ プレ
ス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 １１０Ｗ　始動器一般形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034140
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ プレ
ス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 １８０Ｗ　始動器一般形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034142
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ プレ
ス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２２０Ｗ　始動器一般形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034144
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ プレ
ス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２７０Ｗ　始動器一般形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034146
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ プレ
ス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 ３６０Ｗ　始動器一般形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034148
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ プレス成
形用

高圧ナトリウム灯用安定器 １１０Ｗ　低始動電流形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034150
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ プレス成
形用

高圧ナトリウム灯用安定器 １８０Ｗ　低始動電流形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034152
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ プレス成
形用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２２０Ｗ　低始動電流形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034154
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ プレス成
形用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２７０Ｗ　低始動電流形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034156
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ プレス成
形用

高圧ナトリウム灯用安定器 ３６０Ｗ　低始動電流形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034158
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ
プレス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 １１０Ｗ　低始動低無負荷プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034160
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ
プレス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 １８０Ｗ　低始動低無負荷プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034162
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ
プレス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２２０Ｗ　低始動低無負荷プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034164
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ
プレス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２７０Ｗ　低始動低無負荷プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034166
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動低無負荷電流形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ
プレス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 ３６０Ｗ　低始動低無負荷プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034168
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ
プレス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 １１０Ｗ　始動器調光形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034170
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ
プレス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 １８０Ｗ　始動器調光形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材
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安定器 4313034172
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ
プレス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２２０Ｗ　始動器調光形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034174
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ
プレス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２７０Ｗ　始動器調光形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034176
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 始動器内蔵一般調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ
プレス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 ３６０Ｗ　始動器調光形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034178
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １１０Ｗ プレ
ス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 １１０Ｗ　低始動調光形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034180
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） １８０Ｗ プレ
ス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 １８０Ｗ　低始動調光形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034182
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２２０Ｗ プレ
ス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２２０Ｗ　低始動調光形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034184
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ２７０Ｗ プレ
ス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 ２７０Ｗ　低始動調光形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

安定器 4313034186
安定器 高圧ナトリウム灯用（建電協型） 低始動電流調光形 （２００Ｖ）（ＫＨ・ＫＰＨ・ＫＷＨ用） ３６０Ｗ プレ
ス成形用

高圧ナトリウム灯用安定器 ３６０Ｗ　低始動調光形　プレス 個 615 ○ ○ 4313 照明器具部材

ランプ（照明用） 4315015502 ランプ（照明用） クリプトン電球 ミニクリプトン （一般・１００／１１０Ｖ） Ｋ　４０Ｗ クリプトン電球 Ｋ４０Ｗ　ミニ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015504 ランプ（照明用） クリプトン電球 ミニクリプトン （一般・１００／１１０Ｖ） Ｋ　６０Ｗ クリプトン電球 Ｋ６０Ｗ　ミニ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015506 ランプ（照明用） クリプトン電球 ミニクリプトン （一般・１００／１１０Ｖ） Ｋ　１００Ｗ クリプトン電球 Ｋ１００Ｗ　ミニ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315011502 ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１００Ｖ） ４０Ｗ　屋内 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２５） レフランプ（１００Ｖ） ４０Ｗ　反射形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315011504 ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１００Ｖ） ６０Ｗ　屋内 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２５） レフランプ（１００Ｖ） ６０Ｗ　反射形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315011506 ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１００Ｖ） １００Ｗ　屋内 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２５） レフランプ（１００Ｖ） １００Ｗ　反射形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315011508 ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１００Ｖ） １５０Ｗ　屋内 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２５） レフランプ（１００Ｖ） １５０Ｗ　反射形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315011510 ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１００Ｖ） ２００Ｗ　屋内 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２５） レフランプ（１００Ｖ） ２００Ｗ　反射形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315011512 ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１００Ｖ） ３００Ｗ　屋内 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２５） レフランプ（１００Ｖ） ３００Ｗ　反射形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315011514 ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１１０Ｖ／２２０Ｖ） １００Ｗ　屋外 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２５） レフランプ（１１０／２２０Ｖ） １００Ｗ　反射形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

2079 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ランプ（照明用） 4315011516 ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１１０Ｖ／２２０Ｖ） １５０Ｗ　屋外 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２５） レフランプ（１１０／２２０Ｖ） １５０Ｗ　反射形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315011518 ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１１０Ｖ／２２０Ｖ） ２００Ｗ　屋外 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２５） レフランプ（１１０／２２０Ｖ） ２００Ｗ　反射形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315011520 ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１１０Ｖ／２２０Ｖ） ３００Ｗ　屋外 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２５） レフランプ（１１０／２２０Ｖ） ３００Ｗ　反射形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315011522 ランプ（照明用） 反射形投光電球 レフランプ （１１０Ｖ／２２０Ｖ） ５００Ｗ　屋外 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２５） レフランプ（１１０／２２０Ｖ） ５００Ｗ　反射形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012050 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－１０Ｗ　標準形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） 蛍光ランプ　直管形 ＦＬ－１０Ｗ　標準形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012052 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－１５Ｗ　標準形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） 蛍光ランプ　直管形 ＦＬ－１５Ｗ　標準形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012054 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－２０Ｗ　標準形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） 蛍光ランプ　直管形 ＦＬ－２０Ｗ　標準形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012056 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－３０Ｗ　標準形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） 蛍光ランプ　直管形 ＦＬ－３０Ｗ　標準形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012058 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－（３２）Ｗ　標準形 蛍光ランプ　直管形 ＦＬ－（３２）Ｗ　標準形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012060 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－４０Ｗ　標準形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） 蛍光ランプ　直管形 ＦＬ－４０Ｗ　標準形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012003 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－１０Ｗ　三波長形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） 蛍光ランプ　直管形 ＦＬ－１０Ｗ　三波長形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012005 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－１５Ｗ　三波長形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） 蛍光ランプ　直管形 ＦＬ－１５Ｗ　三波長形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012012 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－２０Ｗ　三波長形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） 蛍光ランプ　直管形 ＦＬ－２０Ｗ　三波長形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012062 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－３０Ｗ　三波長形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） 蛍光ランプ　直管形 ＦＬ－３０Ｗ　三波長形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012064 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－（３２）Ｗ　三波長形 蛍光ランプ　直管形 ＦＬ－（３２）Ｗ　三波長形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012014 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（スタータ形） ＦＬ－４０Ｗ　三波長形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） 蛍光ランプ　直管形 ＦＬ－４０Ｗ　三波長形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012016 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（ラピッドスタート形） ＦＬＲ－２０Ｗ　標準形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） 蛍光ランプ　直管形 ＦＬＲ－２０Ｗ　標準形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012018 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（ラピッドスタート形） ＦＬＲ－４０Ｗ　標準形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） 蛍光ランプ　直管形 ＦＬＲ－４０Ｗ　標準形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ
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ランプ（照明用） 4315012020 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（ラピッドスタート形） ＦＬＲ－１１０Ｗ　標準形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） 蛍光ランプ　直管形 ＦＬＲ－１１０Ｗ　標準形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012017 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（ラピッドスタート形） ＦＬＲ－２０Ｗ　三波長形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） 蛍光ランプ　直管形 ＦＬＲ－２０Ｗ　三波長形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012022 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（ラピッドスタート形） ＦＬＲ－４０Ｗ　三波長形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） 蛍光ランプ　直管形 ＦＬＲ－４０Ｗ　三波長形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012024
ランプ（照明用） 蛍光ランプ 直管形（ラピッドスタート形） ＦＬＲ－１１０Ｗ　三波長形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０
１）

蛍光ランプ　直管形 ＦＬＲ－１１０Ｗ　三波長形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012042 ランプ（照明用） 蛍光ランプ コンパクト形（４本管形） ＦＤＬ－１３Ｗ　三波長形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） コンパクト形　４本管形 ＦＤＬ－１３Ｗ　三波長形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012044 ランプ（照明用） 蛍光ランプ コンパクト形（４本管形） ＦＤＬ－１８Ｗ　三波長形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） コンパクト形　４本管形 ＦＤＬ－１８Ｗ　三波長形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012046 ランプ（照明用） 蛍光ランプ コンパクト形（４本管形） ＦＤＬ－２７Ｗ　三波長形 （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） コンパクト形　４本管形 ＦＤＬ－２７Ｗ　三波長形 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012048 ランプ（照明用） 蛍光ランプ Ｈｆ蛍光灯（直管形） ＦＨＦ－（３２／４５）Ｗ　インバータ Ｈｆ蛍光灯　直管形 ＦＨＦ３２／４５Ｗ　インバータ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012066 ランプ（照明用） 蛍光ランプ Ｈｆ蛍光灯（２本管形） ＦＨＰ－４５Ｗ　インバータ （ＪＩＳ　Ｃ　７６０１） Ｈｆ蛍光灯　２本管形 ＦＨＰ－４５Ｗ　インバータ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012502 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 点灯管 Ｐ形口金 点灯管 Ｐ形口金 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315012504 ランプ（照明用） 蛍光ランプ 点灯管 Ｅ形口金 点灯管 Ｅ形口金 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015002 ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ７５Ｗ　片口 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２７） ミニハロゲン電球 ＪＤ７５Ｗ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015004 ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ１００Ｗ　片口 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２７） ミニハロゲン電球 ＪＤ１００Ｗ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015006 ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ１５０Ｗ　片口 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２７） ミニハロゲン電球 ＪＤ１５０Ｗ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015030 ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ２００Ｗ　片口 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２７） ミニハロゲン電球 ＪＤ２００Ｗ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015032 ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ２５０Ｗ　片口 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２７） ミニハロゲン電球 ＪＤ２５０Ｗ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015034 ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ５００Ｗ　片口 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２７） ミニハロゲン電球 ＪＤ５００Ｗ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015008 ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ６５ＷＮ　片口 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２７） ミニハロゲン電球 ＪＤ６５ＷＮ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ
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ランプ（照明用） 4315015010 ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ８５ＷＮ　片口 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２７） ミニハロゲン電球 ＪＤ８５ＷＮ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015012
ランプ（照明用） ハロゲン電球 ミニハロゲン （１００／１１０Ｖ） ＪＤ１３０ＷＮ　片口 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２
７）

ミニハロゲン電球 ＪＤ１３０ＷＮ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015014 ランプ（照明用） ハロゲン電球 両口ハロゲン （１００／１１０Ｖ） Ｊ１５０Ｗ （ＪＩＳ　Ｃ　７５２７） 両口ハロゲン電球 Ｊ１５０Ｗ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015016 ランプ（照明用） ハロゲン電球 両口ハロゲン （１００／１１０Ｖ） Ｊ２００Ｗ （ＪＩＳ　Ｃ　７５２７） 両口ハロゲン電球 Ｊ２００Ｗ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015018 ランプ（照明用） ハロゲン電球 両口ハロゲン （１００／１１０Ｖ） Ｊ３００Ｗ （ＪＩＳ　Ｃ　７５２７） 両口ハロゲン電球 Ｊ３００Ｗ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015020 ランプ（照明用） ハロゲン電球 両口ハロゲン （１００／１１０Ｖ） Ｊ５００Ｗ （ＪＩＳ　Ｃ　７５２７） 両口ハロゲン電球 Ｊ５００Ｗ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015022 ランプ（照明用） ハロゲン電球 スタジオハロゲン （１００Ｖ） ＪＰ５００Ｗ　両口 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２７） スタジオハロゲン電球 ＪＰ５００Ｗ　両口 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015024 ランプ（照明用） ハロゲン電球 スタジオハロゲン （１００Ｖ） ＪＰ７５０Ｗ　両口 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２７） スタジオハロゲン電球 ＪＰ７５０Ｗ　両口 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315015026 ランプ（照明用） ハロゲン電球 スタジオハロゲン （１００Ｖ） ＪＰ１０００Ｗ　両口 （ＪＩＳ　Ｃ　７５２７） スタジオハロゲン電球 ＪＰ１０００Ｗ　両口 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013502 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（Ｌ） １００Ｗ　透明形（Ｍ） メタルハライドランプ １００Ｗ　透明形　水銀灯Ｌ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013580 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（Ｌ） ２００Ｗ　透明形（Ｍ） メタルハライドランプ ２００Ｗ　透明形　水銀灯Ｌ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013504 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（Ｌ） ２５０Ｗ　透明形（Ｍ） メタルハライドランプ ２５０Ｗ　透明形　水銀灯Ｌ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013506 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（Ｌ） ３００Ｗ　透明形（Ｍ） メタルハライドランプ ３００Ｗ　透明形　水銀灯Ｌ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013508 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（Ｌ） ４００Ｗ　透明形（Ｍ） メタルハライドランプ ４００Ｗ　透明形　水銀灯Ｌ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013510 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（Ｌ） ７００Ｗ　透明形（Ｍ） メタルハライドランプ ７００Ｗ　透明形　水銀灯Ｌ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013512 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（Ｌ） １０００Ｗ　透明形（Ｍ） メタルハライドランプ １０００Ｗ　透明形　水銀灯Ｌ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013514 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（Ｌ） １００Ｗ　拡散形（ＭＦ） メタルハライドランプ １００Ｗ　拡散形　水銀灯Ｌ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013582 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（Ｌ） ２００Ｗ　拡散形（ＭＦ） メタルハライドランプ ２００Ｗ　拡散形　水銀灯Ｌ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ
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ランプ（照明用） 4315013516 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（Ｌ） ２５０Ｗ　拡散形（ＭＦ） メタルハライドランプ ２５０Ｗ　拡散形　水銀灯Ｌ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013518 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（Ｌ） ３００Ｗ　拡散形（ＭＦ） メタルハライドランプ ３００Ｗ　拡散形　水銀灯Ｌ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013520 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（Ｌ） ４００Ｗ　拡散形（ＭＦ） メタルハライドランプ ４００Ｗ　拡散形　水銀灯Ｌ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013522 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（Ｌ） ７００Ｗ　拡散形（ＭＦ） メタルハライドランプ ７００Ｗ　拡散形　水銀灯Ｌ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013524 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形（Ｌ） １０００Ｗ　拡散形（ＭＦ） メタルハライドランプ １０００Ｗ　拡散形　水銀灯Ｌ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013530 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 専用安定器点灯形（Ｓ） ７００Ｗ　透明形（Ｍ） メタルハライドランプ ７００Ｗ　透明形　専用Ｓ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013532 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 専用安定器点灯形（Ｓ） １０００Ｗ　透明形（Ｍ） メタルハライドランプ １０００Ｗ　透明形　専用Ｓ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013584 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 専用安定器点灯形（Ｓ） １５００Ｗ　透明形（Ｍ） メタルハライドランプ １５００Ｗ　透明形　専用Ｓ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013586 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 専用安定器点灯形（Ｓ） ２０００Ｗ　透明形（Ｍ） メタルハライドランプ ２０００Ｗ　透明形　専用Ｓ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013538 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 専用安定器点灯形（Ｓ） ７００Ｗ　拡散形（ＭＦ） メタルハライドランプ ７００Ｗ　拡散形　専用Ｓ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315013540 ランプ（照明用） メタルハライドランプ 専用安定器点灯形（Ｓ） １０００Ｗ　拡散形（ＭＦ） メタルハライドランプ １０００Ｗ　拡散形　専用Ｓ 個 616 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014584 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ７０Ｗ　透明形（ＮＨ） 高圧ナトリウムランプ　透明形 ７０Ｗ　水銀灯　ＮＨ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014502 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 １１０Ｗ　透明形（ＮＨ） 高圧ナトリウムランプ　透明形 １１０Ｗ　水銀灯　ＮＨ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014504 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 １８０Ｗ　透明形（ＮＨ） 高圧ナトリウムランプ　透明形 １８０Ｗ　水銀灯　ＮＨ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014506 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ２２０Ｗ　透明形（ＮＨ） 高圧ナトリウムランプ　透明形 ２２０Ｗ　水銀灯　ＮＨ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014508 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ２７０Ｗ　透明形（ＮＨ） 高圧ナトリウムランプ　透明形 ２７０Ｗ　水銀灯　ＮＨ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014510 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ３６０Ｗ　透明形（ＮＨ） 高圧ナトリウムランプ　透明形 ３６０Ｗ　水銀灯　ＮＨ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014586 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ４５０Ｗ　透明形（ＮＨ） 高圧ナトリウムランプ　透明形 ４５０Ｗ　水銀灯　ＮＨ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ
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ランプ（照明用） 4315014512 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ６６０Ｗ　透明形（ＮＨ） 高圧ナトリウムランプ　透明形 ６６０Ｗ　水銀灯　ＮＨ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014514 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ９４０Ｗ　透明形（ＮＨ） 高圧ナトリウムランプ　透明形 ９４０Ｗ　水銀灯　ＮＨ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014588 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ７０Ｗ　拡散形（ＮＨＦ） 高圧ナトリウムランプ　拡散形 ７０Ｗ　水銀灯　ＮＨＦ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014516 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 １１０Ｗ　拡散形（ＮＨＦ） 高圧ナトリウムランプ　拡散形 １１０Ｗ　水銀灯　ＮＨＦ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014518 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 １８０Ｗ　拡散形（ＮＨＦ） 高圧ナトリウムランプ　拡散形 １８０Ｗ　水銀灯　ＮＨＦ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014520 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ２２０Ｗ　拡散形（ＮＨＦ） 高圧ナトリウムランプ　拡散形 ２２０Ｗ　水銀灯　ＮＨＦ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014522 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ２７０Ｗ　拡散形（ＮＨＦ） 高圧ナトリウムランプ　拡散形 ２７０Ｗ　水銀灯　ＮＨＦ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014524 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ３６０Ｗ　拡散形（ＮＨＦ） 高圧ナトリウムランプ　拡散形 ３６０Ｗ　水銀灯　ＮＨＦ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014590 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ４５０Ｗ　拡散形（ＮＨＦ） 高圧ナトリウムランプ　拡散形 ４５０Ｗ　水銀灯　ＮＨＦ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014526 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ６６０Ｗ　拡散形（ＮＨＦ） 高圧ナトリウムランプ　拡散形 ６６０Ｗ　水銀灯　ＮＨＦ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014528 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ９４０Ｗ　拡散形（ＮＨＦ） 高圧ナトリウムランプ　拡散形 ９４０Ｗ　水銀灯　ＮＨＦ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014530 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 １１０Ｗ　反射形（ＮＨＲ） 高圧ナトリウムランプ　反射形 １１０Ｗ　水銀灯　ＮＨＲ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014532 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 １８０Ｗ　反射形（ＮＨＲ） 高圧ナトリウムランプ　反射形 １８０Ｗ　水銀灯　ＮＨＲ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014534 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ２２０Ｗ　反射形（ＮＨＲ） 高圧ナトリウムランプ　反射形 ２２０Ｗ　水銀灯　ＮＨＲ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014536 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ２７０Ｗ　反射形（ＮＨＲ） 高圧ナトリウムランプ　反射形 ２７０Ｗ　水銀灯　ＮＨＲ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014538 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ３６０Ｗ　反射形（ＮＨＲ） 高圧ナトリウムランプ　反射形 ３６０Ｗ　水銀灯　ＮＨＲ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014543 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 １１０Ｗ　直管形（ＮＨＴ） 高圧ナトリウムランプ　直管形 １１０Ｗ　水銀灯　ＮＨＴ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014544 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 １８０Ｗ　直管形（ＮＨＴ） 高圧ナトリウムランプ　直管形 １８０Ｗ　水銀灯　ＮＨＴ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ
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ランプ（照明用） 4315014546 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ２２０Ｗ　直管形（ＮＨＴ） 高圧ナトリウムランプ　直管形 ２２０Ｗ　水銀灯　ＮＨＴ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014547 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ２７０Ｗ　直管形（ＮＨＴ） 高圧ナトリウムランプ　直管形 ２７０Ｗ　水銀灯　ＮＨＴ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315014548 ランプ（照明用） 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 ３６０Ｗ　直管形（ＮＨＴ） 高圧ナトリウムランプ　直管形 ３６０Ｗ　水銀灯　ＮＨＴ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315016001 ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 １１０Ｗ　透明形（ＣＭ） セラミックメタルハライドランプ １１０Ｗ　透明形ＣＭ　水銀灯 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315016002 ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 １５０Ｗ　透明形（ＣＭ） セラミックメタルハライドランプ １５０Ｗ　透明形ＣＭ　水銀灯 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315016004 ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 １８０・１９０Ｗ　透明形（ＣＭ） セラミックメタルハライドランプ １８０・１９０Ｗ　透明形ＣＭ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315016006 ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 ２２０・２３０Ｗ　透明形（ＣＭ） セラミックメタルハライドランプ ２２０・２３０Ｗ　透明形ＣＭ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315016008 ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 ２７０Ｗ　透明形（ＣＭ） セラミックメタルハライドランプ ２７０Ｗ　透明形ＣＭ　水銀灯 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315016010 ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 ３６０Ｗ　透明形（ＣＭ） セラミックメタルハライドランプ ３６０Ｗ　透明形ＣＭ　水銀灯 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315016012 ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 １１０Ｗ　拡散形（ＣＭＦ） セラミックメタルハライドランプ １１０Ｗ　拡散形ＣＭＦ　水銀灯 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315016014 ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 １５０Ｗ　拡散形（ＣＭＦ） セラミックメタルハライドランプ １５０Ｗ　拡散形ＣＭＦ　水銀灯 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315016016 ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 １８０・１９０Ｗ　拡散形（ＣＭＦ） セラミックメタルハライドランプ １８０・１９０Ｗ　拡散形ＣＭＦ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315016018 ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 ２２０・２３０Ｗ　拡散形（ＣＭＦ） セラミックメタルハライドランプ ２２０・２３０Ｗ　拡散形ＣＭＦ 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315016020 ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 ２７０Ｗ　拡散形（ＣＭＦ） セラミックメタルハライドランプ ２７０Ｗ　拡散形ＣＭＦ　水銀灯 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ランプ（照明用） 4315016022 ランプ（照明用） セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 ３６０Ｗ　拡散形（ＣＭＦ） セラミックメタルハライドランプ ３６０Ｗ　拡散形ＣＭＦ　水銀灯 個 617 ○ ○ 4315 ランプ

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101002
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＤライトバルブＫ 電源内蔵 ＬＤＴ１００－２４２Ｖ２８Ｎ－Ｇ／Ｈ１００ ２８ＶＡ
４，０００ｌｍ ＨＦ８０～１００Ｗ相当 岩崎電気

ＬＥＤライトバルブＫ　電源内蔵 ＬＤＴ１００－２４２Ｖ２８Ｎ 個 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101004
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＤライトバルブＫ 電源内蔵 ＬＤＴ１００－２４２Ｖ５３Ｎ－ＧーＥ３９ ５６ＶＡ ８，
０００ｌｍ ＨＦ２００Ｗ／ＮＨ１１０Ｗ相当 岩崎電気

ＬＥＤライトバルブＫ　電源内蔵 ＬＤＴ１００－２４２Ｖ５３Ｎ 個 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101006
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＤライトバルブＫ 電源内蔵 ＬＤＴ１００－２４２Ｖ６７Ｎ－ＧーＥ３９ ６８ＶＡ １
０，０００ｌｍ ＨＦ２５０Ｗ／ＮＨ１１０Ｗ／ＣＭ１１０Ｗ相当 岩崎電気

ＬＥＤライトバルブＫ　電源内蔵 ＬＤＴ１００－２４２Ｖ６７Ｎ 個 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101008
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＤライトバルブ 電源別置 ＬＤＴＳ１０３Ｎ－Ｇ－Ｅ３９＋ＬＥ１０３０５０ＨＳＺ１／
２．４－Ａ１ １１６ＶＡ １３，５００ｌｍ ＨＦ３００Ｗ／ＮＨ１５０Ｗ／ＣＭ１５０Ｗ相当 岩崎電気

ＬＥＤライトバルブ　電源別置 ＬＤＴＳ１０３Ｎ＋ＬＥ１０３０ 組 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101010
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＤライトバルブＳ 電源別置 ＬＤＦＳ５０Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ＋ＷＬＥ１３２Ｖ３８０Ｍ１
／２４－１ ５６ＶＡ ８，５００ｌｍ ＨＦ２００Ｗ／ＮＨ１１０Ｗ相当 岩崎電気

ＬＥＤライトバルブＳ　電源別置 ＬＤＦＳ５０Ｎ＋ＷＬＥ１３２ 組 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101012
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＤライトバルブＳ 電源別置 ＬＤＦＳ６２Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ＋ＷＬＥ１１０Ｖ６２０Ｍ１
／２４－２ ７０ＶＡ １０，０００ｌｍ ＨＦ２５０Ｗ／ＮＨ１１０Ｗ／ＣＭ１１０Ｗ相当 岩崎電気

ＬＥＤライトバルブＳ　電源別置 ＬＤＦＳ６２Ｎ＋ＷＬＥ１１０ 組 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101014
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＤライトバルブＳ 電源別置 ＬＤＦＳ７９Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｄ＋ＷＬＥ１５５Ｖ５６０Ｍ１
／２４－１ ９０ＶＡ １３，０００ｌｍ ＨＦ３００Ｗ／ＮＨ１５０Ｗ／ＣＭ１５０Ｗ相当 岩崎電気

ＬＥＤライトバルブＳ　電源別置 ＬＤＦＳ７９Ｎ＋ＷＬＥ１５５ 組 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101016
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＤライトバルブ　パズー用 電源別置 ＬＤＳ１３２Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｆ＋ＷＬＥ１７５Ｖ８
３０Ｍ１／２４－１ １３４（１４８）ＶＡ ２０，０００ｌｍ ＨＦ３００Ｗ／ＮＨ１５０Ｗ／ＣＭ１５０Ｗ相当 岩崎
電気

ＬＥＤライトバルブパズ電源別置 ＬＤＳ１３２Ｎ＋ＷＬＥ１７５ 組 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101018
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＤライトバルブ　パズー用 電源別置 ＬＤＳ１５２Ｎ－Ｇ－Ｅ３９Ｆ＋ＷＬＥ１８５Ｖ９
００Ｍ１／２４－１ １５０（１６６）ＶＡ ２２，０００ｌｍ ＨＦ４００Ｗ／ＮＨ１８０Ｗ／ＣＭ１８０Ｗ相当 岩崎
電気

ＬＥＤライトバルブパズ電源別置 ＬＤＳ１５２Ｎ＋ＷＬＥ１８５ 組 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101502
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｇ（一般照明用） 電源内蔵 ＬＤＴ１００／２００Ｖ３０Ｎ－Ｇ／２７
２７ＶＡ ４，０００ｌｍ ＨＦ８０～１００Ｗ対応 ＧＳユアサ

ＬＥＧＡランプ－Ｇ一般電源内蔵 ＬＤＴ１００／２００Ｖ３０ＮＧ 個 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101504
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｇ（一般照明用） 電源内蔵 ＬＤＴ１００／２００Ｖ５６Ｎ－Ｇ ５６
ＶＡ ８，７００ｌｍ ＨＦ２００～２５０Ｗ対応 ＧＳユアサ

ＬＥＧＡランプ－Ｇ一般電源内蔵 ＬＤＴ１００／２００Ｖ５６ＮＧ 個 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101506
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｇ（一般照明用） 電源別置 ＬＤＴＳ９０Ｎ－Ｇ １００ＶＡ １４，０
００ｌｍ ＨＦ２５０～３００Ｗ対応 ＧＳユアサ

ＬＥＧＡランプ－Ｇ一般電源別置 ＬＤＴＳ９０Ｎ－Ｇ 組 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101508
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｇ（一般照明用） 電源別置 ＬＤＴＳ１０２Ｎ－Ｇ １１６ＶＡ １５，
８００ｌｍ ＨＦ３００～４００Ｗ対応 ＧＳユアサ

ＬＥＧＡランプ－Ｇ一般電源別置 ＬＤＴＳ１０２Ｎ－Ｇ 組 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101510
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ（道路照明用） 電源別置 ＬＤＦＳ５８Ｎ－Ｒ ５７ＶＡ ８，０００
ｌｍ ＮＨ１１０Ｗ対応 ＧＳユアサ

ＬＥＧＡランプ－Ｒ道路電源別置 ＬＤＦＳ５８Ｎ－Ｒ 組 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101512
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ（道路照明用） 電源別置 ＬＤＦＳ９０Ｎ－Ｒ ８３ＶＡ １２，２０
０ｌｍ ＮＨ１１０～１８０Ｗ対応 ＧＳユアサ

ＬＥＧＡランプ－Ｒ道路電源別置 ＬＤＦＳ９０Ｎ－Ｒ 組 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101514
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ（道路照明用） 電源別置 ＬＤＦＳ９８Ｎ－Ｒ １００ＶＡ １４，４
００ｌｍ ＮＨ１８０～２２０Ｗ対応 ＧＳユアサ

ＬＥＧＡランプ－Ｒ道路電源別置 ＬＤＦＳ９８Ｎ－Ｒ 組 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101516
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ（道路照明用） 電源別置 ＬＤＦＳ１１０Ｎ－Ｒ １１０ＶＡ １５，
４００ｌｍ ＮＨ２２０Ｗ対応 ＧＳユアサ

ＬＥＧＡランプ－Ｒ道路電源別置 ＬＤＦＳ１１０Ｎ－Ｒ 組 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品― 4319101518
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＧＡ：ＬＡＭＰ－Ｒ（道路照明用） 電源別置 ＬＤＦＳ１４８Ｎ－Ｒ １５２ＶＡ ２０，
３００ｌｍ ＮＨ２７０Ｗ対応 ＧＳユアサ

ＬＥＧＡランプ－Ｒ道路電源別置 ＬＤＦＳ１４８Ｎ－Ｒ 組 617 ○ ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020006
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型 亜鉛
めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ８Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020008
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型 亜
鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１０Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020010
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型 亜
鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１２Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020012
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設型 亜
鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020014
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020016
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020022
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型 亜鉛
めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ８Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020024
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型 亜
鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１０Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020026
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型 亜
鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１２Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020028
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設型 亜
鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020030
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020032
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020038
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型 亜鉛
めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ８Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020040
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型 亜
鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１０Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020042
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型 亜
鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１２Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020044
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設型 亜
鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020046
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020048
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020054
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型 亜鉛
めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ８Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020056
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型 亜
鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020058
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型 亜
鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020060
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設型 亜
鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020062
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020064
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025102
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型 亜鉛
めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ８Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025104
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025106
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025108
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025110
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設
型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025112
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設
型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025114
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型 亜鉛
めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ８Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025116
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025118
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025120
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025122
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設
型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025124
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設
型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025126
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型 亜鉛
めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ８Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025128
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025130
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025132
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025134
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設
型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025136
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設
型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025138
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型 亜鉛
めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ８Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025140
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１０Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025142
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１２Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025144
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設型
亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025146
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設
型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025148
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設
型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020068
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８－１８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連接
露出型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用曲線形 ８－１８Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020070
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０－２１Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ
連接 露出型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用曲線形 １０－２１Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020072
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８．３－１８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ
連接 埋設型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用曲線形 ８．３－１８Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020074
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０．３－２１Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍ
ｍ 連接 埋設型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用曲線形 １０．３－２１Ｂ－Ｃ亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020078
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８－１８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単独
露出型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用曲線形 ８－１８Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020080
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０－２１Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ
単独 露出型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用曲線形 １０－２１Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020082
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８．３－１８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ
単独 埋設型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用曲線形 ８．３－１８Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020084
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０．３－２１Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍ
ｍ 単独 埋設型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用曲線形 １０．３－２１Ｂ－Ｓ亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020090
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型 めっき
後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ８Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020092
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１０Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020094
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１２Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020096
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020098
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020100
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020106
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型 めっき
後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ８Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020108
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１０Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020110
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１２Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020112
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020114
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020116
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020122
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型 めっき
後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ８Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020124
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１０Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020126
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１２Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020128
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020130
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020132
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020138
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型 めっき
後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ８Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020140
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020142
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020144
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020146
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020148
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026102
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型 めっ
き後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ８Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026104
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026106
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026108
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026110
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026112
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026114
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型 めっ
き後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ８Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026116
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026118
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026120
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026122
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026124
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026126
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型 めっ
き後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ８Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026128
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026130
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026132
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026134
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026136
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026138
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型 めっ
き後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ８Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026140
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１０Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026142
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１２Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026144
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026146
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026148
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020152
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８－１８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連接
露出型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用曲線形 ８－１８Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020154
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０－２１Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ
連接 露出型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用曲線形 １０－２１Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020156
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８．３－１８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ
連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用曲線形 ８．３－１８Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020158
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０．３－２１Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍ
ｍ 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用曲線形 １０．３－２１Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020162
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８－１８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単独
露出型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用曲線形 ８－１８Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020164
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０－２１Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ
単独 露出型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用曲線形 １０－２１Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020166
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８．３－１８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ
単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用曲線形 ８．３－１８Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020168
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０．３－２１Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍ
ｍ 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用曲線形 １０．３－２１Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028002
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型 めっき
後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ８Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028004
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１０Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028006
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１２Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028008
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ８．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028010
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１０．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028012
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１２．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028014
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型 めっき
後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ８Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028016
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１０Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028018
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１２Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028020
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ８．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028022
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１０．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028024
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＳ１２．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028026
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型 めっき
後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ８Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028028
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１０Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028030
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１２Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028032
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ８．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028034
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１０．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028036
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１２．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028038
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型 めっき
後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ８Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028040
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１０Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028042
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１２Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028044
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ８．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028046
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１０．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028048
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形ポール ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形 ＩＡ１２．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028102
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型 めっ
き後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ８Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028104
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１０Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028106
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１２Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028108
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ８．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028110
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１０．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028112
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１２．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028114
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型 めっ
き後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ８Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028116
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１０Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028118
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１２Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028120
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ８．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028122
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１０．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028124
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＳ１２．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028126
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型 めっ
き後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ８Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028128
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１０Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028130
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１２Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028132
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ８．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028134
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１０．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028136
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１２．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028138
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型 めっ
き後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ８Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028140
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１０Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028142
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１２Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028144
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ８．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028146
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１０．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028148
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形ポール ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用アーム形 ＬＡ１２．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028202
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８－１８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連接
露出型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用曲線形 ８－１８Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028204
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０－２１Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ
連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用曲線形 １０－２１Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028206
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８．３－１８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ
連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用曲線形 ８．３－１８Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028208
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０．３－２１Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍ
ｍ 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用曲線形 １０．３－２１Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028210
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８－１８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単独
露出型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用曲線形 ８－１８Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028212
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０－２１Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ
単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用曲線形 １０－２１Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028214
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール ８．３－１８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ
単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用曲線形 ８．３－１８Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028216
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用曲線形ポール １０．３－２１Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍ
ｍ 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用曲線形 １０．３－２１Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020174
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型 亜鉛
めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ８Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020176
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型
亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１０Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020178
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型
亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１２Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020180
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設型
亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020182
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設
型 亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020184
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設
型 亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020190
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型 亜鉛
めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ８Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020192
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型
亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１０Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020194
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型
亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１２Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020196
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設型
亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020198
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設
型 亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020200
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設
型 亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020206
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型 亜鉛
めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ８Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020208
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型
亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１０Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020210
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型
亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１２Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020212
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設型
亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020214
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設
型 亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020216
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設
型 亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020222
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型 亜鉛
めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ８Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020224
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型
亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１０Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020226
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型
亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１２Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020228
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設型
亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020230
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設
型 亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020232
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設
型 亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020236
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８－１８ＹＢ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連
接 露出型 亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用曲線形 ８－１８ＹＢ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020238
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０－２１ＹＢ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ
連接 露出型 亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用曲線形 １０－２１ＹＢ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020240
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８．３－１８ＹＢ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ
連接 埋設型 亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用曲線形 ８．３－１８ＹＢ－Ｃ亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020242
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０．３－２１ＹＢ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００
ｍｍ 連接 埋設型 亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用曲線形 １０．３－２１ＹＢＣ亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020246
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８－１８ＹＢ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単
独 露出型 亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用曲線形 ８－１８ＹＢ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020248
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０－２１ＹＢ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ
単独 露出型 亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用曲線形 １０－２１ＹＢ－Ｓ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020250
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８．３－１８ＹＢ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ
単独 埋設型 亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用曲線形 ８．３－１８ＹＢ－Ｓ亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020252
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０．３－２１ＹＢ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００
ｍｍ 単独 埋設型 亜鉛めっき

一般照明柱　二灯用曲線形 １０．３－２１ＹＢＳ亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025302
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅‐
連接 露出型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形歩道用 ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025304
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ５Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出
型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形歩道用 ＩＡ５Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025306
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅‐
連接 埋設型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形歩道用 ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025308
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅‐ 連接
埋設型 亜鉛めっき

一般照明柱　一灯用直線形歩道用 ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025310
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅‐
連接 露出型 亜鉛めっき

一般照明柱一灯用アーム形歩道用 ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025312
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ５Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅‐ 連接 露
出型 亜鉛めっき

一般照明柱一灯用アーム形歩道用 ＬＡ５Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025314
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅‐
連接 埋設型 亜鉛めっき

一般照明柱一灯用アーム形歩道用 ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317025316
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅‐ 連
接 埋設型 亜鉛めっき

一般照明柱一灯用アーム形歩道用 ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ　亜鉛めっき 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020258
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型 めっ
き後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ８Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020260
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１０Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020262
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１２Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020264
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020266
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020268
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020274
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型 めっ
き後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ８Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020276
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１０Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020278
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１２Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020280
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020282
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020284
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020290
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型 めっ
き後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ８Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020292
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１０Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020294
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１２Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020296
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020298
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020300
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020306
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型 めっ
き後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ８Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020308
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１０Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020310
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１２Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020312
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020314
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020316
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020320
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８－１８ＹＢ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連
接 露出型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用曲線形 ８－１８ＹＢ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020322
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０－２１ＹＢ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ
連接 露出型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用曲線形 １０－２１ＹＢ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020324
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８．３－１８ＹＢ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ
連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用曲線形 ８．３－１８ＹＢ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020326
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０．３－２１ＹＢ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００
ｍｍ 連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用曲線形 １０．３－２１ＹＢ－Ｃウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020330
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８－１８ＹＢ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単
独 露出型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用曲線形 ８－１８ＹＢ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020332
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０－２１ＹＢ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ
単独 露出型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用曲線形 １０－２１ＹＢ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020334
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８．３－１８ＹＢ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ
単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用曲線形 ８．３－１８ＹＢ－Ｓ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317020336
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０．３－２１ＹＢ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００
ｍｍ 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　二灯用曲線形 １０．３－２１ＹＢ－Ｓウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026302
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅‐
連接 露出型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形歩道用 ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026304
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ５Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出
型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形歩道用 ＩＡ５Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026306
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅‐
連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形歩道用 ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026308
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅‐ 連接
埋設型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱　一灯用直線形歩道用 ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026310
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅‐
連接 露出型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱一灯用アーム形歩道用 ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026312
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ５Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅‐ 連接 露
出型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱一灯用アーム形歩道用 ＬＡ５Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026314
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅‐
連接 埋設型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱一灯用アーム形歩道用 ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317026316
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅‐ 連
接 埋設型 めっき後ウレタン塗装

一般照明柱一灯用アーム形歩道用 ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ　ウレタン 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028402
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型 めっ
き後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ８Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028404
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１０Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028406
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１２Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028408
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ８．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028410
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１０．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028412
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 連接 埋設
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１２．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028414
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型 めっ
き後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ８Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028416
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１０Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028418
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１２Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028420
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ８．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028422
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１０．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028424
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 一律 出幅‐ 単独 埋設
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＳ１２．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028426
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型 めっ
き後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ８Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028428
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１０Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028430
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１２Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028432
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ８．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028434
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１０．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028436
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 連接 埋設
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１２．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028438
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型 めっ
き後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ８Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028440
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１０Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028442
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 露出型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１２Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028444
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ 地上高８ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設型
めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ８．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028446
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ 地上高１０ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１０．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028448
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用アーム形ポール ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ 地上高１２ｍ 可変 出幅‐ 単独 埋設
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用アーム形 ＴＡ１２．３Ｂ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028502
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８－１８ＹＢ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 連
接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用曲線形 ８－１８ＹＢ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028504
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０－２１ＹＢ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ
連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用曲線形 １０－２１ＹＢ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028506
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８．３－１８ＹＢ－Ｃ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ
連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用曲線形 ８．３－１８ＹＢ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028508
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０．３－２１ＹＢ－Ｃ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００
ｍｍ 連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用曲線形 １０．３－２１ＹＢ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028510
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８－１８ＹＢ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ 単
独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用曲線形 ８－１８ＹＢ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028512
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０－２１ＹＢ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００ｍｍ
単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用曲線形 １０－２１ＹＢ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028514
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール ８．３－１８ＹＢ－Ｓ 地上高８ｍ 一律 出幅１，８００ｍｍ
単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用曲線形 ８．３－１８ＹＢ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028516
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 二灯用曲線形ポール １０．３－２１ＹＢ－Ｓ 地上高１０ｍ 一律 出幅２，１００
ｍｍ 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　二灯用曲線形 １０．３－２１ＹＢ－Ｓ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028302
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅‐
連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形歩道用 ＩＡ４．５Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028304
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ５Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅‐ 連接 露出
型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形歩道用 ＩＡ５Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028306
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅‐
連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形歩道用 ＩＡ４．８Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028308
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用直線形歩道照明用ポール ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅‐ 連接
埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱　一灯用直線形歩道用 ＩＡ５．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028310
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅‐
連接 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱一灯用アーム形歩道用 ＬＡ４．５Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028312
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ５Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅‐ 連接 露
出型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱一灯用アーム形歩道用 ＬＡ５Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028314
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ 地上高４．５ｍ 可変 出幅‐
連接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱一灯用アーム形歩道用 ＬＡ４．８Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317028316
鋼管テーパーポール（一般照明柱） 一灯用アーム形歩道照明用ポール ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ 地上高５ｍ 可変 出幅‐ 連
接 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装

一般照明柱一灯用アーム形歩道用 ＬＡ５．３Ｂ－Ｃ　フッ素 本 618 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317051008
鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （８～１２ｍ程度・５００ｋｇ超～１，５００ｋｇ以下） テー
パーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき（ＨＤＺ－５５）

多目的照明柱　５００ｋｇ超 丸　亜鉛めっき（ＨＤＺ－５５） ｋｇ 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317051208
鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （８～１２ｍ程度・５００ｋｇ超～１，５００ｋｇ以下） テー
パーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき＋ウレタン系樹脂塗装

多目的照明柱　５００ｋｇ超 丸　亜鉛めっき＋ウレタン ｋｇ 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317051220
鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （８～１２ｍ程度・５００ｋｇ超～１，５００ｋｇ以下） テー
パーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき＋フッ素樹脂塗装

多目的照明柱　５００ｋｇ超 丸　亜鉛めっき＋フッ素 ｋｇ 619 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317052008
鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （８～１２ｍ程度・５００ｋｇ超～１，５００ｋｇ以下） 段付
テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき（ＨＤＺ－５５）

多目的照明柱　５００ｋｇ超段付 丸　亜鉛めっき（ＨＤＺ－５５） ｋｇ 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317052208
鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （８～１２ｍ程度・５００ｋｇ超～１，５００ｋｇ以下） 段付
テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき＋ウレタン系樹脂塗装

多目的照明柱　５００ｋｇ超段付 丸　亜鉛めっき＋ウレタン ｋｇ 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317052220
鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （８～１２ｍ程度・５００ｋｇ超～１，５００ｋｇ以下） 段付
テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき＋フッ素樹脂塗装

多目的照明柱　５００ｋｇ超段付 丸　亜鉛めっき＋フッ素 ｋｇ 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317051014
鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （５００ｋｇ以下） テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，Ｓ
ＴＫ４００　溶融亜鉛めっき（ＨＤＺ－５５）

多目的照明柱　５００ｋｇ以下 丸　亜鉛めっき（ＨＤＺ－５５） ｋｇ 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317051214
鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （５００ｋｇ以下） テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，Ｓ
ＴＫ４００　溶融亜鉛めっき＋ウレタン系樹脂塗装

多目的照明柱　５００ｋｇ以下 丸　亜鉛めっき＋ウレタン ｋｇ 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317051222
鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （５００ｋｇ以下） テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４００，Ｓ
ＴＫ４００　溶融亜鉛めっき＋フッ素樹脂塗装

多目的照明柱　５００ｋｇ以下 丸　亜鉛めっき＋フッ素 ｋｇ 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317052014
鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （５００ｋｇ以下） 段付テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４０
０，ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき（ＨＤＺ－５５）

多目的照明柱５００ｋｇ以下段付 丸　亜鉛めっき（ＨＤＺ－５５） ｋｇ 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317052214
鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （５００ｋｇ以下） 段付テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４０
０，ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき＋ウレタン系樹脂塗装

多目的照明柱５００ｋｇ以下段付 丸　亜鉛めっき＋ウレタン ｋｇ 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317052222
鋼管テーパーポール（多目的照明柱） 多目的照明柱 （５００ｋｇ以下） 段付テーパーポール 丸テーパー ＳＳ４０
０，ＳＴＫ４００　溶融亜鉛めっき＋フッ素樹脂塗装

多目的照明柱５００ｋｇ以下段付 丸　亜鉛めっき＋フッ素 ｋｇ 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317029117 鋼管テーパーポール加算額 １０本未満運搬費加算額　１本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫 鋼管テーパーポール　１０本未満 運搬費加算額　１本　東京・大阪 本 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317029119 鋼管テーパーポール加算額 １０本未満運搬費加算額　２本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫 鋼管テーパーポール　１０本未満 運搬費加算額　２本　東京・大阪 本 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317029120 鋼管テーパーポール加算額 １０本未満運搬費加算額　３～５本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫 鋼管テーパーポール　１０本未満 運搬費加算額３～５本東京・大阪 本 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317029125 鋼管テーパーポール加算額 １０本未満運搬費加算額　６～９本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫 鋼管テーパーポール　１０本未満 運搬費加算額６～９本東京・大阪 本 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317029132
鋼管テーパーポール加算額 １０本未満運搬費加算額　１本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫・北海道・沖縄除
く地区

鋼管テーパーポール　１０本未満 運搬費加算額　１本　沖縄除く 本 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317029134
鋼管テーパーポール加算額 １０本未満運搬費加算額　２本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫・北海道・沖縄除
く地区

鋼管テーパーポール　１０本未満 運搬費加算額　２本　沖縄除く 本 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317029155
鋼管テーパーポール加算額 １０本未満運搬費加算額　３～５本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫・北海道・沖
縄除く地区

鋼管テーパーポール　１０本未満 運搬費加算額３～５本　沖縄除く 本 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317029135
鋼管テーパーポール加算額 １０本未満運搬費加算額　６～９本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫・北海道・沖
縄除く地区

鋼管テーパーポール　１０本未満 運搬費加算額６～９本　沖縄除く 本 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317029140 鋼管テーパーポール加算額 納入一回当たり１０本未満運搬費加算額 北海道地区 鋼管テーパーポール　納入１回当 １０本未満運搬費加算額　北海道 車 619 ○ ○ 4317 照明用ポール
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鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317029145 鋼管テーパーポール加算額 一灯用運搬費加算額 那覇港着岸渡し 鋼管テーパーポール　１灯用 運搬費加算額　那覇港着岸渡し 本 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

鋼管テーパーポール（一般照明柱，多目的照明
柱）

4317029150 鋼管テーパーポール加算額 二灯用運搬費加算額 那覇港着岸渡し 鋼管テーパーポール　２灯用 運搬費加算額　那覇港着岸渡し 本 619 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011002 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形 ５ 地上高５ｍ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　直線形　５ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011032 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形 ６ 地上高６ｍ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　直線形　６ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011034 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形 ７ 地上高７ｍ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　直線形　７ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011036 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形 ８ 地上高８ｍ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　直線形　８ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011038 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形 １０ 地上高１０ｍ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　直線形　１０ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011048 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形 １２ 地上高１２ｍ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　直線形　１２ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011004 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 折線形 ８－８ 地上高８ｍ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　折線形　８－８ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011006 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 折線形 １０－８ 地上高１０ｍ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　折線形　１０－８ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011008 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 折線形 １２－８ 地上高１２ｍ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　折線形　１２－８ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011010 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 長円形 ８－１８ 地上高８ｍ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　長円形　８－１８ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011012 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 長円形 １０－２１ 地上高１０ｍ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　長円形　１０－２１ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011014 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 長円形 １０－２３ 地上高１０ｍ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　長円形　１０－２３ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011016 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 長円形 １２－２３ 地上高１２ｍ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　長円形　１２－２３ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015002 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形 ５ 地上高５ｍ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　直線形　５ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015032 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形 ６ 地上高６ｍ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　直線形　６ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015034 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形 ７ 地上高７ｍ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　直線形　７ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール
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アルミテーパーポール 4317015036 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形 ８ 地上高８ｍ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　直線形　８ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015038 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形 １０ 地上高１０ｍ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　直線形　１０ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015048 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形 １２ 地上高１２ｍ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　直線形　１２ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015004 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 折線形 ８－８ 地上高８ｍ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　折線形　８－８ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015006 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 折線形 １０－８ 地上高１０ｍ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　折線形　１０－８ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015008 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 折線形 １２－８ 地上高１２ｍ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　折線形　１２－８ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015010 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 長円形 ８－１８ 地上高８ｍ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　長円形　８－１８ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015012 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 長円形 １０－２１ 地上高１０ｍ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　長円形　１０－２１ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015014 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 長円形 １０－２３ 地上高１０ｍ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　長円形　１０－２３ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015016 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 長円形 １２－２３ 地上高１２ｍ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　長円形　１２－２３ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011018 アルミテーパーポール 二灯用（埋込式） 折線Ｙ形 ８－８Ｙ 地上高８ｍ アルミテーパーポール　二灯用 埋込式　折線Ｙ形　８－８Ｙ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011020 アルミテーパーポール 二灯用（埋込式） 折線Ｙ形 １０－８Ｙ 地上高１０ｍ アルミテーパーポール　二灯用 埋込式　折線Ｙ形　１０－８Ｙ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011022 アルミテーパーポール 二灯用（埋込式） 折線Ｙ形 １２－８Ｙ 地上高１２ｍ アルミテーパーポール　二灯用 埋込式　折線Ｙ形　１２－８Ｙ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011024 アルミテーパーポール 二灯用（埋込式） 長円Ｙ形 ８－１８Ｙ 地上高８ｍ アルミテーパーポール　二灯用 埋込式　長円Ｙ形　８－１８Ｙ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011026 アルミテーパーポール 二灯用（埋込式） 長円Ｙ形 １０－２１Ｙ 地上高１０ｍ アルミテーパーポール　二灯用 埋込式　長円Ｙ形　１０－２１Ｙ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011028 アルミテーパーポール 二灯用（埋込式） 長円Ｙ形 １０－２３Ｙ 地上高１０ｍ アルミテーパーポール　二灯用 埋込式　長円Ｙ形　１０－２３Ｙ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317011030 アルミテーパーポール 二灯用（埋込式） 長円Ｙ形 １２－２３Ｙ 地上高１２ｍ アルミテーパーポール　二灯用 埋込式　長円Ｙ形　１２－２３Ｙ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015018 アルミテーパーポール 二灯用（ベース式） 折線Ｙ形 ８－８Ｙ 地上高８ｍ アルミテーパーポール　二灯用 ベース式　折線Ｙ形　８－８Ｙ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール
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アルミテーパーポール 4317015020 アルミテーパーポール 二灯用（ベース式） 折線Ｙ形 １０－８Ｙ 地上高１０ｍ アルミテーパーポール　二灯用 ベース式　折線Ｙ形　１０－８Ｙ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015022 アルミテーパーポール 二灯用（ベース式） 折線Ｙ形 １２－８Ｙ 地上高１２ｍ アルミテーパーポール　二灯用 ベース式　折線Ｙ形　１２－８Ｙ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015024 アルミテーパーポール 二灯用（ベース式） 長円Ｙ形 ８－１８Ｙ 地上高８ｍ アルミテーパーポール　二灯用 ベース式　長円Ｙ形　８－１８Ｙ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015026 アルミテーパーポール 二灯用（ベース式） 長円Ｙ形 １０－２１Ｙ 地上高１０ｍ アルミテーパーポール　二灯用 ベース式　長円Ｙ形１０－２１Ｙ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015028 アルミテーパーポール 二灯用（ベース式） 長円Ｙ形 １０－２３Ｙ 地上高１０ｍ アルミテーパーポール　二灯用 ベース式　長円Ｙ形１０－２３Ｙ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317015030 アルミテーパーポール 二灯用（ベース式） 長円Ｙ形 １２－２３Ｙ 地上高１２ｍ アルミテーパーポール　二灯用 ベース式　長円Ｙ形１２－２３Ｙ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317016002 アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 埋込式 地上高４ｍ アルミテーパーポール　丸段付 直線形　埋込式　Ｈ４ｍ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317016004 アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 埋込式 地上高４．５ｍ アルミテーパーポール　丸段付 直線形　埋込式　Ｈ４．５ｍ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317016006 アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 埋込式 地上高５ｍ アルミテーパーポール　丸段付 直線形　埋込式　Ｈ５ｍ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317016008 アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 ベース式 地上高４ｍ アルミテーパーポール　丸段付 直線形　ベース式　Ｈ４ｍ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317016010 アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 ベース式 地上高４．５ｍ アルミテーパーポール　丸段付 直線形　ベース式　Ｈ４．５ｍ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317016012 アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 ベース式 地上高５ｍ アルミテーパーポール　丸段付 直線形　ベース式　Ｈ５ｍ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317019007 アルミテーパーポール加算額 １０本未満運搬費加算額　１本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫 アルミテーパーポール１０本未満 運搬費加算額　１本　東京・大阪 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317019009 アルミテーパーポール加算額 １０本未満運搬費加算額　２本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫 アルミテーパーポール１０本未満 運搬費加算額　２本　東京・大阪 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317019010 アルミテーパーポール加算額 １０本未満運搬費加算額　３～５本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫 アルミテーパーポール１０本未満 運搬費加算額３～５本東京・大阪 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317019015 アルミテーパーポール加算額 １０本未満運搬費加算額　６～９本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫 アルミテーパーポール１０本未満 運搬費加算額６～９本東京・大阪 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317019022
アルミテーパーポール加算額 １０本未満運搬費加算額　１本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫・北海道・沖縄
除く地区

アルミテーパーポール１０本未満 運搬費加算額　１本　沖縄除く 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317019024
アルミテーパーポール加算額 １０本未満運搬費加算額　２本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫・北海道・沖縄
除く地区

アルミテーパーポール１０本未満 運搬費加算額　２本　沖縄除く 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール
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アルミテーパーポール 4317019045
アルミテーパーポール加算額 １０本未満運搬費加算額　３～５本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫・北海道・
沖縄除く地区

アルミテーパーポール１０本未満 運搬費加算額３～５本　沖縄除く 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317019025
アルミテーパーポール加算額 １０本未満運搬費加算額　６～９本 東京・神奈川・千葉・大阪・京都・兵庫・北海道・
沖縄除く地区

アルミテーパーポール１０本未満 運搬費加算額６～９本　沖縄除く 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317019030 アルミテーパーポール加算額 納入一回当たり１０本未満運搬費加算額 北海道地区 アルミテーパーポール納入１回当 １０本未満運搬費加算額　北海道 車 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317019035 アルミテーパーポール加算額 一灯用運搬費加算額 那覇港着岸渡し アルミテーパーポール　１灯用 運搬費加算額　那覇港着岸渡し 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール 4317019040 アルミテーパーポール加算額 二灯用運搬費加算額 那覇港着岸渡し アルミテーパーポール　２灯用 運搬費加算額　那覇港着岸渡し 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール【公表価格】 4317013018 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形（クリア）　８ＬＣＣ 地上高８ｍ ＳＤＡＴ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　直線クリア　８ＬＣＣ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール【公表価格】 4317013020 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形（クリア）　１０ＬＣＣ 地上高１０ｍ ＳＤＡＴ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　直線クリア　１０ＬＣＣ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール【公表価格】 4317013022 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形（カラー）　８ＬＣＣ 地上高８ｍ ＳＤＡＴ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　直線カラー　８ＬＣＣ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール【公表価格】 4317013024 アルミテーパーポール 一灯用（埋込式） 直線形（カラー）　１０ＬＣＣ 地上高１０ｍ ＳＤＡＴ アルミテーパーポール　一灯用 埋込式　直線カラー　１０ＬＣＣ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール【公表価格】 4317018018 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形（クリア）　８ＬＣＣ 地上高８ｍ ＳＤＡＴ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　直線クリア　８ＬＣＣ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール【公表価格】 4317018020 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形（クリア）　１０ＬＣＣ 地上高１０ｍ ＳＤＡＴ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　直線クリア１０ＬＣＣ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール【公表価格】 4317018022 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形（カラー）　８ＬＣＣ 地上高８ｍ ＳＤＡＴ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　直線カラー　８ＬＣＣ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

アルミテーパーポール【公表価格】 4317018024 アルミテーパーポール 一灯用（ベース式） 直線形（カラー）　１０ＬＣＣ 地上高１０ｍ ＳＤＡＴ アルミテーパーポール　一灯用 ベース式　直線カラー１０ＬＣＣ 本 620 ○ ○ 4317 照明用ポール

インターホン―ブランド品― 4411041096 ワンタッチドアホン ＩＦ－ＤＡ 玄関子機　露出形 アイホン ワンタッチドアホン ＩＦ－ＤＡ　玄関子機　露出形 台 621 ○ ○ 4411 通話装置

インターホン―ブランド品― 4411041110 ワンタッチドアホン ＩＥ－ＮＣ 玄関子機　埋込形 アイホン ワンタッチドアホン ＩＥ－ＮＣ　玄関子機　埋込形 台 621 ○ ○ 4411 通話装置

インターホン―ブランド品― 4411041038 ワンタッチドアホン ＩＥ－１Ａ 親機　玄１室１ アイホン ワンタッチドアホン ＩＥ－１Ａ　親機　玄１室１ 台 621 ○ ○ 4411 通話装置

インターホン―ブランド品― 4411041170 ワンタッチドアホン ＩＥ－８ＭＤ 親機　玄３室６ アイホン ワンタッチドアホン ＩＥ－８ＭＤ　親機　玄３室６ 台 621 ○ ○ 4411 通話装置

インターホン―ブランド品― 4411041172 ワンタッチドアホン ＩＥ－８ＨＤ 増設親機　玄３室６ アイホン ワンタッチドアホン ＩＥ－８ＨＤ　増設親機 台 621 ○ ○ 4411 通話装置
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インターホン―ブランド品― 4411041084 セキュリティドアホン ＱＦ－ＤＫ 玄関子機 アイホン セキュリティドアホン ＱＦ－ＤＫ　玄関子機 台 621 ○ ○ 4411 通話装置

インターホン―ブランド品― 4411041128 セキュリティドアホン ＱＥ－１Ｍ－Ｔ 親機　玄１室１ アイホン セキュリティドアホン ＱＥ－１Ｍ－Ｔ　親機　玄１室１ 台 621 ○ ○ 4411 通話装置

インターホン―ブランド品― 4411041140 コミニカインターホン（複合式） ＴＤ－１Ｈ／Ｂ １局用子機 アイホン コミニカインターホン（複合式） ＴＤ－１Ｈ／Ｂ　１局用子機 台 621 ○ ○ 4411 通話装置

インターホン―ブランド品― 4411041142 コミニカインターホン（複合式） ＴＤ－３Ｈ／Ｂ ３局用親機 アイホン コミニカインターホン（複合式） ＴＤ－３Ｈ／Ｂ　３局用親機 台 621 ○ ○ 4411 通話装置

インターホン―ブランド品― 4411041144 コミニカインターホン（複合式） ＴＤ－６Ｈ／Ｂ ６局用親機 アイホン コミニカインターホン（複合式） ＴＤ－６Ｈ／Ｂ　６局用親機 台 621 ○ ○ 4411 通話装置

インターホン―ブランド品― 4411041146 コミニカインターホン（複合式） ＴＤ－１２Ｈ／Ｂ １２局用親機 アイホン コミニカインターホン（複合式） ＴＤ－１２Ｈ／Ｂ　１２局用親機 台 621 ○ ○ 4411 通話装置

インターホン―ブランド品― 4411042504 セキュリティドアホン ＥＪ５１５Ａ 警報表示付玄関子器 パナソニック セキュリティドアホン ＥＪ５１５Ａ　警報表示付 台 621 ○ ○ 4411 通話装置

拡声装置 4407021018
拡声装置 スピーカ 壁掛形スピーカ 片面 ３Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネット材質　合成樹脂 固定金具吊下げ金具は
含まず

壁掛形スピーカ　樹脂＋樹脂 片面　３Ｗ 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407021020
拡声装置 スピーカ 壁掛形スピーカ 片面、アッテネータ付き ３Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネット材質　合成樹脂 固
定金具吊下げ金具は含まず

壁掛形スピーカ　樹脂＋樹脂 片面　３Ｗ　アッテネータ付 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407021026 拡声装置 スピーカ 壁掛形スピーカ 片面 ３Ｗ フレーム材質　木製 ネット材質　布張り 固定金具吊下げ金具は含まず 壁掛形スピーカ　木製＋布張り 片面　３Ｗ 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407021028
拡声装置 スピーカ 壁掛形スピーカ 片面、アッテネータ付き ３Ｗ フレーム材質　木製 ネット材質　布張り 固定金具
吊下げ金具は含まず

壁掛形スピーカ　木製＋布張り 片面　３Ｗ　アッテネータ付 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407021030 拡声装置 スピーカ 壁掛形スピーカ 片面 ５Ｗ フレーム材質　木製 ネット材質　布張り 固定金具吊下げ金具は含まず 壁掛形スピーカ　木製＋布張り 片面　５Ｗ 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407021032
拡声装置 スピーカ 壁掛形スピーカ 片面、アッテネータ付き ５Ｗ フレーム材質　木製 ネット材質　布張り 固定金具
吊下げ金具は含まず

壁掛形スピーカ　木製＋布張り 片面　５Ｗ　アッテネータ付 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407021534
拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型 ３Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネット材質　合成樹脂 カ
バー含む

天井埋込スピーカ　樹脂＋樹脂 丸形　３Ｗ 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407021536
拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型、アッテネータ付き ３Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネッ
ト材質　合成樹脂 カバー含む

天井埋込スピーカ　樹脂＋樹脂 丸形　３Ｗ　アッテネータ付 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407021538
拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型 ６Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネット材質　合成樹脂 カ
バー含む

天井埋込スピーカ　樹脂＋樹脂 丸形　６Ｗ 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407021540
拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型、アッテネータ付き ６Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネッ
ト材質　合成樹脂 カバー含む

天井埋込スピーカ　樹脂＋樹脂 丸形　６Ｗ　アッテネータ付 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407021542
拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型 ３Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネット材質　布張り カ
バー含む

天井埋込スピーカ　樹脂＋布 丸形　３Ｗ 個 621 ○ ○ 4407 音響装置
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拡声装置 4407021544
拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型、アッテネータ付き ３Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネッ
ト材質　布張り カバー含む

天井埋込スピーカ　樹脂＋布 丸形　３Ｗ　アッテネータ付 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407021546
拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型 ６Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネット材質　布張り カ
バー含む

天井埋込スピーカ　樹脂＋布 丸形　６Ｗ 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407021548
拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型、アッテネータ付き ６Ｗ フレーム材質　合成樹脂 ネッ
ト材質　布張り カバー含む

天井埋込スピーカ　樹脂＋布 丸形　６Ｗ　アッテネータ付 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407021550 拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型 ３Ｗ フレーム材質　金属 ネット材質　金属 カバー含む 天井埋込スピーカ　金属＋金属 丸形　３Ｗ 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407021552
拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型、アッテネータ付き ３Ｗ フレーム材質　金属 ネット材
質　金属 カバー含む

天井埋込スピーカ　金属＋金属 丸形　３Ｗ　アッテネータ付 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407021554 拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型 ６Ｗ フレーム材質　金属 ネット材質　金属 カバー含む 天井埋込スピーカ　金属＋金属 丸形　６Ｗ 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407021556
拡声装置 スピーカ 天井埋込形スピーカ （１２ｃｍ用）丸型、アッテネータ付き ６Ｗ フレーム材質　金属 ネット材
質　金属 カバー含む

天井埋込スピーカ　金属＋金属 丸形　６Ｗ　アッテネータ付 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407022514
拡声装置 スピーカ ホーン形スピーカ（トランペットスピーカ） トランス付き　コンビネーションタイプ ５Ｗ 合成樹
脂又はアルミ製

ホーン形スピーカ ５Ｗ　コンビネーションタイプ 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407022516
拡声装置 スピーカ ホーン形スピーカ（トランペットスピーカ） トランス付き　コンビネーションタイプ １０Ｗ 合成
樹脂又はアルミ製

ホーン形スピーカ １０Ｗ　コンビネーションタイプ 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407022518
拡声装置 スピーカ ホーン形スピーカ（トランペットスピーカ） トランス付き　コンビネーションタイプ １５Ｗ 合成
樹脂又はアルミ製

ホーン形スピーカ １５Ｗ　コンビネーションタイプ 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407022522
拡声装置 スピーカ ホーン形スピーカ（トランペットスピーカ） トランス付き　コンビネーションタイプ ３０Ｗ 合成
樹脂又はアルミ製

ホーン形スピーカ ３０Ｗ　コンビネーションタイプ 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407051002 拡声装置 音量調節器 アッテネータ 金属製　プレート付き １Ｗ 音量調節器　アッテネータ １Ｗ　金属製　プレート付き 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407051018 拡声装置 音量調節器 アッテネータ 金属製　プレート付き ０．５～６Ｗ 音量調節器　アッテネータ ０．５～６Ｗ　金属製　プレート 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407051020 拡声装置 音量調節器 アッテネータ 金属製　プレート付き ０．５～３０Ｗ 音量調節器　アッテネータ ０．５～３０Ｗ　金属製プレート 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407051022 拡声装置 音量調節器 アッテネータ 金属製　プレート付き ０．５～６０Ｗ 音量調節器　アッテネータ ０．５～６０Ｗ　金属製プレート 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407051010 拡声装置 音量調節器 アッテネータ 合成樹脂製　プレート付き １Ｗ 音量調節器　アッテネータ １Ｗ　合成樹脂製　プレート付き 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407051024 拡声装置 音量調節器 アッテネータ 合成樹脂製　プレート付き ０．５～６Ｗ 音量調節器　アッテネータ ０．５～６Ｗ　合成樹脂プレート 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置 4407051026 拡声装置 音量調節器 アッテネータ 合成樹脂製　プレート付き ０．５～３０Ｗ 音量調節器　アッテネータ ０．５～３０Ｗ合成樹脂プレート 個 621 ○ ○ 4407 音響装置
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拡声装置 4407051028 拡声装置 音量調節器 アッテネータ 合成樹脂製　プレート付き ０．５～６０Ｗ 音量調節器　アッテネータ ０．５～６０Ｗ合成樹脂プレート 個 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置―ブランド品― 4407012058 拡声装置 増幅器（アンプ） 卓上形ＡＣアンプ ＦＡ－６０６ ６０Ｗ ２局スピーカセレクター付き ノボル電機 卓上形ＡＣアンプ ＦＡ－６０６　ノボル電機 台 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置―ブランド品― 4407012060 拡声装置 増幅器（アンプ） 卓上形ＡＣアンプ ＦＡ－６１２ １２０Ｗ ２局スピーカセレクター付き ノボル電機 卓上形ＡＣアンプ ＦＡ－６１２　ノボル電機 台 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置―ブランド品― 4407012052
拡声装置 増幅器（アンプ） 卓上形ＡＣアンプ（ＣＤプレーヤ付き） ＢＸ－３０ＤＢ ３０Ｗ 周波数特性（５０～２０
０００Ｈｚ） ユニペックス

卓上形ＡＣアンプ ＢＸ－３０ＤＢ　ユニペックス 台 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置―ブランド品― 4407012054
拡声装置 増幅器（アンプ） 卓上形ＡＣアンプ（ＣＤプレーヤ付き） ＢＸ－６０ＤＢ ６０Ｗ 周波数特性（５０～２０
０００Ｈｚ） ユニペックス

卓上形ＡＣアンプ ＢＸ－６０ＤＢ　ユニペックス 台 621 ○ ○ 4407 音響装置

拡声装置―ブランド品― 4407012056
拡声装置 増幅器（アンプ） 卓上形ＡＣアンプ（ＣＤプレーヤ付き） ＢＸ－１２０ＤＢ １２０Ｗ 周波数特性（５０～
２００００Ｈｚ） ユニペックス

卓上形ＡＣアンプ ＢＸ－１２０ＤＢ　ユニペックス 台 621 ○ ○ 4407 音響装置

モータサイレン―ブランド品― 4407032008 モータサイレン 防雪防水型 ＳＰＧ－２ モータ容量２．２ｋＷ　三相２００Ｖ　可変指向性ホーン付き 精工社製作所 モータサイレン ＳＰＧ２　２．２ｋＷ　精工社 台 621 ○ ○ 4407 音響装置

モータサイレン―ブランド品― 4407032010 モータサイレン 防雪防水型 ＳＰＧ－２ モータ容量３．７ｋＷ　三相２００Ｖ　可変指向性ホーン付き 精工社製作所 モータサイレン ＳＰＧ２　３．７ｋＷ　精工社 台 621 ○ ○ 4407 音響装置

防災行政無線用スピーカ 4407027102
防災行政無線用スピーカ レフレックスホーン φ５１０～φ５１２　３０Ｗユニット付き ＴＯＡ　ノボル電機　ユニ
ペックス

防災行政無線レフレックスホーン 径５１０　３０Ｗユニット付 台 621 ○ ○ 4407 音響装置

防災行政無線用スピーカ 4407027104
防災行政無線用スピーカ レフレックスホーン φ５１０～φ５１２　５０Ｗユニット付き ＴＯＡ　ノボル電機　ユニ
ペックス

防災行政無線レフレックスホーン 径５１０　５０Ｗユニット付 台 621 ○ ○ 4407 音響装置

防災行政無線用スピーカ 4407027106
防災行政無線用スピーカ ストレートホーン φ５１０～φ５１８　３０Ｗユニット付き ＴＯＡ　ノボル電機　ユニペッ
クス

防災行政無線　ストレートホーン 径５１０　３０Ｗユニット付 台 621 ○ ○ 4407 音響装置

防災行政無線用スピーカ 4407027108
防災行政無線用スピーカ ストレートホーン φ５１０～φ５１８　５０Ｗユニット付き ＴＯＡ　ノボル電機　ユニペッ
クス

防災行政無線　ストレートホーン 径５１０　５０Ｗユニット付 台 621 ○ ○ 4407 音響装置

メガホン―ブランド品― 4407044010 メガホン ハンド形 ＥＲ－１１０６ ６Ｗ １５４ｍｍ ０．６６ｋｇ 防滴型 ＴＯＡ ハンド型メガホン ＥＲ－１１０６　ＴＯＡ 台 622 ○ ○ 4407 音響装置

メガホン―ブランド品― 4407044012
メガホン ハンド形 ＥＲ－１１０６Ｗ（１１０６Ｓ） ６Ｗ １５４ｍｍ ０．６８ｋｇ ホイッスル（サイレン）防滴型
ＴＯＡ

ハンド型メガホン ＥＲ－１１０６Ｗ　ＴＯＡ 台 622 ○ ○ 4407 音響装置

メガホン―ブランド品― 4407044014 メガホン ハンド形 ＥＲ－１１１５ １５Ｗ ２１０ｍｍ ０．９４ｋｇ 防滴型 ＴＯＡ ハンド型メガホン ＥＲ－１１１５　ＴＯＡ 台 622 ○ ○ 4407 音響装置

メガホン―ブランド品― 4407043016 メガホン ハンド形 ＴＤ－５０１Ｇ ４．５Ｗ １０９ｍｍ ０．４ｋｇ ノボル電機 ハンド型メガホン ＴＤ－５０１Ｇ　ノボル電機 台 622 ○ ○ 4407 音響装置

メガホン―ブランド品― 4407043018 メガホン ハンド形 ＴＤ－５０３Ｒ ４．５Ｗ １０９ｍｍ ０．４ｋｇ サイレン音付き非常用 ノボル電機 ハンド型メガホン ＴＤ－５０３Ｒ　ノボル電機 台 622 ○ ○ 4407 音響装置

メガホン―ブランド品― 4407043014 メガホン ショルダー形 ＴＭ－２０５ １３Ｗ ２１０ｍｍ １．１ｋｇ ノボル電機 ショルダー形メガホン ＴＭ－２０５　ノボル電機 台 622 ○ ○ 4407 音響装置
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メガホン―ブランド品― 4407041020 メガホン ハンド形 ＴＲＭ－６６Ａ １５Ｗ ２２５ｍｍ １．６ｋｇ ユニペックス ハンド形メガホン ＴＲＭ－６６Ａ　ユニペックス 台 622 ○ ○ 4407 音響装置

メガホン―ブランド品― 4407041026 メガホン ハンド形 ＴＲ－２１５Ａ ６Ｗ １５５ｍｍ ０．６３ｋｇ 防滴設計 ユニペックス ハンド形メガホン ＴＲ－２１５Ａ　ユニペックス 台 622 ○ ○ 4407 音響装置

メガホン―ブランド品― 4407041024 メガホン ハンド形 ＴＲ－３１５ １５Ｗ ２０８ｍｍ １．１ｋｇ 防滴設計 ユニペックス ハンド形メガホン ＴＲ－３１５　ユニペックス 台 622 ○ ○ 4407 音響装置

メガホン―ブランド品― 4407041028 メガホン ショルダー形 ＴＷＢ－３００Ｎ ３０Ｗ 幅２１８ｍｍ×高３４３ｍｍ ４．０ｋｇ ホイッスル ユニペックス ショルダー形メガホン ＴＷＢ－３００Ｎ　ユニペックス 台 622 ○ ○ 4407 音響装置

電話装置―ブランド品― 4411021430 電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－ＣＭＥ 基本主装置（１６０ポート，電源部含む） 岩崎通信機 ボタン電話システムフレスペック ＮＷ－ＣＭＥ　岩崎 台 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411021432 電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－ＥＸＰＭＥ１ 増設主装置（電源部含む） 岩崎通信機 ボタン電話システムフレスペック ＮＷ－ＥＸＰＭＥ１　岩崎 台 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411021434
電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－ＥＸＰＩＦＣＭ 基本主装置　インターフェースユニット 岩崎通信
機

ボタン電話システムフレスペック ＮＷ－ＥＸＰＩＦＣＭ　岩崎 個 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411021436 電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－ＥＸＰＩＦＥ 増設主装置　インターフェースユニット 岩崎通信機 ボタン電話システムフレスペック ＮＷ－ＥＸＰＩＦＥ　岩崎 個 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411021438
電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－ＭＣＵ（Ｍ－ＳＴ） 標準メイン制御ユニット（初実装６４ポー
ト） 岩崎通信機

ボタン電話システムフレスペック ＮＷ－ＭＣＵ（Ｍ－ＳＴ）岩崎 個 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411021440 電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＦＲ　６４ポート 増設ライセンス 岩崎通信機 ボタン電話システムフレスペック ＦＲ　岩崎 個 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411021442
電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－ＷＧＵ／ＶＭＬ－＜２＞ ひかり・ＩＰ回線収容，ボイスメール機
能収容ユニット 岩崎通信機

ボタン電話システムフレスペック ＮＷ－ＷＧＵ／ＶＭＬ－２　岩崎 個 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411021444 電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－８ＣＯＴＫ アナログ局線ユニット（８局線） 岩崎通信機 ボタン電話システムフレスペック ＮＷ－８ＣＯＴＫ　岩崎 個 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411021446 電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－４ＩＣＯＴＢ ＩＮＳ局線ユニット（４回線） 岩崎通信機 ボタン電話システムフレスペック ＮＷ－４ＩＣＯＴＢ　岩崎 個 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411021448 電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－２ＤＳＵ ＩＮＳ回線増設ユニット 岩崎通信機 ボタン電話システムフレスペック ＮＷ－２ＤＳＵ　岩崎 個 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411021450 電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－８ＰＳＵＢ 多機能内線ユニット（８回線） 岩崎通信機 ボタン電話システムフレスペック ＮＷ－８ＰＳＵＢ　岩崎 個 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411021452 電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－８ＳＵＢＳ 単独内線ユニット（８回線） 岩崎通信機 ボタン電話システムフレスペック ＮＷ－８ＳＵＢＳ　岩崎 個 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411021454 電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－ＥＤＶＩＦ 外部装置　インターフェースユニット 岩崎通信機 ボタン電話システムフレスペック ＮＷ－ＥＤＶＩＦ　岩崎 個 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411021456 電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－８ＰＦＵ アナログ局線停電転送（８局線） 岩崎通信機 ボタン電話システムフレスペック ＮＷ－８ＰＦＵ　岩崎 個 622 ○ ○ 4411 通話装置
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電話装置―ブランド品― 4411021458 電話装置 ボタン電話システム フレスペック バッテリーパックＳ バッテリー（３分間） 岩崎通信機 ボタン電話システムフレスペック バッテリーパックＳ　岩崎 個 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411021460
電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＮＷ－２４ＫＴ（ＷＨＴ） 表示付きボタン電話機（２４局線） 岩崎通信
機

ボタン電話システムフレスペック ＮＷ－２４ＫＴ（ＷＨＴ）岩崎 台 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411021462 電話装置 ボタン電話システム フレスペック ＤＳ－ＤＤＰＨ デジタルドアホン 岩崎通信機 ボタン電話システムフレスペック ＤＳ－ＤＤＰＨ　岩崎 台 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411011030 電話装置 単独ボタン電話機（ＰＢＸ専用） ＩＷ－０１Ｗ オンフック・特番 岩崎通信機 単独ボタン電話機 ＩＷ－０１Ｗ　岩崎 台 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411060002
電話装置 鉄道関連用電話装置　音声呼出電話機 テレホンスピーカ ＤＰ５１－ＴＡＴ 旧ＴＡ１　ＴＡＲ　旧ＪＲＳ仕
様 旭光通信システム

テレホンスピーカ ＤＰ５１－ＴＡＴ 台 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411060004
電話装置 鉄道関連用電話装置　音声呼出電話機 テレホンスピーカ ＤＰ５１－ＡＡＴ 旧ＴＡ１－Ａ　旧ＪＲＳ仕様 旭
光通信システム

テレホンスピーカ ＤＰ５１－ＡＡＴ 台 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411060006
電話装置 鉄道関連用電話装置　音声呼出電話機 テレホンスピーカ ＤＰ１１－ＴＡＯ 旧ＴＯ１（スピーカ別）　旧Ｊ
ＲＳ仕様 旭光通信システム

テレホンスピーカ ＤＰ１１－ＴＡＯ 台 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411060008
電話装置 鉄道関連用電話装置　音声呼出電話機 テレホンスピーカ ＤＰ５１－ＳＡＴ 旧ＳＡ　旧ＪＲＳ仕様 旭光通信
システム

テレホンスピーカ ＤＰ５１－ＳＡＴ 台 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411060010
電話装置 鉄道関連用電話装置　音声呼出電話機 テレホンスピーカ ＤＰ５２－ＣＡＴ 旧ＣＡ１　旧ＪＲＳ仕様 旭光通
信システム

テレホンスピーカ ＤＰ５２－ＣＡＴ 台 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411061002 電話装置 鉄道関連用電話装置　高声電話連絡用子機 ＰＫ－３０５ 柱上用スピーカ　５Ｗ ノボル電機 連絡用高声電話機 ＰＫ３０５　柱上用スピーカ５Ｗ 台 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話装置―ブランド品― 4411061004 電話装置 鉄道関連用電話装置　高声電話連絡用子機 ＰＫ－３１０ 柱上用スピーカ　１０Ｗ ノボル電機 連絡用高声電話機 ＰＫ３１０柱上用スピーカ１０Ｗ 台 622 ○ ○ 4411 通話装置

電話交換部品 4413011208 電話交換部品 試験弾器 ２５４－ＴＳ 試験弾器 ２５４－ＴＳ 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012002 電話交換部品 端子板 ２０２Ｒ 端子板 ２０２Ｒ 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012004 電話交換部品 端子板 ２０４Ｒ 端子板 ２０４Ｒ 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012006 電話交換部品 端子板 ２０６Ｒ 端子板 ２０６Ｒ 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012008 電話交換部品 端子板 ２５２Ｒ 端子板 ２５２Ｒ 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012010 電話交換部品 端子板 ２５４Ｒ 端子板 ２５４Ｒ 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012012 電話交換部品 端子板 ２５６Ｒ 端子板 ２５６Ｒ 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品
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電話交換部品 4413012022 電話交換部品 端子板 Ｂ形　１０対　両ねじ（１０回線２号Ｃ） 端子板　Ｂ形 １０対　両ねじ　１０回線２号Ｃ 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012024 電話交換部品 端子板 Ｄ形　１０対　両ねじ 端子板　Ｄ形 １０対　両ねじ 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012026 電話交換部品 端子板 Ｅ１形　１０対　片ねじ、片クリップ 端子板　Ｅ１形 １０対　片ねじ・片クリップ 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012028 電話交換部品 端子板 Ｅ２形　１０対　両クリップ 端子板　Ｅ２形 １０対　両クリップ 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012030 電話交換部品 端子板 Ｆ形　１０対　差込形接続端子 端子板　Ｆ形 １０対　差込形接続端子 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012032 電話交換部品 端子板 Ｇ１形　２５対　圧接接続端子 端子板　Ｇ１形 ２５対　圧接接続端子 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012034 電話交換部品 端子板 Ｇ２形　２５対　圧接接続端子 端子板　Ｇ２形 ２５対　圧接接続端子 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012174 電話交換部品 端子板 Ｇ１形・Ｇ２形共通　端子マウント 端子板　Ｇ１形・Ｇ２形共通 端子マウント 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012036 電話交換部品 端子板 Ｉ形モジュール型　１０対　圧接接続端子 端子板　Ｉ形モジュール型 １０対　圧接接続端子 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012014 電話交換部品 端子板 １０Ｐ－１Ａ 端子板 １０Ｐ－１Ａ 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012016 電話交換部品 端子板 １０Ｐ－２Ａ 端子板 １０Ｐ－２Ａ 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012018 電話交換部品 端子板 ５Ｐ－２Ａ 端子板 ５Ｐ－２Ａ 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413016402 電話交換部品 モジュラーローゼット ＭＪ－２Ｓ モジュラーローゼット ＭＪ－２Ｓ 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413016404 電話交換部品 モジュラーローゼット ＭＪ－４Ｓ モジュラーローゼット ＭＪ－４Ｓ 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413015802 電話交換部品 ６号形加入者保安器 １（回線） ６号形加入者保安器 １回線 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413015804 電話交換部品 ６号形加入者保安器 ２（回線） ６号形加入者保安器 ２回線 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413015806 電話交換部品 ６号形加入者保安器 ６（回線） ６号形加入者保安器 ６回線 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413015808 電話交換部品 ６号形加入者保安器 端子箱用 ６号形加入者保安器 端子箱用 個 622 ○ ○ 4413 通信用機器交換部品
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設備時計―ブランド品― 4409014010 子時計（屋内） Ｊ－４００１ 壁掛丸型　φ３１０ シチズンＴＩＣ 子時計 Ｊ－４００１　シチズンＴＩＣ 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計―ブランド品― 4409015010 子時計（屋内） ＳＣ－３００Ｃ 壁掛丸型　φ３１０ セイコータイムクリエーション 子時計 ＳＣ－３００Ｃ　セイコー 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計―ブランド品― 4409015012 子時計（屋内） ＳＣ－３２０ 壁掛角型　口３１０ セイコータイムクリエーション 子時計 ＳＣ－３２０　セイコー 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409014034 親時計 ＫＭ－７０－１Ｐ 壁掛１Ｐ　子時計３０台 シチズンＴＩＣ 親時計 ＫＭ－７０－１ＰシチズンＴＩＣ 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409014036 親時計 ＫＭ－７０Ｒ１－３Ｐ 壁掛３Ｐ　子時計９０台 シチズンＴＩＣ 親時計 ＫＭ－７０Ｒ１－３Ｐ　シチズン 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409014038 親時計 ＫＭ－７２Ｔ－２Ｐ 壁掛２Ｐ　子時計６０台　ＵＳＢ式　プログラムタイマ付き シチズンＴＩＣ 親時計 ＫＭ－７２Ｔ－２Ｐ　シチズン 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409014040 親時計 ＫＭ－７２Ｔ－４Ｐ 壁掛４Ｐ　子時計１２０台　ＵＳＢ式　プログラムタイマ付き シチズンＴＩＣ 親時計 ＫＭ－７２Ｔ－４Ｐ　シチズン 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409014012 子時計（屋内） Ｋ－４００９ 壁掛角型　口３１０ シチズンＴＩＣ 子時計 Ｋ－４００９　シチズンＴＩＣ 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409014014 子時計（屋内） ＫＷ－６５１６ｒ 両面ブラケット　角型　２６０×３１０ シチズンＴＩＣ 子時計 ＫＷ－６５１６ｒ　シチズン 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409014016 子時計（屋外） Ｊ６０－ＢＣＡＴＫ－Ｘ 壁掛丸型　φ６００ シチズンＴＩＣ 子時計 Ｊ６０－ＢＣＡＴＫ－Ｘシチズン 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409014042 長波受信アンテナ ＷＬ－ＪＰＡ２ 基地局間　有線伝送式 シチズンＴＩＣ 設備時計　長波受信アンテナ ＷＬ－ＪＰＡ２　シチズンＴＩＣ 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409014044 基地局 ＷＬ－２００ 子時計間　無線伝送式　モニター付き シチズンＴＩＣ 設備時計　基地局 ＷＬ－２００　シチズンＴＩＣ 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409014052 無線式子時計（屋内） Ｊ－３３０３ＷＬ 無線伝送式　壁掛　丸型　φ３１０　電池式 シチズンＴＩＣ 無線式子時計 Ｊ－３３０３ＷＬシチズンＴＩＣ 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409015022 親時計 ＱＣ－５５１０ 壁掛１Ｐ　子時計３０台 セイコータイムクリエーション 親時計 ＱＣ－５５１０　セイコー 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409015024 親時計 ＱＣ－５５２０ 壁掛２Ｐ　子時計６０台 セイコータイムクリエーション 親時計 ＱＣ－５５２０　セイコー 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409015038
親時計 ＱＴ－７８１０Ｒ 壁掛１Ｐ　子時計３０台（電波修正・ＵＳＢ式・プログラムタイマ付き） セイコータイムク
リエーション

親時計 ＱＴ－７８１０Ｒ　セイコー 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409015040
親時計 ＱＴ－７８２０Ｒ 壁掛２Ｐ　子時計６０台（電波修正・ＵＳＢ式・プログラムタイマ付き） セイコータイムク
リエーション

親時計 ＱＴ－７８２０Ｒ　セイコー 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409015014 子時計（屋内） ＳＣ－３６０ 両面吊下型　丸型　φ３１２ セイコータイムクリエーション 子時計 ＳＣ－３６０　セイコー 台 623 ○ ○ 4409 設備時計
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設備時計【公表価格】 4409015020 デジタル時計（屋内） ＳＬＣ－１２０Ｗ 壁掛　文字高１２０ｍｍ　ＬＥＤ式 セイコータイムクリエーション デジタル時計 ＳＬＣ－１２０Ｗ　セイコー 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409015030 長波受信器 ＳＬＲ－２０１ 中継器間　無線伝送式　太陽電池付き セイコータイムクリエーション 設備時計　長波受信器 ＳＬＲ－２０１　セイコー 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409015032 中継器 ＳＷ－３０２ 子時計間　無線伝送式 セイコータイムクリエーション 設備時計　中継器 ＳＷ－３０２　セイコー 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409015034
無線式子時計（屋内） ＳＣ－３５２ＴＳ 無線伝送式　壁掛　丸型　φ３３０　ソーラー式 セイコータイムクリエー
ション

無線式子時計 ＳＣ－３５２ＴＳ　セイコー 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409013012 親時計 ＴＡ９４１０Ｎ 壁掛１Ｐ　子時計３０台　ＳＤカード式　プログラムタイマ付き パナソニック 親時計 ＴＡ９４１０Ｎ　パナソニック 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409013014 親時計 ＴＡ９４２０Ｎ 壁掛２Ｐ　子時計６０台　ＳＤカード式　プログラムタイマ付き パナソニック 親時計 ＴＡ９４２０Ｎ　パナソニック 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409013016 親時計 ＴＡ９４３０Ｎ 壁掛３Ｐ　子時計９０台　ＳＤカード式　プログラムタイマ付き パナソニック 親時計 ＴＡ９４３０Ｎ　パナソニック 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409013018 親時計 ＴＡ９４４０Ｎ 壁掛４Ｐ　子時計１２０台　ＳＤカード式　プログラムタイマ付き パナソニック 親時計 ＴＡ９４４０Ｎ　パナソニック 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409013007 子時計（屋内） ＴＣＡＦ１１０２ 壁掛丸型　φ２６０ パナソニック 子時計 ＴＣＡＦ１１０２　パナソニック 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409013024 子時計（屋内） ＴＣＡＤ２１０３ 壁掛角型　口３１０ パナソニック 子時計 ＴＣＡＤ２１０３　パナソニック 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409013028 子時計（屋内外） ＴＣＦ１１１０ 壁掛丸型　φ１０００　防雨型 パナソニック 子時計 ＴＣＦ１１１０　パナソニック 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409013032 デジタル時計（屋内） ＴＣ５５０４Ｋ 壁掛　文字高１２０ｍｍ　透過式 パナソニック デジタル時計 ＴＣ５５０４Ｋ　パナソニック 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

設備時計【公表価格】 4409013030 太陽電池時計 ＴＣ７２４０ 両面丸型　φ７００　ポール取付用 パナソニック 太陽電池時計 ＴＣ７２４０　パナソニック 台 623 ○ ○ 4409 設備時計

システムラック―ブランド品― 4416010005
システムラック Ｒ形アルミラック ＤＡＲＣ７０－５７１７ＥＮ Ｗ５７０×Ｈ１，７５０×Ｄ７００ｍｍ　３５Ｕ
（Ａ） 日東工業

Ｒ形アルミラック　３５Ｕ　Ａ ＤＡＲＣ７０－５７１７ＥＮ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416010010
システムラック Ｒ形アルミラック ＤＡＲＣ７０－５７２０ＥＮ Ｗ５７０×Ｈ２，０００×Ｄ７００ｍｍ　４１Ｕ
（Ａ） 日東工業

Ｒ形アルミラック　４１Ｕ　Ａ ＤＡＲＣ７０－５７２０ＥＮ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416010015
システムラック Ｒ形アルミラック ＤＡＲＣ８０－５７１７ＥＮ Ｗ５７０×Ｈ１，７５０×Ｄ８００ｍｍ　３５Ｕ
（Ｂ） 日東工業

Ｒ形アルミラック　３５Ｕ　Ｂ ＤＡＲＣ８０－５７１７ＥＮ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416010020
システムラック Ｒ形アルミラック ＤＡＲＣ８０－５７２０ＥＮ Ｗ５７０×Ｈ２，０００×Ｄ８００ｍｍ　４１Ｕ
（Ｂ） 日東工業

Ｒ形アルミラック　４１Ｕ　Ｂ ＤＡＲＣ８０－５７２０ＥＮ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416010025
システムラック Ｒ形アルミラック ＤＡＲＣ８０－７１７ＥＮ Ｗ７００×Ｈ１，７５０×Ｄ８００ｍｍ　３５Ｕ（Ａ）
日東工業

Ｒ形アルミラック　３５Ｕ　Ａ ＤＡＲＣ８０－７１７ＥＮ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）
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システムラック―ブランド品― 4416010030
システムラック Ｒ形アルミラック ＤＡＲＣ８０－７２０ＥＮ Ｗ７００×Ｈ２，０００×Ｄ８００ｍｍ　４１Ｕ（Ａ）
日東工業

Ｒ形アルミラック　４１Ｕ　Ａ ＤＡＲＣ８０－７２０ＥＮ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416010035
システムラック Ｒ形アルミラック ＤＡＲＣ９０－７１７ＥＮ Ｗ７００×Ｈ１，７５０×Ｄ９００ｍｍ　３５Ｕ（Ｂ）
日東工業

Ｒ形アルミラック　３５Ｕ　Ｂ ＤＡＲＣ９０－７１７ＥＮ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416010040
システムラック Ｒ形アルミラック ＤＡＲＣ９０－７２０ＥＮ Ｗ７００×Ｈ２，０００×Ｄ９００ｍｍ　４１Ｕ（Ｂ）
日東工業

Ｒ形アルミラック　４１Ｕ　Ｂ ＤＡＲＣ９０－７２０ＥＮ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020022
システムラック スチールラック ＦＳ８０－６１８ＥＮ Ｗ６００×Ｈ１，８００×Ｄ８００ｍｍ　３７Ｕ（Ａ） 日東
工業

スチールラック　３７Ｕ　Ａ ＦＳ８０－６１８ＥＮ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020024
システムラック スチールラック ＦＳ８０－６２０ＥＮ Ｗ６００×Ｈ２，０００×Ｄ８００ｍｍ　４２Ｕ（Ａ） 日東
工業

スチールラック　４２Ｕ　Ａ ＦＳ８０－６２０ＥＮ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020026
システムラック スチールラック ＦＳ９０－６１８ＥＮ Ｗ６００×Ｈ１，８００×Ｄ９００ｍｍ　３７Ｕ（Ｂ） 日東
工業

スチールラック　３７Ｕ　Ｂ ＦＳ９０－６１８ＥＮ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020028
システムラック スチールラック ＦＳ９０－６２０ＥＮ Ｗ６００×Ｈ２，０００×Ｄ９００ｍｍ　４２Ｕ（Ｂ） 日東
工業

スチールラック　４２Ｕ　Ｂ ＦＳ９０－６２０ＥＮ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020032
システムラック スチールラック ＦＳ８０－７１８ＥＮ Ｗ７００×Ｈ１，８００×Ｄ８００ｍｍ　３７Ｕ（Ａ） 日東
工業

スチールラック　３７Ｕ　Ａ ＦＳ８０－７１８ＥＮ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020034
システムラック スチールラック ＦＳ８０－７２０ＥＮ Ｗ７００×Ｈ２，０００×Ｄ８００ｍｍ　４２Ｕ（Ａ） 日東
工業

スチールラック　４２Ｕ　Ａ ＦＳ８０－７２０ＥＮ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020036
システムラック スチールラック ＦＳ９０－７１８ＥＮ Ｗ７００×Ｈ１，８００×Ｄ９００ｍｍ　３７Ｕ（Ｂ） 日東
工業

スチールラック　３７Ｕ　Ｂ ＦＳ９０－７１８ＥＮ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020038
システムラック スチールラック ＦＳ９０－７２０ＥＮ Ｗ７００×Ｈ２，０００×Ｄ９００ｍｍ　４２Ｕ（Ｂ） 日東
工業

スチールラック　４２Ｕ　Ｂ ＦＳ９０－７２０ＥＮ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416030015 システムラック スリット付き台板セット（Ｌ型レール付き） ＲＤ１５２－５０ＳＮ （Ａ）用 日東工業 スリット付き台板セット ＲＤ１５２－５０ＳＮ　Ａ用 個 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416030020 システムラック スリット付き台板セット（Ｌ型レール付き） ＲＤ１５２－６０ＳＮ （Ｂ）用 日東工業 スリット付き台板セット ＲＤ１５２－６０ＳＮ　Ｂ用 個 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416040015 システムラック Ｌ型レール ＲＤ６５－４７ＰＷ （Ａ）用 日東工業 Ｌ型レール ＲＤ６５－４７ＰＷ　Ａ用 組 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416040020 システムラック Ｌ型レール ＲＤ６５－５７ＰＷ （Ｂ）用 日東工業 Ｌ型レール ＲＤ６５－５７ＰＷ　Ｂ用 組 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416050005 システムラック コンセントバー ＲＤ８１－１６Ｎ ２ＰＥ付き１２５Ｖ１５Ａ抜止１６ケ口 日東工業 コンセントバー ＲＤ８１－１６Ｎ　１５Ａ　抜止 個 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416101030
システムラック ＨＵＢ収納キャビネット ＦＶＨ６０－３０６Ｅ フロアータイプ　Ｗ３００×Ｈ６００×Ｄ６００ｍｍ
５Ｕ 日東工業

ＨＵＢ収納キャビネット　５Ｕ ＦＶＨ６０－３０６Ｅ　フロアー 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416101020
システムラック ＨＵＢ収納キャビネット ＴＨＤ２５－５６５ 壁掛けタイプ　Ｗ５００×Ｈ６５０×Ｄ２５０ｍｍ　４
Ｕ 日東工業

ＨＵＢ収納キャビネット　４Ｕ ＴＨＤ２５－５６５　壁掛け 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）
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システムラック―ブランド品― 4416020145
システムラック スチールラック ＩＴＮ　１４－６００７Ｗ Ｗ７００×Ｈ７５０×Ｄ６００ｍｍ　１４Ｕ 河村電器産
業

スチールラック　１４Ｕ ＩＴＮ　１４－６００７Ｗ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020150
システムラック スチールラック ＩＴＮ　１９－７０１０Ｗ Ｗ７００×Ｈ１，０００×Ｄ７００ｍｍ　１９Ｕ 河村電
器産業

スチールラック　１９Ｕ ＩＴＮ　１９－７０１０Ｗ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020155
システムラック スチールラック ＩＴＮ　２５－７０１２Ｗ Ｗ７００×Ｈ１，２５０×Ｄ７００ｍｍ　２５Ｕ 河村電
器産業

スチールラック　２５Ｕ ＩＴＮ　２５－７０１２Ｗ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020160
システムラック スチールラック ＩＴＮ　３１－７０１５Ｗ Ｗ７００×Ｈ１，５００×Ｄ７００ｍｍ　３１Ｕ 河村電
器産業

スチールラック　３１Ｕ ＩＴＮ　３１－７０１５Ｗ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020165
システムラック スチールラック ＩＴＮ　４６－９０２２Ｗ Ｗ７００×Ｈ２，２００×Ｄ９００ｍｍ　４６Ｕ 河村電
器産業

スチールラック　４６Ｕ ＩＴＮ　４６－９０２２Ｗ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020170
システムラック スチールラック ＩＴＮ　３６－９０１７Ｗ Ｗ７００×Ｈ１，７５０×Ｄ９００ｍｍ　３６Ｕ 河村電
器産業

スチールラック　３６Ｕ ＩＴＮ　３６－９０１７Ｗ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020175
システムラック スチールラック ＩＴＮ　４２－７０２０Ｗ Ｗ７００×Ｈ２，０００×Ｄ７００ｍｍ　４２Ｕ 河村電
器産業

スチールラック　４２Ｕ ＩＴＮ　４２－７０２０Ｗ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020180
システムラック スチールラック ＩＴＮ　４２－９０２０Ｗ Ｗ７００×Ｈ２，０００×Ｄ９００ｍｍ　４２Ｕ 河村電
器産業

スチールラック　４２Ｕ ＩＴＮ　４２－９０２０Ｗ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020185
システムラック スチールラック ＩＴＮ　４２－１０２０Ｗ Ｗ７００×Ｈ２，０００×Ｄ１，０００ｍｍ　４２Ｕ 河
村電器産業

スチールラック　４２Ｕ ＩＴＮ　４２－１０２０Ｗ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416020190
システムラック スチールラック ＩＴＮ　４２－８０２０Ｌ Ｗ８００×Ｈ２，０００×Ｄ８００ｍｍ　４２Ｕ 河村電
器産業

スチールラック　４２Ｕ ＩＴＮ　４２－８０２０Ｌ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416030035 システムラック スリット付台板 ＲＰ１５－４０ＬＳＢ Ｄ７００ラック用 河村電器産業 スリット付台板 ＲＰ１５－４０ＬＳＢ 個 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416030040 システムラック スリット付台板 ＲＰ１５－５８ＬＳＢ Ｄ９００，Ｄ１０００，Ｄ１１００ラック用 河村電器産業 スリット付台板 ＲＰ１５－５８ＬＳＢ 個 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416080002 システムラック ケーブルホルダー ＲＰ８７－ＶＳ１ １Ｕ 河村電器産業 ケーブルホルダー ＲＰ８７－ＶＳ１　１Ｕ 個 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416090004 システムラック チャンネルベース ＲＰＩＴ７７－９０１０Ｗ Ｗ７００×Ｈ１００×Ｄ８５４ｍｍ 河村電器産業 チャンネルベース ＲＰＩＴ７７－９０１０Ｗ 個 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416100010 システムラック ＨＵＢボックス ＨＢＡ３－５０２０Ｎ Ｗ５００×Ｈ６５０×Ｄ２００ｍｍ　３Ｕ 河村電器産業 ＨＵＢボックス ＨＢＡ３－５０２０Ｎ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

システムラック―ブランド品― 4416100020 システムラック ＨＵＢボックス ＫＨＢＥ３－６５２１ Ｗ６５０×Ｈ６５０×Ｄ２１０ｍｍ　３Ｕ 河村電器産業 ＨＵＢボックス ＫＨＢＥ３－６５２１ 台 623 ○ ○ 4416 システムラック（通信機器用）

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415011036 ＦＭアンテナ ＶＳ－ＦＭＷ 専用帯域用　５（素子）　ＦＭ専用　アルミ製 ＦＭアンテナ ＶＳ－ＦＭＷ　ＢＬ認定品 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415011038 ＦＭアンテナ ＶＳ－ＦＭＷＳ 専用帯域用　５（素子）　ＦＭ専用　ステンレス製 ＦＭアンテナ ＶＳ－ＦＭＷＳ　ＢＬ認定品 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置
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テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415011506 ＵＨＦアンテナ ＵＬＮ－２０ 低域用　２０（素子以上）　１３～３４ｃｈ　アルミ製 ＵＨＦアンテナ ＵＬＮ－２０　ＢＬ認定品 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415011508 ＵＨＦアンテナ ＵＬＮ－２０Ｓ 低域用　２０（素子以上）　１３～３４ｃｈ　ステンレス製 ＵＨＦアンテナ ＵＬＮ－２０Ｓ　ＢＬ認定品 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415011530 ＵＨＦアンテナ ＵＷＮ－２０ 全帯域用　２０（素子以上）　１３～５２ｃｈ　アルミ製 ＵＨＦアンテナ ＵＷＮ－２０　ＢＬ認定品 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415011532 ＵＨＦアンテナ ＵＷＮ－２０Ｓ 全帯域用　２０（素子以上）　１３～５２ｃｈ　ステンレス製 ＵＨＦアンテナ ＵＷＮ－２０Ｓ　ＢＬ認定品 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415017002 ＢＳ・１１０度ＣＳ受信用アンテナ ＣＳＢＳＡ－７５ ７５ｃｍ型　パラボラ型コンバータ付き ＢＳ１１０度ＣＳ受信用アンテナ ＣＳＢＳＡ－７５　ＢＬ認定品 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415017022 ＢＳ・１１０度ＣＳ受信用アンテナ ＳＨＡ－７５ ７５ｃｍ型　パラボラ型コンバータ付き　右左旋共用 ＢＳ１１０度ＣＳ受信用アンテナ ＳＨＡ－７５　ＢＬ認定品 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415017024
ＢＳ・１１０度ＣＳ受信用アンテナ ＳＨＡ－９０（１００） ９０（１００）ｃｍ型　パラボラ型コンバータ付き　右
左旋共用

ＢＳ１１０度ＣＳ受信用アンテナ ＳＨＡ－９０（１００）ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415100012 ブースタ ＣＡＴＶ－１Ｅ ＣＡＴＶ　７７０ＭＨｚ　分配用 ブースタ（テレビ用） ＣＡＴＶ－１Ｅ　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415100036 ブースタ ＣＳ・ＢＳ・ＵＦ－２Ｗ ＣＳ・ＢＳ－ＩＦ・ＵＨＦ・ＦＭ ブースタ（テレビ用） ＣＳ・ＢＳ・ＵＦ－２Ｗ　ＢＬ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415100038 ブースタ ＳＨ・ＵＦ－１ ＣＳ・ＢＳ－ＩＦ・ＵＨＦ・ＦＭ ブースタ（テレビ用） ＳＨ・ＵＦ－１　ＢＬ認定品 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415100040 ブースタ ＳＨ－１ ＣＳ・ＢＳ－ＩＦ ブースタ（テレビ用） ＳＨ－１　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415100042 ブースタ ＣＡＴＶ・ＳＨ－１ ＣＡＴＶ・ＣＳ・ＢＳ－ＩＦ ブースタ（テレビ用） ＣＡＴＶ・ＳＨ－１　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415100044 ブースタ ＳＨ－Ｐ１ ＣＡＴＶ・ＣＳ・ＢＳ－ＩＦ ブースタ（テレビ用） ＳＨ－Ｐ１　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415020002 混合器（分波器） Ｍ－ＵＶ－７Ｅ Ｕ／Ｖ型　屋内用 混合器（分波器）（テレビ用） Ｍ－ＵＶ－７Ｅ　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415020016 混合器（分波器） ＣＳ－ＭＷＥ ＣＳ・ＢＳ／ＵＶ型　屋内用 混合器（分波器）（テレビ用） ＣＳ－ＭＷＥ　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415020020 混合器（分波器） ＳＨ－Ｍ ＣＳ・ＢＳ／ＵＶ型　屋内用 混合器（分波器）（テレビ用） ＳＨ－Ｍ　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415020004 混合器（分波器） ＭＣ－ＵＶ－７Ｅ Ｕ／Ｖ型　屋外用 混合器（分波器）（テレビ用） ＭＣ－ＵＶ－７Ｅ　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415020018 混合器（分波器） ＣＳ－ＭＣＷＥ ＣＳ・ＢＳ／ＵＶ型　屋外用 混合器（分波器）（テレビ用） ＣＳ－ＭＣＷＥ　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置
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テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415020022 混合器（分波器） ＳＨ－ＭＣ ＣＳ・ＢＳ／ＵＶ型　屋外用 混合器（分波器）（テレビ用） ＳＨ－ＭＣ　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415020014 混合器（分波器） ＣＳ－ＶＨＭＣＥ ＣＳ・Ｖ／Ｈ型　屋外用 混合器（分波器）（テレビ用） ＣＳ－ＶＨＭＣＥ　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415040016 分配器（３，２２４ＭＨｚ用） ＳＨ－Ｄ２ ２分配 分配器（テレビ用） ＳＨ－Ｄ２　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415040018 分配器（３，２２４ＭＨｚ用） ＳＨ－Ｄ４ ４分配 分配器（テレビ用） ＳＨ－Ｄ４　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415040020 分配器（３，２２４ＭＨｚ用） ＳＨ－Ｄ６ ６分配 分配器（テレビ用） ＳＨ－Ｄ６　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415040022 分配器（３，２２４ＭＨｚ用） ＳＨ－Ｄ８ ８分配 分配器（テレビ用） ＳＨ－Ｄ８　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415050012 分岐器（３，２２４ＭＨｚ用） ＳＨ－Ｃ１ １分岐 分岐器（テレビ用） ＳＨ－Ｃ１　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415050014 分岐器（３，２２４ＭＨｚ用） ＳＨ－Ｃ２ ２分岐 分岐器（テレビ用） ＳＨ－Ｃ２　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415050016 分岐器（３，２２４ＭＨｚ用） ＳＨ－Ｃ４ ４分岐 分岐器（テレビ用） ＳＨ－Ｃ４　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415120026 テレビ端子（３，２２４ＭＨｚ用） ＳＨ－７Ｆ １端子 テレビ端子 ＳＨ－７Ｆ　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415120028 テレビ端子（３，２２４ＭＨｚ用） ＳＨ－７７Ｆ ２端子 テレビ端子 ＳＨ－７７Ｆ　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415120030 テレビ端子（３，２２４ＭＨｚ用　上り信号カット機能付き） ＳＨ－７ＦＳ（１） １端子　１個口用 テレビ端子 ＳＨ－７ＦＳ（１）ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415120032 テレビ端子（３，２２４ＭＨｚ用　上り信号カット機能付き） ＳＨ－７ＦＳ（３） １端子　３個口用 テレビ端子 ＳＨ－７ＦＳ（３）ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（ＢＬ認定品） 4415120034 テレビ端子（３，２２４ＭＨｚ用　上り信号カット機能付き） ＳＨ－７７ＦＳ ２端子　３個口用 テレビ端子 ＳＨ－７７ＦＳ　ＢＬ認定 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415011544 ＵＨＦアンテナ ＫＵ２７Ｓ ｃｈ１３～５２　２７素子　高利得型　ステンレス製 日本アンテナ ＵＨＦアンテナ ＫＵ２７Ｓ　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415017020 ＢＳ・１１０°ＣＳアンテナ ６０ＳＲＬ（４Ｋ・８Ｋ対応） 右左旋円偏波　６０ｃｍ 日本アンテナ ＢＳ・１１０度ＣＳアンテナ ６０ＳＲＬ　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415021408 混合器 ＭＸＣ－ＳＷＥ（４Ｋ・８Ｋ対応） １０～７７０／９５０～３，２２４ＭＨｚ　屋外用 日本アンテナ 混合器 ＭＸＣ－ＳＷＥ　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415021410 混合器 ＭＸ－ＳＷＥ（４Ｋ・８Ｋ対応） １０～７７０／９５０～３，２２４ＭＨｚ　屋内用 日本アンテナ 混合器 ＭＸ－ＳＷＥ　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置
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テレビ共聴装置―ブランド品― 4415051422
分岐器 Ｂ１０１Ｅ（４Ｋ・８Ｋ対応） １分岐　１０～３，２２４ＭＨｚ　入力－出力端子間電通　屋内用 日本アンテ
ナ

分岐器　Ｂ１０１Ｅ １分岐　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415051424
分岐器 Ｂ１０２Ｅ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２分岐　１０～３，２２４ＭＨｚ　入力－出力１端子間電通　屋内用 日本アン
テナ

分岐器　Ｂ１０２Ｅ ２分岐　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415051426
分岐器 Ｂ１０４Ｅ（４Ｋ・８Ｋ対応） ４分岐　１０～３，２２４ＭＨｚ　入力－出力１端子間電通　屋内用 日本アン
テナ

分岐器　Ｂ１０４Ｅ ４分岐　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415041432 分配器 Ｄ２Ｅ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２分配　１０～３，２２４ＭＨｚ　入力－出力１端子間電通　屋内用 日本アンテナ 分配器　Ｄ２Ｅ ２分配　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415041434 分配器 Ｄ４Ｅ（４Ｋ・８Ｋ対応） ４分配　１０～３，２２４ＭＨｚ　入力－出力１端子間電通　屋内用 日本アンテナ 分配器　Ｄ４Ｅ ４分配　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415041436 分配器 Ｄ６Ｅ（４Ｋ・８Ｋ対応） ６分配　１０～３，２２４ＭＨｚ　入力－出力１端子間電通　屋内用 日本アンテナ 分配器　Ｄ６Ｅ ６分配　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415061414
直列ユニット ＷＵＥ７７－７ＢＥ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子接栓型　１０～３，２２４ＭＨｚ　中間用　入力－出力
端子間電通 日本アンテナ

直列ユニット ＷＵＥ７７－７ＢＥ日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415061416
直列ユニット ＷＵＥ７７－７ＲＢＥ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子接栓型　１０～３，２２４ＭＨｚ　端末用 日本アンテ
ナ

直列ユニット ＷＵＥ７７－７ＲＢＥ　日本 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415121404
テレビ端子 ＷＳＵＥ７７ＢＥ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子接栓型　１０～３，２２４ＭＨｚ　端末用　上りカットフィ
ルタスイッチ付 日本アンテナ

テレビ端子　ＷＳＵＥ７７ＢＥ ２端子接栓型　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415121406 テレビ端子 ＷＵＥ７７ＢＥ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子接栓型　１０～３，２２４ＭＨｚ　端末用 日本アンテナ テレビ端子　ＷＵＥ７７ＢＥ ２端子接栓型　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415011040 ホイップアンテナ ＷＨ－０２５Ａ（Ｆ） ＡＭ用　ステンレス 日本アンテナ ホイップアンテナ ＷＨ－０２５Ａ　日本アンテナ 基 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415011042 保安器 ＮＨ－Ｋ１（Ｆナシ） 共同受信用 日本アンテナ 保安器 ＮＨ－Ｋ１　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415121814 Ｆ型接栓 Ｆ－５ ５Ｃ用 日本アンテナ Ｆ型接栓 Ｆ－５　５Ｃ用　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415121816 Ｆ型接栓 Ｆ－７ ７Ｃ用 日本アンテナ Ｆ型接栓 Ｆ－７　７Ｃ用　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415011044 中継接栓 Ｆ－Ｆ Ｆ型 日本アンテナ 中継接栓 Ｆ－Ｆ　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415011046 終端抵抗（ダミー抵抗電流阻止型） ＤＦ－７５Ｃ Ｆ型 日本アンテナ 終端抵抗　ダミー抵抗電流阻止型 ＤＦ－７５Ｃ　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415011048 終端抵抗（ダミー抵抗電流阻止型） ＤＴＦ－７５Ｂ ＦＴ型 日本アンテナ 終端抵抗　ダミー抵抗電流阻止型 ＤＴＦ－７５Ｂ　日本アンテナ 個 624 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415011524 ＵＨＦアンテナ ＬＳ２７ＧＮ ｃｈ１３～５２　２７素子　高性能型 マスプロ電工 ＵＨＦアンテナ ＬＳ２７ＧＮ　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置
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テレビ共聴装置―ブランド品― 4415017016 ＢＳ・１１０°ＣＳアンテナ ＢＣ７５ＲＬ（４Ｋ・８Ｋ対応） ＢＳ・ＣＳ　右左旋円偏波　７５ｃｍ マスプロ電工 ＢＳ１１０度ＣＳアンテナ ＢＣ７５ＲＬ　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415017018
ＢＳ・１１０°ＣＳアンテナ ＢＣ１００ＲＬ（４Ｋ・８Ｋ対応） ＢＳ・ＣＳ　右左旋円偏波　１００ｃｍ マスプロ電
工

ＢＳ１１０度ＣＳアンテナ ＢＣ１００ＲＬ　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415101864 ＵＨＦブースタ ＦＵＡ４５ ＦＭ・ＵＨＦ用 マスプロ電工 ＵＨＦブースタ ＦＵＡ４５　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415101859
ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースタ ＦＵＢＣＡＷ４３Ｓ（４Ｋ・８Ｋ対応） ＦＭ・ＵＨＦ・ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ用 マスプロ電
工

ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースタ ＦＵＢＣＡＷ４３Ｓ　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415101861
ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースタ ＦＵＢＣＡＷ４６Ｓ（４Ｋ・８Ｋ対応） ＦＭ・ＵＨＦ・ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ用 マスプロ電
工

ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースタ ＦＵＢＣＡＷ４６Ｓ　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415101870 ＣＡＴＶブースタ １０Ａ３５Ｓ ＣＡＴＶ用 マスプロ電工 ＣＡＴＶブースタ １０Ａ３５Ｓ　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415101872 ＣＡＴＶブースタ １０Ａ４０Ｓ ＣＡＴＶ用 マスプロ電工 ＣＡＴＶブースタ １０Ａ４０Ｓ　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415101863 ＣＡＴＶ・ＢＳ・ＣＳブースタ １０ＢＣＡＷ４０Ｓ（４Ｋ・８Ｋ対応） ＣＡＴＶ・ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ用 マスプロ電工 ＣＡＴＶ・ＢＳ・ＣＳブースタ １０ＢＣＡＷ４０Ｓ　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415051828 分岐器 １ＤＣ１０ＦＷ（４Ｋ・８Ｋ対応） １分岐　１０～３，２２４ＭＨｚ　電通　屋内用 マスプロ電工 分岐器 １ＤＣ１０ＦＷ　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415051830 分岐器 ２ＤＣ１０ＦＷ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２分岐　１０～３，２２４ＭＨｚ　電通　屋内用 マスプロ電工 分岐器 ２ＤＣ１０ＦＷ　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415051832 分岐器 ４ＤＣ１０ＦＷ（４Ｋ・８Ｋ対応） ４分岐　１０～３，２２４ＭＨｚ　電通　屋内用 マスプロ電工 分岐器 ４ＤＣ１０ＦＷ　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415041828 分配器 ２ＳＰＦＷ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２分配　１０～３，２２４ＭＨｚ　１端子電通　屋内用 マスプロ電工 分配器 ２ＳＰＦＷ　２分配　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415041830 分配器 ４ＳＰＦＷ（４Ｋ・８Ｋ対応） ４分配　１０～３，２２４ＭＨｚ　１端子電通　屋内用 マスプロ電工 分配器 ４ＳＰＦＷ　４分配　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415041832 分配器 ６ＳＰＦＷ（４Ｋ・８Ｋ対応） ６分配　１０～３，２２４ＭＨｚ　１端子電通　屋内用 マスプロ電工 分配器 ６ＳＰＦＷ　６分配　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415061820
直列ユニット ２ＤＷＫ１５－Ｂ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子型　１０～３，２２４ＭＨｚ　中継用　大角３個用 マスプ
ロ電工

直列ユニット ２ＤＷＫ１５－Ｂ２端子マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415061822
直列ユニット ２ＤＷＫＲ－Ｂ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子型　１０～３，２２４ＭＨｚ　端末用　大角３個用 マスプロ
電工

直列ユニット ２ＤＷＫＲ－Ｂ　２端子マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415061828
直列ユニット ＤＷＫ１０－Ｂ（４Ｋ・８Ｋ対応） １端子型　１０～３，２２４ＭＨｚ　中継用　大角１個用 マスプロ
電工

直列ユニット ＤＷＫ１０－Ｂ　１端子マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415061830
直列ユニット ＤＷＫ８Ｒ－Ｂ（４Ｋ・８Ｋ対応） １端子型　１０～３，２２４ＭＨｚ　端末用　大角１個用 マスプロ
電工

直列ユニット ＤＷＫ８Ｒ－Ｂ　１端子マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置
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テレビ共聴装置―ブランド品― 4415121810
テレビ端子 ２ＤＷＫＴ－Ｂ（４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子型　１０～３，２２４ＭＨｚ　端末用　大角３個用 マスプロ電
工

テレビ端子 ２ＤＷＫＴ－Ｂ　２端子マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415121812 テレビ端子 ＤＷＫＴ－Ｂ（４Ｋ・８Ｋ対応） １端子型　１０～３，２２４ＭＨｚ　端末用　大角１個用 マスプロ電工 テレビ端子 ＤＷＫＴ－Ｂ　１端子　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415011050 コネクタ Ｃ１５Ｗ５Ｆ（４Ｋ・８Ｋ対応） 防水Ｆ型 マスプロ電工 コネクタ Ｃ１５Ｗ５Ｆ　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415011052 コネクタ Ｃ１５Ｗ７Ｆ（４Ｋ・８Ｋ対応） 防水Ｆ型 マスプロ電工 コネクタ Ｃ１５Ｗ７Ｆ　マスプロ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415017012 ＢＳ・１１０°　ＣＳアンテナ ＢＣ６０４Ｓ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） 右左旋円偏波　６０ｃｍ ＤＸアンテナ ＢＳ１１０度ＣＳアンテナ ＢＣ６０４Ｓ　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415011546 ＵＨＦアンテナ ＵＡ２０Ｋ１ ｃｈ１３～５２　２０素子 ＤＸアンテナ ＵＨＦアンテナ ＵＡ２０Ｋ１　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415021216
混合分波器 ＭＢＵＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ　１０～７７０／１，０３２～３，２２４ＭＨｚ
電通　屋内用 ＤＸアンテナ

混合分波器 ＭＢＵＭＳ　ＤＸアンテ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415103031 ブースタ Ｃ５０ＨＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ＣＡＴＶ・ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ用（ＣＡＴＶ帯パス） ＤＸアンテナ ブースタ Ｃ５０ＨＳ　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415103032 ブースタ ＣＵＦ４５ＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ・ＵＨＦ・ＦＭ増幅器 ＤＸアンテナ ブースタ ＣＵＦ４５ＭＳ　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415103036 ブースタ ＣＵＦ４０ＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ・ＵＨＦ・ＦＭ増幅器 ＤＸアンテナ ブースタ ＣＵＦ４０ＭＳ　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415103040 ブースタ ＣＷ４０ＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ＣＡＴＶ・ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ用　双方向 ＤＸアンテナ ブースタ ＣＷ４０ＭＳ　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415051248 分岐器 １ＣＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） １分岐　１０～３，２２４ＭＨｚ　電通　屋内用 ＤＸアンテナ 分岐器 １ＣＭＳ　１分岐　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415051250 分岐器 ２ＣＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ２分岐　１０～３，２２４ＭＨｚ　電通　屋内用 ＤＸアンテナ 分岐器 ２ＣＭＳ　２分岐　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415051252 分岐器 ４ＣＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ４分岐　１０～３，２２４ＭＨｚ　電通　屋内用 ＤＸアンテナ 分岐器 ４ＣＭＳ　４分岐　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415041274 分配器 ２ＤＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ２分配　１０～３，２２４ＭＨｚ　１端子電通　屋内用 ＤＸアンテナ 分配器 ２ＤＭＳ　２分配　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415041276 分配器 ３ＤＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ３分配　１０～３，２２４ＭＨｚ　１端子電通　屋内用 ＤＸアンテナ 分配器 ３ＤＭＳ　３分配　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415041278 分配器 ４ＤＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ４分配　１０～３，２２４ＭＨｚ　１端子電通　屋内用 ＤＸアンテナ 分配器 ４ＤＭＳ　４分配　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415041280 分配器 ５ＤＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ５分配　１０～３，２２４ＭＨｚ　１端子電通　屋内用 ＤＸアンテナ 分配器 ５ＤＭＳ　５分配　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置
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テレビ共聴装置―ブランド品― 4415041282 分配器 ６ＤＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ６分配　１０～３，２２４ＭＨｚ　１端子電通　屋内用 ＤＸアンテナ 分配器 ６ＤＭＳ　６分配　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415041284 分配器 ８ＤＭＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ８分配　１０～３，２２４ＭＨｚ　１端子電通　屋内用 ＤＸアンテナ 分配器 ８ＤＭＳ　８分配　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415061254
直列ユニット ＷＵ７７ＣＰ２Ｓ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子接栓型　１０～３，２２４ＭＨｚ　中間用　電通 Ｄ
Ｘアンテナ

直列ユニット ＷＵ７７ＣＰ２Ｓ　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415061256
直列ユニット ＷＵ７７Ｒ２Ｓ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子接栓型　１０～３，２２４ＭＨｚ　端末用 ＤＸアンテ
ナ

直列ユニット ＷＵ７７Ｒ２Ｓ　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415061252 テレビ端子 ＷＵ７７２Ｓ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ２端子接栓型　１０～３，２２４ＭＨｚ ＤＸアンテナ テレビ端子 ＷＵ７７２Ｓ　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415011060 ＡＭアンテナ Ａ１００ＫＭ ＦＭ・ＴＶ混合器付き ＤＸアンテナ ＡＭアンテナ Ａ１００ＫＭ　ＤＸアンテナ 基 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415011064 ダミー抵抗 ＤＲ７５Ｓ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） 電流カット形 ＤＸアンテナ ダミー抵抗 ＤＲ７５Ｓ　ＤＸアンテナ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415053216 分岐器 ＣＳＣＥ１０４（４Ｋ・８Ｋ対応） ４分岐　１０～３，２２４ＭＨｚ　１端子電通　屋内用 ホーチキ 分岐器 ＣＳＣＥ１０４　４分岐ホーチキ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置―ブランド品― 4415043216 分配器 ＣＳＤＥ４（４Ｋ・８Ｋ対応） ４分配　１０～３，２２４ＭＨｚ　１端子電通　屋内用 ホーチキ 分配器 ＣＳＤＥ４　４分配　ホーチキ 個 625 ○ ○ 4415 テレビ共聴装置

火災報知設備 4501010002 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ５回線　壁掛型 受信機　火災報知用 Ｐ型１級　５回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010004 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 １０回線　壁掛型 受信機　火災報知用 Ｐ型１級　１０回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010006 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 １５回線　壁掛型 受信機　火災報知用 Ｐ型１級　１５回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010008 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ２０回線　壁掛型 受信機　火災報知用 Ｐ型１級　２０回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010010 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ２５回線　壁掛型 受信機　火災報知用 Ｐ型１級　２５回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010012 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ３０回線　壁掛型 受信機　火災報知用 Ｐ型１級　３０回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010014 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ４０回線　壁掛型 受信機　火災報知用 Ｐ型１級　４０回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010016 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ４０回線　自立型 受信機　火災報知用 Ｐ型１級　４０回線　自立型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010018 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ５０回線　自立型 受信機　火災報知用 Ｐ型１級　５０回線　自立型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置
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火災報知設備 4501010020 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ６０回線　自立型 受信機　火災報知用 Ｐ型１級　６０回線　自立型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010022 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ７０回線　自立型 受信機　火災報知用 Ｐ型１級　７０回線　自立型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010024 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ８０回線　自立型 受信機　火災報知用 Ｐ型１級　８０回線　自立型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010026 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 ９０回線　自立型 受信機　火災報知用 Ｐ型１級　９０回線　自立型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010028 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 １００回線　自立型 受信機　火災報知用 Ｐ型１級　１００回線　自立型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010030 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 １１０回線　自立型 受信機　火災報知用 Ｐ型１級　１１０回線　自立型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010032 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級 １２０回線　自立型 受信機　火災報知用 Ｐ型１級　１２０回線　自立型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010038 火災報知設備 受信機 Ｐ型２級 １回線　壁掛型 受信機　火災報知用 Ｐ型２級　１回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010034 火災報知設備 受信機 Ｐ型２級 ３回線　壁掛型 受信機　火災報知用 Ｐ型２級　３回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501010036 火災報知設備 受信機 Ｐ型２級 ５回線　壁掛型 受信機　火災報知用 Ｐ型２級　５回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501020002 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ５回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型１級　５回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501020004 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 １０回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型１級　１０回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501020006 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 １５回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型１級　１５回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501020008 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ２０回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型１級　２０回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501020010 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ２５回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型１級　２５回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501020012 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ３０回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型１級　３０回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501020014 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ４０回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型１級　４０回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501020016 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ５０回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型１級　５０回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置
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火災報知設備 4501020018 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ６０回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型１級　６０回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501020020 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ７０回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型１級　７０回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501020022 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ８０回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型１級　８０回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501020024 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 ９０回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型１級　９０回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501020026 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 １００回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型１級　１００回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501020028 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 １１０回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型１級　１１０回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501020030 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型１級 １２０回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型１級　１２０回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501020032 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型２級 ３回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型２級　３回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501020034 火災報知設備 副受信機（表示機） Ｐ型２級 ５回線　壁掛型 副受信機　火災報知用 Ｐ型２級　５回線　壁掛型 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501030002 火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報５＋防排煙３　壁掛型 複合型受信機火災報知用　壁掛型 Ｐ型１級　火報５＋防排煙３ 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501030004 火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報５＋防排煙５　壁掛型 複合型受信機火災報知用　壁掛型 Ｐ型１級　火報５＋防排煙５ 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501030006 火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報１０＋防排煙５　壁掛型 複合型受信機火災報知用　壁掛型 Ｐ型１級　火報１０＋防排煙５ 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501030008 火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報１０＋防排煙１０　壁掛型 複合型受信機火災報知用　壁掛型 Ｐ型１級　火報１０＋防排煙１０ 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501030010 火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報１５＋防排煙１０　壁掛型 複合型受信機火災報知用　壁掛型 Ｐ型１級　火報１５＋防排煙１０ 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501030012 火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報１５＋防排煙１５　壁掛型 複合型受信機火災報知用　壁掛型 Ｐ型１級　火報１５＋防排煙１５ 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501030014 火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報２０＋防排煙１５　壁掛型 複合型受信機火災報知用　壁掛型 Ｐ型１級　火報２０＋防排煙１５ 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501030016 火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報２０＋防排煙２０　壁掛型 複合型受信機火災報知用　壁掛型 Ｐ型１級　火報２０＋防排煙２０ 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501030018 火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報２０＋防排煙２０　自立型 複合型受信機火災報知用　自立型 Ｐ型１級　火報２０＋防排煙２０ 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置
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火災報知設備 4501030020 火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報３０＋防排煙２０　自立型 複合型受信機火災報知用　自立型 Ｐ型１級　火報３０＋防排煙２０ 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501030022 火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報３０＋防排煙３０　自立型 複合型受信機火災報知用　自立型 Ｐ型１級　火報３０＋防排煙３０ 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501030024 火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報４０＋防排煙３０　自立型 複合型受信機火災報知用　自立型 Ｐ型１級　火報４０＋防排煙３０ 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501030026 火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報４０＋防排煙４０　自立型 複合型受信機火災報知用　自立型 Ｐ型１級　火報４０＋防排煙４０ 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501030028 火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報５０＋防排煙４０　自立型 複合型受信機火災報知用　自立型 Ｐ型１級　火報５０＋防排煙４０ 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501030030 火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型１級 火報５０＋防排煙５０　自立型 複合型受信機火災報知用　自立型 Ｐ型１級　火報５０＋防排煙５０ 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501030036 火災報知設備 複合型受信機 Ｐ型２級 火報５＋防排煙３　壁掛型 複合型受信機火災報知用　壁掛型 Ｐ型２級　火報５＋防排煙３ 台 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501051002 火災報知設備 熱感知器 差動式スポット型 １，２種　露出型 熱感知器　差動式　スポット型 １　２種　露出型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501051004 火災報知設備 熱感知器 差動式スポット型 １，２種　埋込型 熱感知器　差動式　スポット型 １　２種　埋込型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501051006 火災報知設備 熱感知器 定温式スポット型 特種　防水型　確認灯付き 熱感知器　定温式　スポット型 特種　防水　確認灯付き 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501051008 火災報知設備 熱感知器 定温式スポット型 特種　非防水型　確認灯付き 熱感知器　定温式　スポット型 特種　非防水　確認灯付き 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501051010 火災報知設備 熱感知器 定温式スポット型 １種　防水型　確認灯付き 熱感知器　定温式　スポット型 １種　防水　確認灯付き 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501051012 火災報知設備 熱感知器 定温式スポット型 １種　非防水型　確認灯付き 熱感知器　定温式　スポット型 １種　非防水　確認灯付き 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501051014 火災報知設備 熱感知器 定温式スポット型 １種　耐酸型　確認灯付き 熱感知器　定温式　スポット型 １種　耐酸型　確認灯付き 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501051016 火災報知設備 熱感知器 定温式スポット型 １種　耐圧防爆型　確認灯なし 熱感知器　定温式　スポット型 １種　耐圧防爆型　確認灯なし 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501052002 火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 １，２種　１個用　露出型 熱感知器　差動式　分布型 １個用　１　２種　露出型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501052004 火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 １，２種　２個用　露出型 熱感知器　差動式　分布型 ２個用　１　２種　露出型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501052006 火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 １，２種　３個用　露出型 熱感知器　差動式　分布型 ３個用　１　２種　露出型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置
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火災報知設備 4501052008 火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 １，２種　４個用　露出型 熱感知器　差動式　分布型 ４個用　１　２種　露出型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501052010 火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 １，２種　１個用　埋込型 熱感知器　差動式　分布型 １個用　１　２種　埋込型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501052012 火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 １，２種　２個用　埋込型 熱感知器　差動式　分布型 ２個用　１　２種　埋込型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501052014 火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 １，２種　３個用　埋込型 熱感知器　差動式　分布型 ３個用　１　２種　埋込型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501052016 火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 １，２種　４個用　埋込型 熱感知器　差動式　分布型 ４個用　１　２種　埋込型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501052018 火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 ３種　１個用　露出型 熱感知器　差動式　分布型 １個用　３種　露出型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501052020 火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 ３種　２個用　露出型 熱感知器　差動式　分布型 ２個用　３種　露出型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501052022 火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 ３種　３個用　露出型 熱感知器　差動式　分布型 ３個用　３種　露出型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501052024 火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 ３種　４個用　露出型 熱感知器　差動式　分布型 ４個用　３種　露出型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501052026 火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 ３種　１個用　埋込型 熱感知器　差動式　分布型 １個用　３種　埋込型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501052028 火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 ３種　２個用　埋込型 熱感知器　差動式　分布型 ２個用　３種　埋込型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501052030 火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 ３種　３個用　埋込型 熱感知器　差動式　分布型 ３個用　３種　埋込型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501052032 火災報知設備 熱感知器 差動式分布型 ３種　４個用　埋込型 熱感知器　差動式　分布型 ４個用　３種　埋込型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501060002 火災報知設備 空気管 銅パイプ 裸 空気管　火災報知用 銅パイプ　裸 ｍ 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501060004 火災報知設備 空気管 銅パイプ 白色塗装 空気管　火災報知用 銅パイプ　白色塗装 ｍ 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501060006 火災報知設備 空気管 銅パイプ ビニル被覆 空気管　火災報知用 銅パイプ　ビニル被覆 ｍ 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501060008 火災報知設備 空気管 銅パイプ ビニル被覆（メッセンジャーワイヤ付き） 空気管　火災報知用　銅パイプ ビニル被覆メッセンジャーワイヤ ｍ 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501042022 火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 １種　非蓄積型　露出型 煙感知器　光電式　スポット型 １種非蓄積型　露出型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置
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火災報知設備 4501042024 火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 １種　非蓄積型　埋込型 煙感知器　光電式　スポット型 １種非蓄積型　埋込型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501042006 火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 ２種　非蓄積型　露出型 煙感知器　光電式　スポット型 ２種非蓄積型　露出型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501042008 火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 ２種　非蓄積型　埋込型 煙感知器　光電式　スポット型 ２種非蓄積型　埋込型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501042010 火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 ２種　蓄積型　露出型 煙感知器　光電式　スポット型 ２種蓄積型　露出型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501042012 火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 ２種　蓄積型　埋込型 煙感知器　光電式　スポット型 ２種蓄積型　埋込型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501042014 火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 ３種　非蓄積型　露出型 煙感知器　光電式　スポット型 ３種非蓄積型　露出型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501042016 火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 ３種　非蓄積型　埋込型 煙感知器　光電式　スポット型 ３種非蓄積型　埋込型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501042018 火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 ３種　蓄積型　露出型 煙感知器　光電式　スポット型 ３種蓄積型　露出型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501042020 火災報知設備 煙感知器 光電式スポット型 ３種　蓄積型　埋込型 煙感知器　光電式　スポット型 ３種蓄積型　埋込型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501042026 火災報知設備 煙感知器 光電式分離型感知器 １種 煙感知器 光電式分離型感知器　１種 組 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501042028 火災報知設備 煙感知器 光電式分離型感知器 ２種 煙感知器 光電式分離型感知器　２種 組 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501110002 火災報知設備 発信機 Ｐ型１級 屋内　露出型 発信機　火災報知用 Ｐ型１級　屋内　露出型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501110004 火災報知設備 発信機 Ｐ型１級 屋内　埋込型 発信機　火災報知用 Ｐ型１級　屋内　埋込型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501110010 火災報知設備 発信機 Ｐ型１級 屋外　露出型 発信機　火災報知用 Ｐ型１級　屋外　露出型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501110012 火災報知設備 発信機 Ｐ型１級 屋外　埋込型 発信機　火災報知用 Ｐ型１級　屋外　埋込型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501110006 火災報知設備 発信機 Ｐ型２級 屋内　露出型 発信機　火災報知用 Ｐ型２級　屋内　露出型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501110008 火災報知設備 発信機 Ｐ型２級 屋内　埋込型 発信機　火災報知用 Ｐ型２級　屋内　埋込型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501090002 火災報知設備 音響装置 ベル（電鈴） φ１５０　非防水　露出型 音響装置　火災報知用　ベル電鈴 径１５０　非防水　露出型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置
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火災報知設備 4501090004 火災報知設備 音響装置 ベル（電鈴） φ１５０　非防水　埋込型 音響装置　火災報知用　ベル電鈴 径１５０　非防水　埋込型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501090008 火災報知設備 音響装置 ベル（電鈴） φ１５０　防水　埋込配管用 音響装置　火災報知用　ベル電鈴 径１５０　防水　埋込配管用 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501090006 火災報知設備 音響装置 ブザー 音響装置　火災報知用 ブザー 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501140002 火災報知設備 表示灯 普通型 丸型 表示灯　火災報知用 普通型　丸型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501140004 火災報知設備 表示灯 防水型 丸型 表示灯　火災報知用 防水型　丸型 個 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501080004 火災報知設備 総合盤 Ｐ型１級発信機 表示灯　電鈴　露出型 総合盤　火災報知用 Ｐ型１級　露出型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501080010 火災報知設備 総合盤 Ｐ型１級発信機 表示灯　電鈴　感知器×１（付）　露出型 総合盤　火災報知用 Ｐ型１級　感知器×１付　露出型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501080012 火災報知設備 総合盤 Ｐ型１級発信機 表示灯　電鈴　感知器×２（付）　露出型 総合盤　火災報知用 Ｐ型１級　感知器×２付　露出型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501080002 火災報知設備 総合盤 Ｐ型１級発信機 表示灯　電鈴　埋込型 総合盤　火災報知用 Ｐ型１級　埋込型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501080014 火災報知設備 総合盤 Ｐ型１級発信機 表示灯　電鈴　感知器×１（付）　埋込型 総合盤　火災報知用 Ｐ型１級　感知器×１付　埋込型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501080016 火災報知設備 総合盤 Ｐ型１級発信機 表示灯　電鈴　感知器×２（付）　埋込型 総合盤　火災報知用 Ｐ型１級　感知器×２付　埋込型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501080008 火災報知設備 総合盤 Ｐ型２級発信機 表示灯　電鈴　露出型 総合盤　火災報知用 Ｐ型２級　露出型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501080018 火災報知設備 総合盤 Ｐ型２級発信機 表示灯　電鈴　感知器×１（付）　露出型 総合盤　火災報知用 Ｐ型２級　感知器×１付　露出型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501080020 火災報知設備 総合盤 Ｐ型２級発信機 表示灯　電鈴　感知器×２（付）　露出型 総合盤　火災報知用 Ｐ型２級　感知器×２付　露出型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501080006 火災報知設備 総合盤 Ｐ型２級発信機 表示灯　電鈴　埋込型 総合盤　火災報知用 Ｐ型２級　埋込型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501080022 火災報知設備 総合盤 Ｐ型２級発信機 表示灯　電鈴　感知器×１（付）　埋込型 総合盤　火災報知用 Ｐ型２級　感知器×１付　埋込型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501080024 火災報知設備 総合盤 Ｐ型２級発信機 表示灯　電鈴　感知器×２（付）　埋込型 総合盤　火災報知用 Ｐ型２級　感知器×２付　埋込型 式 626 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501130002 火災報知設備 標識板 標識板 「火災報知器」・「火災受信所」 標識板　火災報知用 火災報知器・火災受信所 枚 627 ○ ○ 4501 火災報知装置
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火災報知設備 4501161002 火災報知設備 試験器 回路試験器 １００Ｖ，１．５Ａ　露出型 回路試験器　火災報知用 １００Ｖ　１．５Ａ　露出型 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501161004 火災報知設備 試験器 回路試験器 １００Ｖ，１．５Ａ　埋込型 回路試験器　火災報知用 １００Ｖ　１．５Ａ　埋込型 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501162002 火災報知設備 試験器 差動スポット試験器 １個用 差動スポット試験器　火災報知用 １個用 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501162004 火災報知設備 試験器 差動スポット試験器 ２個用 差動スポット試験器　火災報知用 ２個用 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501162006 火災報知設備 試験器 差動スポット試験器 ３個用 差動スポット試験器　火災報知用 ３個用 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501180002 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ３回線　壁掛型 連動操作盤　火災報知用 ３回線　壁掛型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501180004 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ５回線　壁掛型 連動操作盤　火災報知用 ５回線　壁掛型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501180006 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 １０回線　壁掛型 連動操作盤　火災報知用 １０回線　壁掛型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501180008 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 １５回線　壁掛型 連動操作盤　火災報知用 １５回線　壁掛型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501180010 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ２０回線　壁掛型 連動操作盤　火災報知用 ２０回線　壁掛型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501180012 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ２５回線　壁掛型 連動操作盤　火災報知用 ２５回線　壁掛型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501180014 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ３０回線　壁掛型 連動操作盤　火災報知用 ３０回線　壁掛型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501180016 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ３５回線　壁掛型 連動操作盤　火災報知用 ３５回線　壁掛型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501180018 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ４０回線　壁掛型 連動操作盤　火災報知用 ４０回線　壁掛型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501180020 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ４０回線　自立型 連動操作盤　火災報知用 ４０回線　自立型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501180022 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ５０回線　自立型 連動操作盤　火災報知用 ５０回線　自立型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501180024 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ６０回線　自立型 連動操作盤　火災報知用 ６０回線　自立型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501180026 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ７０回線　自立型 連動操作盤　火災報知用 ７０回線　自立型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置
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火災報知設備 4501180028 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ８０回線　自立型 連動操作盤　火災報知用 ８０回線　自立型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501180030 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 ９０回線　自立型 連動操作盤　火災報知用 ９０回線　自立型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501180032 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動操作盤 １００回線　自立型 連動操作盤　火災報知用 １００回線　自立型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501190002 火災報知設備 連動操作盤，連動制御器 連動制御器 １回線　壁掛型 連動制御器　火災報知用 １回線　壁掛型 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501150002 火災報知設備 自動閉鎖装置 防火戸用 ラッチ式　埋込型 自動閉鎖装置　火災報知用 防火戸用　ラッチ式　埋込型 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501150006 火災報知設備 自動閉鎖装置 防火戸用 アーム式　露出型 自動閉鎖装置　火災報知用 防火戸用　アーム式　露出型 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501150008 火災報知設備 自動閉鎖装置 防火戸用 アーム式　埋込型 自動閉鎖装置　火災報知用 防火戸用　アーム式　埋込型 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501201002 火災報知設備 非常警報設備 起動装置 露出型 非常警報設備　火災報知用 起動装置　露出型 式 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501201004 火災報知設備 非常警報設備 起動装置 埋込型 非常警報設備　火災報知用 起動装置　埋込型 式 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501202002 火災報知設備 非常警報設備 複合装置 露出型 非常警報設備　火災報知用 複合装置　露出型 式 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501202004 火災報知設備 非常警報設備 複合装置 埋込型 非常警報設備　火災報知用 複合装置　埋込型 式 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501203002 火災報知設備 非常警報設備 一体型 露出型 非常警報設備　火災報知用 一体型　露出型 式 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501203004 火災報知設備 非常警報設備 一体型 埋込型 非常警報設備　火災報知用 一体型　埋込型 式 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501211002 火災報知設備 ガス漏れ検知器 都市ガス用 ＤＣ　２４Ｖ ガス漏れ検知器　都市ガス用 ＤＣ２４Ｖ 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501211004 火災報知設備 ガス漏れ検知器 都市ガス用 ＡＣ　１００Ｖ ガス漏れ検知器　都市ガス用 ＡＣ１００Ｖ 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501212002 火災報知設備 ガス漏れ検知器 ＬＰガス用 ＤＣ　２４Ｖ ガス漏れ検知器　ＬＰガス用 ＤＣ２４Ｖ 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501212004 火災報知設備 ガス漏れ検知器 ＬＰガス用 ＡＣ　１００Ｖ ガス漏れ検知器　ＬＰガス用 ＡＣ１００Ｖ 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501220002 火災報知設備 中継器 都市，ＬＰガス用 ３個用　露出型 中継器　都市・ＬＰガス用 ３個用　露出型 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置
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火災報知設備 4501220004 火災報知設備 中継器 都市，ＬＰガス用 ３個用　埋込型 中継器　都市・ＬＰガス用 ３個用　埋込型 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501220006 火災報知設備 中継器 都市，ＬＰガス用 ５個用　露出型 中継器　都市・ＬＰガス用 ５個用　露出型 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501220008 火災報知設備 中継器 都市，ＬＰガス用 ５個用　埋込型 中継器　都市・ＬＰガス用 ５個用　埋込型 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501230016 火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用 ５回線　予備電源有　壁掛型 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用　５回線　予備電源有 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501230018 火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用 １０回線　予備電源有　壁掛型 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用１０回線　予備電源有 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501230020 火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用 １５回線　予備電源有　壁掛型 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用１５回線　予備電源有 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501230022 火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用 ２０回線　予備電源有　壁掛型 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用２０回線　予備電源有 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501230024 火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用 ２５回線　予備電源有　壁掛型 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用２５回線　予備電源有 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501230026 火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用 ３０回線　予備電源有　壁掛型 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 都市ガス用３０回線　予備電源有 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501230028 火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用 ３回線　予備電源無　壁掛型 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用　３回線　予備電源無 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501230030 火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用 ５回線　予備電源無　壁掛型 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用　５回線　予備電源無 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501230032 火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用 １０回線　予備電源無　壁掛型 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用１０回線　予備電源無 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501230034 火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用 １５回線　予備電源無　壁掛型 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用１５回線　予備電源無 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501230036 火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用 ２０回線　予備電源無　壁掛型 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用２０回線　予備電源無 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501230038 火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用 ２５回線　予備電源無　壁掛型 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用２５回線　予備電源無 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501230040 火災報知設備 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用 ３０回線　予備電源無　壁掛型 Ｇ型ガス漏れ火災受信機 ＬＰガス用３０回線　予備電源無 台 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

火災報知設備 4501240002 火災報知設備 ガス漏れ表示灯 ガス漏れ表示灯 ガス漏れ表示灯 個 627 ○ ○ 4501 火災報知装置

防犯機器―ブランド品― 4503010262 コントローラ Ｃ－６０３－２ ３回線用 竹中エンジニアリング 防犯機器　コントローラ Ｃ－６０３－２　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置
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防犯機器―ブランド品― 4503010264 コントローラ Ｃ－６０６－２ ６回線用 竹中エンジニアリング 防犯機器　コントローラ Ｃ－６０６－２　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010238 シャッターセンサー ＰＲ－Ｓ３ 近赤外線反射式 竹中エンジニアリング 防犯機器　シャッターセンサー ＰＲ－Ｓ３　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010210 赤外線センサー ＰＲ－５Ｂ 屋内５ｍ　反射型 竹中エンジニアリング 防犯機器　赤外線センサー ＰＲ－５Ｂ　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010240 赤外線センサー ＰＢ－２０ＴＥ 屋外２０ｍ　屋内４０ｍ用 竹中エンジニアリング 防犯機器　赤外線センサー ＰＢ－２０ＴＥ　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010266 赤外線センサー ＰＢ－４０ＴＥ 屋外４０ｍ　屋内８０ｍ用 竹中エンジニアリング 防犯機器　赤外線センサー ＰＢ－４０ＴＥ　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010268 赤外線センサー ＰＢ－ＩＮ－５０ＨＦ 屋外５０ｍ 竹中エンジニアリング 防犯機器　赤外線センサー ＰＢ－ＩＮ－５０ＨＦ　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010246 パッシブセンサー ＰＡ－６７０５ スポット警戒用 竹中エンジニアリング 防犯機器　パッシブセンサー ＰＡ－６７０５　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010248 パッシブセンサー ＰＡ－６７１２ 立体警戒用 竹中エンジニアリング 防犯機器　パッシブセンサー ＰＡ－６７１２　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010290 パッシブセンサー ＰＡ－５３１２Ａ 立体警戒用　ファジィ処理 竹中エンジニアリング 防犯機器　パッシブセンサー ＰＡ－５３１２Ａ　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010224 マグネットスイッチ ＭＧ－１０３Ｓ ループチェック用テスター孔付き 竹中エンジニアリング 防犯機器　マグネットスイッチ ＭＧ－１０３Ｓ　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010226 ガラス破壊センサー ＧＳ－０２ ガラス破壊検知用 竹中エンジニアリング 防犯機器　ガラス破壊センサー ＧＳ－０２　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010292 人感・音感ライト ＬＣ－１０１ＷＡ ライト１（灯付き） 竹中エンジニアリング 防犯機器　人感・音感ライト ＬＣ－１０１ＷＡ　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010294 人感・音感ライト ＬＣ－１０２ＷＡ ライト２ 竹中エンジニアリング 防犯機器　人感・音感ライト ＬＣ－１０２ＷＡ　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010272 人感スイッチ ＭＳ－１００ 可変マルチエリアＤＣ１２Ｖ用 竹中エンジニアリング 防犯機器　人感スイッチ ＭＳ－１００　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010274 人感スイッチ ＭＳ－１００Ａ 可変マルチエリアＡＣ１００Ｖ用 竹中エンジニアリング 防犯機器　人感スイッチ ＭＳ－１００Ａ　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010300
小電力型ワイヤレスシステム ＲＸＦ－３００Ａ 受信機　在室・外出警戒切替式　電池切れ出力付き 竹中エンジニアリ
ング

防犯機器　小電力型 ＲＸＦ－３００Ａ　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010302
小電力型ワイヤレスシステム ＲＸＦ－２００Ｂ 受信機　在室・外出警戒切替式　電池切れ出力付き 竹中エンジニアリ
ング

防犯機器　小電力型 ＲＸＦ－２００Ｂ　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010280 小電力型ワイヤレスシステム ＴＸ－１０３ 送信機　パッシブセンサ型　壁掛用 竹中エンジニアリング 防犯機器　小電力型 ＴＸ－１０３　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置
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防犯機器―ブランド品― 4503010282 小電力型ワイヤレスシステム ＴＸ－１０４Ｐ 送信機　ペンダント型 竹中エンジニアリング 防犯機器　小電力型 ＴＸ－１０４Ｐ　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010284 小電力型ワイヤレスシステム ＴＸ－１０８ 送信機　ソーラー式赤外線センサー型 竹中エンジニアリング 防犯機器　小電力型 ＴＸ－１０８　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010296 小電力型ワイヤレスシステム ＴＸＦ－１１０ 送信機　ペンダント・防水型 竹中エンジニアリング 防犯機器　小電力型 ＴＸＦ－１１０　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010298 小電力型ワイヤレスシステム ＴＸＦ－１１１ 送信機　腕時計型 竹中エンジニアリング 防犯機器　小電力型 ＴＸＦ－１１１　竹中 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010666 防犯受信機Ｓ型 ＥＫ１３１０１ １０回線 パナソニック 防犯機器　防犯受信機Ｓ型 ＥＫ１３１０１　パナソニック 台 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010634 赤外線式検知器 ＥＫ３１３０Ｋ 屋内３０ｍ パナソニック 防犯機器　赤外線式検知器 ＥＫ３１３０Ｋ　パナソニック セット 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010636 赤外線式検知器 ＥＫ３１５３ 屋外ダブルビーム１００ｍ パナソニック 防犯機器　赤外線式検知器 ＥＫ３１５３　パナソニック セット 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010676 熱線式検知器 ＥＫ３４２３１ 天井付ロング型 パナソニック 防犯機器　熱線式検知器 ＥＫ３４２３１　パナソニック 個 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010678 熱線式検知器 ＥＫ３４４４１ 天井付ワイド型 パナソニック 防犯機器　熱線式検知器 ＥＫ３４４４１　パナソニック 個 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010680 熱線式検知器 ＥＫ３４５３１ 天井付ラウンド型 パナソニック 防犯機器　熱線式検知器 ＥＫ３４５３１　パナソニック 個 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010654 防犯スイッチ ＥＫ３２１Ｈ ＯＦＦ型　薄型４５ｍｍ パナソニック 防犯機器　防犯スイッチ ＥＫ３２１Ｈ　パナソニック 個 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010656 防犯スイッチ ＥＫ３９１ＨＫ ＯＦＦ型　角型１２ｍｍ　ストッパー付き パナソニック 防犯機器　防犯スイッチ ＥＫ３９１ＨＫ　パナソニック 個 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010670 防犯スイッチ ＥＫ３９３Ｈ ＯＦＦ型　薄型１２ｍｍ パナソニック 防犯機器　防犯スイッチ ＥＫ３９３Ｈ　パナソニック 個 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010623 防犯スイッチ ＥＫ３６９ 防水型　ＯＦＦ型 パナソニック 防犯機器　防犯スイッチ ＥＫ３６９　パナソニック 個 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010624 防犯スイッチ ＥＫ４９ 埋込　ＯＦＦ型 パナソニック 防犯機器　防犯スイッチ ＥＫ４９　パナソニック 個 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010626 防犯スイッチ ＥＫ４７２ 丸型浅埋込　ＯＦＦ型 パナソニック 防犯機器　防犯スイッチ ＥＫ４７２　パナソニック 個 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010658 防犯キースイッチ ＥＫ２０２Ｋ 屋側用 パナソニック 防犯機器　防犯キースイッチ ＥＫ２０２Ｋ　パナソニック 個 627 ○ ○ 4503 防犯装置

防犯機器―ブランド品― 4503010682 防犯切替スイッチ ＥＫ２０５ 室内用 パナソニック 防犯機器　防犯切替スイッチ ＥＫ２０５　パナソニック 個 627 ○ ○ 4503 防犯装置
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コンクリートポール 4601030002 コンクリートポール 一般用 長６ｍ 末口１２ｃｍ ひび割れ試験荷重１．２ｋＮ １９５ｋｇ／本 一般用コンクリートポール ６×末口１２　１．２ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030004
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長９ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ５０ｋＮ・ｍ １，０
９０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール ９×末口３５　Ｎ５０ＫＮ・ｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030006
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１０ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ５０ｋＮ・ｍ １，
２１０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １０×末口３５Ｎ５０ＫＮ・ｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030008
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１１ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ５０ｋＮ・ｍ １，
３３０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １１×末口３５Ｎ５０ＫＮ・ｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030010
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１２ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ５０ｋＮ・ｍ １，
４５０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １２×末口３５Ｎ５０ＫＮ・ｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030012
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１０ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ６５ｋＮ・ｍ １，
２２０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １０×末口３５Ｎ６５ＫＮ・ｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030014
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１１ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ６５ｋＮ・ｍ １，
３４０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １１×末口３５Ｎ６５ＫＮ・ｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030016
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１２ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ６５ｋＮ・ｍ １，
４８０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １２×末口３５Ｎ６５ＫＮ・ｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030018
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１１ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ７５ｋＮ・ｍ １，
３５０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １１×末口３５Ｎ７５ＫＮ・ｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030020
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１２ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ７５ｋＮ・ｍ １，
４８０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １２×末口３５Ｎ７５ＫＮ・ｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030022
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１３ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ７５ｋＮ・ｍ １，
６００ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １３×末口３５Ｎ７５ＫＮ・ｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030024
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１４ｍ 末口３５ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ７５ｋＮ・ｍ １，
７２０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １４×末口３５Ｎ７５ＫＮ・ｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030026
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１１ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ１１０ＢｋＮ・ｍ
１，８４０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １１×末口４０Ｎ１１０ＢＫＮｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030028
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１２ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ１１０ＢｋＮ・ｍ
２，０００ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １２×末口４０Ｎ１１０ＢＫＮｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030030
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１３ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ１１０ＢｋＮ・ｍ
２，１７０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １３×末口４０Ｎ１１０ＢＫＮｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030032
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１４ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ１１０ＢｋＮ・ｍ
２，３４０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １４×末口４０Ｎ１１０ＢＫＮｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030034
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１２ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ１５０ＢｋＮ・ｍ
２，３００ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １２×末口４０Ｎ１５０ＢＫＮｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030036
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１３ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ１５０ＢｋＮ・ｍ
２，５００ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １３×末口４０Ｎ１５０ＢＫＮｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱
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コンクリートポール 4601030038
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１４ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ１５０ＢｋＮ・ｍ
２，６９０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １４×末口４０Ｎ１５０ＢＫＮｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030040
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１５ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ１５０ＢｋＮ・ｍ
２，８８０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １５×末口４０Ｎ１５０ＢＫＮｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030054
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１３ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ２００ＢｋＮ・ｍ
２，８３０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １３×末口４０Ｎ２００ＢＫＮｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030056
コンクリートポール 電車線路用（ＪＲ用） 長１４ｍ 末口４０ｃｍ ひび割れ試験曲げモーメントＮ２００ＢｋＮ・ｍ
３，０５０ｋｇ／本

ＪＲコンクリートポール １４×末口４０Ｎ２００ＢＫＮｍ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030062
コンクリートポール トークバック用 丸形３．３ｍ 末口１２ｃｍ ひび割れ試験荷重１．０ｋＮ 根かせ付き ９０ｋｇ
／本

トークバック用コンクリトポール 丸形　３．３×末口１２　１ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030064
コンクリートポール 入換信号機用 Ｓ１．６ｍ 末口１１．４ｃｍ ひび割れ試験荷重１．７ｋＮ 根かせ２個付き ３３
ｋｇ／本

入換信号機用コンクリートポール Ｓ１．６×末口１１．４　１．７ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030066
コンクリートポール 入換信号機用 Ｓ３．３ｍ 末口１１．４ｃｍ ひび割れ試験荷重０．８ｋＮ 根かせ２個付き ７０
ｋｇ／本

入換信号機用コンクリートポール Ｓ３．３×末口１１．４　０．８ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030226 コンクリートポール 入換信号機用 ２．５ｍ 末口１１．４ｃｍ 根かせ基礎付き ２８５ｋｇ／本 入換信号機用コンクリートポール ２．５×末口１１．４ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030228 コンクリートポール 入換信号機用 ３．３ｍ 末口１１．４ｃｍ 根かせ基礎付き ３１０ｋｇ／本 入換信号機用コンクリートポール ３．３×末口１１．４ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030068
コンクリートポール ジャック用（ＪＢ柱） 丸形２．５ｍ 末口１１．３ｃｍ ひび割れ試験荷重１．１ｋＮ 根かせ付き
６２ｋｇ／本

ジャック用コンクリートポール 丸２．５×末口１１．３　１．１ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030070
コンクリートポール ジャック用（ＪＢ柱） 丸形３．０ｍ 末口１１．３ｃｍ ひび割れ試験荷重１．１ｋＮ 根かせ付き
７５ｋｇ／本

ジャック用コンクリートポール 丸形　３×末口１１．３　１．１ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030072
コンクリートポール ジャック用（ＪＢ柱） 丸形４．０ｍ 末口１２．０ｃｍ ひび割れ試験荷重１．４ｋＮ 根かせ付き
１０５ｋｇ／本

ジャック用コンクリートポール 丸形　４×末口１２　１．４ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030074 コンクリートポール 電気信号機柱 Ｓ７ｍ 末口１２ｃｍ ひび割れ試験荷重２．５ｋＮ ２６０ｋｇ／本 電気信号用コンクリートポール Ｓ　７×末口１２　２．５ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030076 コンクリートポール 電気信号機柱 Ｓ８ｍ 末口１２ｃｍ ひび割れ試験荷重２．５ｋＮ ３１０ｋｇ／本 電気信号用コンクリートポール Ｓ　８×末口１２　２．５ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030078 コンクリートポール 電気信号機柱 Ｓ９ｍ 末口１２ｃｍ ひび割れ試験荷重２．５ｋＮ ３６０ｋｇ／本 電気信号用コンクリートポール Ｓ　９×末口１２　２．５ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030080 コンクリートポール 街路灯用柱 長５ｍ 末口７ｃｍ ひび割れ試験荷重０．６ｋＮ 根かせ２個付き １０５ｋｇ／本 街路灯用コンクリートポール ５×末口７　０．６根かせ２個付 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030082 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１０ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重３．５ｋＮ ６７０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １０×末口１９　３．５ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030086 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１２ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重３．５ｋＮ ８６０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １２×末口１９　３．５ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱
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コンクリートポール 4601030088 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１２ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重５．０ｋＮ ９５０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １２×末口１９　５ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030090 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１３ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重５．０ｋＮ １，０５０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １３×末口１９　５ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030092 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１４ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重５．０ｋＮ １，１６０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １４×末口１９　５ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030094 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１５ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重５．０ｋＮ １，２８０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １５×末口１９　５ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030096 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１６ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重５．０ｋＮ １，４００ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １６×末口１９　５ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030098 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１３ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重７．０ｋＮ １，２５０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １３×末口１９　７ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030100 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１４ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重７．０ｋＮ １，３５０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １４×末口１９　７ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030102 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１５ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重７．０ｋＮ １，４９０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １５×末口１９　７ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030104 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１６ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重７．０ｋＮ １，６３０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １６×末口１９　７ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030106 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１７ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重７．０ｋＮ １，７８０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １７×末口１９　７ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030108 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１４ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１０ｋＮ １，５５０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １４×末口２２　１０ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030110 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１５ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１０ｋＮ １，７００ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １５×末口２２　１０ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030112 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１６ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１０ｋＮ １，８６０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １６×末口２２　１０ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030114 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１７ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１０ｋＮ ２，０１０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １７×末口２２　１０ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030116 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１４ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ １，９５０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １４×末口２２　１５ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030118 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１５ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ ２，１４０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １５×末口２２　１５ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030120 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１６ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ ２，３６０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １６×末口２２　１５ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030122 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１７ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ ２，５７０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １７×末口２２　１５ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

2137 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

コンクリートポール 4601030150 コンクリートポール ＮＴＴ通信線路用 長８ｍ 末口１４ｃｍ ひび割れ試験荷重２．０ｋＮ ３４０ｋｇ／本 ＮＴＴ用コンクリートポール ８×末口１４　２．０ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030152 コンクリートポール ＮＴＴ通信線路用 長９ｍ 末口１４ｃｍ ひび割れ試験荷重２．５ｋＮ ４００ｋｇ／本 ＮＴＴ用コンクリートポール ９×末口１４　２．５ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030162 コンクリートポール ＮＴＴ通信線路用 長８ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重４．３ｋＮ ５１０ｋｇ／本 ＮＴＴ用コンクリートポール ８×末口１９　４．３ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030164 コンクリートポール ＮＴＴ通信線路用 長９ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重４．３ｋＮ ６００ｋｇ／本 ＮＴＴ用コンクリートポール ９×末口１９　４．３ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030146 コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長７ｍ 末口１４ｃｍ ひび割れ試験荷重１．５ｋＮ ２９０ｋｇ／本 一般用コンクリートポール ７×末口１４　１．５ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030158 コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長７ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重４．３ｋＮ ４６０ｋｇ／本 一般用コンクリートポール ７×末口１９　４．３ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030166 コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長１０ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重４．３ｋＮ ７３０ｋｇ／本 一般用コンクリートポール １０×末口１９　４．３ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030168 コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長１１ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重４．３ｋＮ ８３０ｋｇ／本 一般用コンクリートポール １１×末口１９　４．３ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030170 コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長７ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重６．０ｋＮ ４７０ｋｇ／本 一般用コンクリートポール ７×末口１９　６ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030174 コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長８ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重６．０ｋＮ ５６０ｋｇ／本 一般用コンクリートポール ８×末口１９　６ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030176 コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長９ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重６．０ｋＮ ６５０ｋｇ／本 一般用コンクリートポール ９×末口１９　６ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030178 コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長１０ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重６．０ｋＮ ７４０ｋｇ／本 一般用コンクリートポール １０×末口１９　６ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030180 コンクリートポール 一般用（ＮＴＴ仕様） 長１１ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重６．０ｋＮ ８４０ｋｇ／本 一般用コンクリートポール １１×末口１９　６ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030192 コンクリートポール 交通信号機柱 長８ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重５．０ｋＮ ５５０ｋｇ／本 交通信号機用コンクリートポール ８×末口１９　５ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030194 コンクリートポール 交通信号機柱 長９ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重５．０ｋＮ ６４０ｋｇ／本 交通信号機用コンクリートポール ９×末口１９　５ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030196 コンクリートポール 交通信号機柱 長１０ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重５．０ｋＮ ７４０ｋｇ／本 交通信号機用コンクリートポール １０×末口１９　５ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030198 コンクリートポール 交通信号機柱 長９ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重７．０ｋＮ ７５０ｋｇ／本 交通信号機用コンクリートポール ９×末口１９　７ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601030200 コンクリートポール 交通信号機柱 長１０ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重７．０ｋＮ ８６０ｋｇ／本 交通信号機用コンクリートポール １０×末口１９　７ＫＮ 本 628 ○ ○ 4601 電柱
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コンクリートポール―ブランド品― 4601030238
コンクリートポール ＮＣ－ＦＣポール 長１５ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ 接続費別途 ２，３２０ｋ
ｇ／本 日本コンクリート工業

ＮＣ－ＦＣポール １５ｍ×末口２２ｃｍ　１５ｋＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030240
コンクリートポール ＮＣ－ＦＣポール 長１６ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ 接続費別途 ２，５５０ｋ
ｇ／本 日本コンクリート工業

ＮＣ－ＦＣポール １６ｍ×末口２２ｃｍ　１５ｋＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030242
コンクリートポール ＮＣ－ＦＣポール 長１７ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ 接続費別途 ２，７８０ｋ
ｇ／本 日本コンクリート工業

ＮＣ－ＦＣポール １７ｍ×末口２２ｃｍ　１５ｋＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030244
コンクリートポール ＮＣ－ＦＣポール 長１８ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ 接続費別途 ３，０２０ｋ
ｇ／本 日本コンクリート工業

ＮＣ－ＦＣポール １８ｍ×末口２２ｃｍ　１５ｋＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030246
コンクリートポール ＮＣ－ＦＣポール 長１９ｍ 末口２２ｃｍ ひび割れ試験荷重１５ｋＮ 接続費別途 ３，２７０ｋ
ｇ／本 日本コンクリート工業

ＮＣ－ＦＣポール １９ｍ×末口２２ｃｍ　１５ｋＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030124
コンクリートポール ＮＣハイポール（溶接式） 長２０ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 溶接費別途 ４，
３３０ｋｇ／本 日本コンクリート工業

ＮＣハイポール　溶接式 ２０ｍ×末口３０ｃｍ　２０ＫＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030126
コンクリートポール ＮＣハイポール（溶接式） 長２２ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 溶接費別途 ４，
９３０ｋｇ／本 日本コンクリート工業

ＮＣハイポール　溶接式 ２２ｍ×末口３０ｃｍ　２０ＫＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030128
コンクリートポール ＮＣハイポール（溶接式） 長２４ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 溶接費別途 ５，
５５０ｋｇ／本 日本コンクリート工業

ＮＣハイポール　溶接式 ２４ｍ×末口３０ｃｍ　２０ＫＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030130
コンクリートポール ＮＣハイポール（溶接式） 長２６ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 溶接費別途 ６，
２１０ｋｇ／本 日本コンクリート工業

ＮＣハイポール　溶接式 ２６ｍ×末口３０ｃｍ　２０ＫＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030230
コンクリートポール ＮＣハイポール（フランジ継手式） 長２０ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 接続費別
途 ４，３９０ｋｇ／本 日本コンクリート工業

ＮＣハイポール　フランジ継手式 ２０ｍ×末口３０ｃｍ　２０ＫＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030232
コンクリートポール ＮＣハイポール（フランジ継手式） 長２２ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 接続費別
途 ４，９９０ｋｇ／本 日本コンクリート工業

ＮＣハイポール　フランジ継手式 ２２ｍ×末口３０ｃｍ　２０ＫＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030234
コンクリートポール ＮＣハイポール（フランジ継手式） 長２４ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 接続費別
途 ５，６２０ｋｇ／本 日本コンクリート工業

ＮＣハイポール　フランジ継手式 ２４ｍ×末口３０ｃｍ　２０ＫＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030236
コンクリートポール ＮＣハイポール（フランジ継手式） 長２６ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 接続費別
途 ６，２８０ｋｇ／本 日本コンクリート工業

ＮＣハイポール　フランジ継手式 ２６ｍ×末口３０ｃｍ　２０ＫＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030132
コンクリートポール 大日ハイポール 長２２ｍ 末口２４ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 溶接費別途 ４，５７０ｋｇ
／本 大日コンクリート工業

大日ハイポール ２２ｍ×末口２４ｃｍ　２０ＫＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030134
コンクリートポール 大日ハイポール 長２４ｍ 末口２４ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 溶接費別途 ５，２００ｋｇ
／本 大日コンクリート工業

大日ハイポール ２４ｍ×末口２４ｃｍ　２０ＫＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030136
コンクリートポール 大日ハイポール 長２６ｍ 末口２４ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 溶接費別途 ５，８５０ｋｇ
／本 大日コンクリート工業

大日ハイポール ２６ｍ×末口２４ｃｍ　２０ＫＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030138
コンクリートポール 大日ハイポール 長２８ｍ 末口２４ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 溶接費別途 ６，５４０ｋｇ
／本 大日コンクリート工業

大日ハイポール ２８ｍ×末口２４ｃｍ　２０ＫＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030222
コンクリートポール 大日新ハイポール 長２３ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２５ｋＮ 溶接費別途 ５，７３０ｋ
ｇ／本 大日コンクリート工業

大日新ハイポール ２３ｍ×末口３０ｃｍ　２５ＫＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱
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コンクリートポール―ブランド品― 4601030224
コンクリートポール 大日新ハイポール 長２３ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２５ｋＮ （座板式）接続費別途
５，７３０ｋｇ／本 大日コンクリート工業

大日新ハイポール ２３ｍ×末口３０ｃｍ　座板式 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030248
コンクリートポール 九州ハイポール（ボルト式継柱） 長２９ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 接続費別途
８，１５０ｋｇ／本 九州高圧コンクリート工業

九州ハイポール ２９ｍ×末口３０ｃｍ　２０ｋＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030250
コンクリートポール 九州ハイポール（ボルト式継柱） 長３１ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 接続費別途
８，９５０ｋｇ／本 九州高圧コンクリート工業

九州ハイポール ３１ｍ×末口３０ｃｍ　２０ｋＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030252
コンクリートポール 九州ハイポール（ボルト式継柱） 長３３ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 接続費別途
９，６９０ｋｇ／本 九州高圧コンクリート工業

九州ハイポール ３３ｍ×末口３０ｃｍ　２０ｋＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリートポール―ブランド品― 4601030254
コンクリートポール 九州ハイポール（ボルト式継柱） 長３５ｍ 末口３０ｃｍ ひび割れ試験荷重２０ｋＮ 接続費別途
１０，４６０ｋｇ／本 九州高圧コンクリート工業

九州ハイポール ３５ｍ×末口３０ｃｍ　２０ｋＮ 本 629 ○ ○ 4601 電柱

コンクリート根かせ 4603020004
コンクリート根かせ コンクリート根かせ（バンド付き） Ａ・Ｂ型 長１，０００ｍｍ×幅１７０ｍｍ×厚１４０ｍｍ
４８ｋｇ／個

コンクリート根かせ　Ａ・Ｂ型 １０００×１７０×１４０ｍｍ 個 629 ○ ○ 4603 建柱器材

コンクリート根かせ 4603020006
コンクリート根かせ コンクリート根かせ（バンド付き） Ｃ型 長１，２００ｍｍ×幅１７０ｍｍ×厚１２０ｍｍ ５０
ｋｇ／個

コンクリート根かせ　Ｃ型 １２００×１７０×１２０ｍｍ 個 629 ○ ○ 4603 建柱器材

コンクリート根かせ 4603020018
コンクリート根かせ コンクリート根かせ（バンド付き） ２号 長１，０００ｍｍ×幅２００ｍｍ×厚１００ｍｍ ３５
ｋｇ／個

コンクリート根かせ　２号 １０００×２００×１００ｍｍ 個 629 ○ ○ 4603 建柱器材

コンクリート根かせ 4603020020
コンクリート根かせ コンクリート根かせ（バンド付き） ３号 長１，２００ｍｍ×幅２００ｍｍ×厚１００ｍｍ ４２
ｋｇ／個

コンクリート根かせ　３号 １２００×２００×１００ｍｍ 個 629 ○ ○ 4603 建柱器材

コンクリート根かせ 4603020008
コンクリート根かせ コンクリート根かせ（バンド付き） 電力型 長１，２００ｍｍ×幅２４０ｍｍ×厚１７０ｍｍ ７
０ｋｇ／個

コンクリート根かせ　電力型 １２００×２４０×１７０ｍｍ 個 629 ○ ○ 4603 建柱器材

コンクリート根かせ 4603020026
コンクリート根かせ コンクリート根かせ（バンド付き） 電力型 長１，２００ｍｍ×幅２４０ｍｍ×厚１６０ｍｍ ５
５ｋｇ／個

コンクリート根かせ　電力型 １２００×２４０×１６０ｍｍ 個 629 ○ ○ 4603 建柱器材

コンクリート根かせ 4603020022
コンクリート根かせ コンクリート根かせ（バンド付き） 電力型 長１，０００ｍｍ×幅１７０ｍｍ×厚１１０ｍｍ ３
９ｋｇ／個

コンクリート根かせ　電力型 １０００×１７０×１１０ｍｍ 個 629 ○ ○ 4603 建柱器材

コンクリート根かせ 4603020024
コンクリート根かせ コンクリート根かせ（バンド付き） 電力型 長１，２００ｍｍ×幅２４０ｍｍ×厚１０８ｍｍ ４
８ｋｇ／個

コンクリート根かせ　電力型 １２００×２４０×１０８ｍｍ 個 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603070002
ステーブロック・ロッド ステーブロック（ロッド付き） １号 長５００ｍｍ×幅２５０ｍｍ ２１．５ｋｇ／組 日本コ
ンクリート工業

ステーブロック　１号 ５００×２５０ｍｍ　ロッド付 組 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603070004
ステーブロック・ロッド ステーブロック（ロッド付き） ２号 長６００ｍｍ×幅３００ｍｍ ３２．８ｋｇ／組 日本コ
ンクリート工業

ステーブロック　２号 ６００×３００ｍｍ　ロッド付 組 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603070006
ステーブロック・ロッド ステーブロック（ロッド付き） ３号 長７００ｍｍ×幅３５０ｍｍ ４９．０ｋｇ／組 日本コ
ンクリート工業

ステーブロック　３号 ７００×３５０ｍｍ　ロッド付 組 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603070008
ステーブロック・ロッド ステーブロック（ロッド付き） ４号 長８００ｍｍ×幅４００ｍｍ ６５．５ｋｇ／組 日本コ
ンクリート工業

ステーブロック　４号 ８００×４００ｍｍ　ロッド付 組 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603070010
ステーブロック・ロッド ステーブロック（ロッド付き） ５号 長９００ｍｍ×幅４５０ｍｍ ９３．６ｋｇ／組 日本コ
ンクリート工業

ステーブロック　５号 ９００×４５０ｍｍ　ロッド付 組 629 ○ ○ 4603 建柱器材
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ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603070012
ステーブロック・ロッド ステーブロック（ロッド付き） ６号 長１，１００ｍｍ×幅５５０ｍｍ １５９．８ｋｇ／組
日本コンクリート工業

ステーブロック　６号 １１００×５５０ｍｍ　ロッド付 組 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603080002
ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド（めっき付き） １号 φ１６×長１，８００ｍｍ ３．５ｋｇ／本 日
本コンクリート工業

ステーブロック用ロッド１号 径１６×１８００ｍｍ　めっき付 本 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603080004
ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド（めっき付き） ２号 φ１６×長２，０００ｍｍ ３．８ｋｇ／本 日
本コンクリート工業

ステーブロック用ロッド２号 径１６×２０００ｍｍ　めっき付 本 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603080006
ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド（めっき付き） ３号 φ１９×長２，３００ｍｍ ６．０ｋｇ／本 日
本コンクリート工業

ステーブロック用ロッド３号 径１９×２３００ｍｍ　めっき付 本 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603080008
ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド（めっき付き） ４号 φ１９×長２，５００ｍｍ ６．５ｋｇ／本 日
本コンクリート工業

ステーブロック用ロッド４号 径１９×２５００ｍｍ　めっき付 本 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603080010
ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド（めっき付き） ５号 φ２２×長２，７００ｍｍ ９．６ｋｇ／本 日
本コンクリート工業

ステーブロック用ロッド５号 径２２×２７００ｍｍ　めっき付 本 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603080012
ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド（めっき付き） ６号 φ２５×長３，０００ｍｍ １３．８ｋｇ／本
日本コンクリート工業

ステーブロック用ロッド６号 径２５×３０００ｍｍ　めっき付 本 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603070022
ステーブロック・ロッド 支線ブロック（ロッド付き） １号 長４５０ｍｍ×幅３００ｍｍ １５．０ｋｇ／組 大日コン
クリート工業

支線ブロック　１号 ４５０×３００ｍｍ　ロッド付 組 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603070024
ステーブロック・ロッド 支線ブロック（ロッド付き） ２号 長５５０ｍｍ×幅４００ｍｍ ２５．０ｋｇ／組 大日コン
クリート工業

支線ブロック　２号 ５５０×４００ｍｍ　ロッド付 組 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603070032
ステーブロック・ロッド 支線ブロック（ロッド付き） ６号 長１，０００ｍｍ×幅６００ｍｍ １７４．０ｋｇ／組 大
日コンクリート工業

支線ブロック　６号 １０００×６００ｍｍ　ロッド付 組 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603070014
ステーブロック・ロッド 支線ブロック（ロッド別） Ｎｏ．１ 長５００ｍｍ×幅３００ｍｍ ２１．０ｋｇ／個 日本
ネットワークサポート

支線ブロック　ＮＯ．１ ５００×３００ｍｍ　ロッド別 個 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603070016
ステーブロック・ロッド 支線ブロック（ロッド別） Ｎｏ．２ 長６００ｍｍ×幅３００ｍｍ ２８．０ｋｇ／個 日本
ネットワークサポート

支線ブロック　ＮＯ．２ ６００×３００ｍｍ　ロッド別 個 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603070018
ステーブロック・ロッド 支線ブロック（ロッド別） Ｎｏ．３ 長８００ｍｍ×幅４００ｍｍ ５８．０ｋｇ／個 日本
ネットワークサポート

支線ブロック　ＮＯ．３ ８００×４００ｍｍ　ロッド別 個 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603070020
ステーブロック・ロッド 支線ブロック（ロッド別） Ｎｏ．４ 長９００ｍｍ×幅４５０ｍｍ ８３．０ｋｇ／個 日本
ネットワークサポート

支線ブロック　ＮＯ．４ ９００×４５０ｍｍ　ロッド別 個 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603080014
ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド φ１３×Ｌ２，５００ｍｍ ３．３ｋｇ／本 日本ネットワークサ
ポート

ステーブロック用ロッド 径１３×Ｌ２５００ｍｍ 本 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603080016
ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド φ１６×Ｌ２，５００ｍｍ ５．０ｋｇ／本 日本ネットワークサ
ポート

ステーブロック用ロッド 径１６×Ｌ２５００ｍｍ 本 629 ○ ○ 4603 建柱器材

ステーブロック・ロッド―ブランド品― 4603080018
ステーブロック・ロッド ステーブロック用ロッド φ１９×Ｌ３，０００ｍｍ ８．１ｋｇ／本 日本ネットワークサ
ポート

ステーブロック用ロッド 径１９×Ｌ３０００ｍｍ 本 629 ○ ○ 4603 建柱器材

埋設標識シート 4607010068 埋設標識シート １５０ｍｍ×５０ｍ シングル　水抜き穴無し ポリエチレンクロス 埋設標識シートシングル水抜穴無 １５０ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス 巻 629 ○ ○ 4607 保線資材
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埋設標識シート 4607010070 埋設標識シート １５０ｍｍ×５０ｍ ２倍　水抜き穴無し ポリエチレンクロス 埋設標識シート　２倍　水抜穴無 １５０ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス 巻 629 ○ ○ 4607 保線資材

埋設標識シート 4607010076 埋設標識シート １５０ｍｍ×５０ｍ ３．５倍　水抜き穴無し ポリエチレンクロス 埋設標識シート３．５倍水抜穴無 １５０ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス 巻 629 ○ ○ 4607 保線資材

埋設標識シート 4607010082 埋設標識シート ３００ｍｍ×５０ｍ シングル　水抜き穴無し ポリエチレンクロス 埋設標識シートシングル水抜穴無 ３００ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス 巻 629 ○ ○ 4607 保線資材

埋設標識シート 4607010072 埋設標識シート ３００ｍｍ×５０ｍ ２倍　水抜き穴無し ポリエチレンクロス 埋設標識シート　２倍　水抜穴無 ３００ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス 巻 629 ○ ○ 4607 保線資材

埋設標識シート 4607010090 埋設標識シート ３００ｍｍ×５０ｍ ２倍　水抜き穴有り ポリエチレンクロス 埋設標識シート　２倍　水抜穴有 ３００ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス 巻 629 ○ ○ 4607 保線資材

埋設標識シート 4607010080 埋設標識シート ４００ｍｍ×５０ｍ ２倍　水抜き穴無し ポリエチレンクロス 埋設標識シート　２倍　水抜穴無 ４００ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス 巻 629 ○ ○ 4607 保線資材

埋設標識シート 4607010092 埋設標識シート ４００ｍｍ×５０ｍ ２倍　水抜き穴有り ポリエチレンクロス 埋設標識シート　２倍　水抜穴有 ４００ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス 巻 629 ○ ○ 4607 保線資材

埋設標識シート 4607010094 埋設標識シート ６００ｍｍ×５０ｍ ２倍　水抜き穴有り ポリエチレンクロス 埋設標識シート　２倍　水抜穴有 ６００ｍｍ×５０ｍ　ＰＥクロス 巻 629 ○ ○ 4607 保線資材

パンザーマスト【公表価格】 4601041006 パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１５ 長９．０２ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口２８．７ｃｍ ７４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト １型（Ｂ型）　Ｒ１５ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041008 パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１６ 長１０．６８ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口３２．２ｃｍ １０５ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト １型（Ｂ型）　Ｒ１６ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041010 パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１７ 長１２．３０ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口３５．７ｃｍ １４２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト １型（Ｂ型）　Ｒ１７ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041012 パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１８ 長１３．８８ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口３９．１ｃｍ １８３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト １型（Ｂ型）　Ｒ１８ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041014 パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１９ 長１５．４２ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口４２．７ｃｍ ２２９ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト １型（Ｂ型）　Ｒ１９ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041016 パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１０ 長１６．９２ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口４６．４ｃｍ ２７９ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト １型（Ｂ型）　Ｒ１１０ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041018 パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１１ 長１８．３８ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口５０．２ｃｍ ３３３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト １型（Ｂ型）　Ｒ１１１ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041020 パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１２ 長１９．８２ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口５４．０ｃｍ ３９１ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト １型（Ｂ型）　Ｒ１１２ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041022 パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１３ 長２１．２２ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口５７．７ｃｍ ４５３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト １型（Ｂ型）　Ｒ１１３ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041024 パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１４ 長２２．５８ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口６１．４ｃｍ ５１９ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト １型（Ｂ型）　Ｒ１１４ 本 630 ○ ○ 4601 電柱
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パンザーマスト【公表価格】 4601041026 パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１５ 長２３．９０ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口６４．９ｃｍ ５８９ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト １型（Ｂ型）　Ｒ１１５ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041028 パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１６ 長２５．１８ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口６８．４ｃｍ ６６２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト １型（Ｂ型）　Ｒ１１６ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041048 パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１７ 長２６．４４ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口７２．０ｃｍ ７３９ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト １型（Ｂ型）　Ｒ１１７ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041050 パンザーマスト １型（Ｂ型） Ｒ１１８ 長２７．６８ｍ 末口１０．０ｃｍ 元口７５．７ｃｍ ８２０ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト １型（Ｂ型）　Ｒ１１８ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042008 パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２７ 長１０．５０ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口３５．７ｃｍ １３５ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ２型（Ｂ型）　Ｒ２７ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042010 パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２８ 長１２．０８ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口３９．１ｃｍ １７６ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ２型（Ｂ型）　Ｒ２８ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042012 パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２９ 長１３．６２ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口４２．７ｃｍ ２２２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ２型（Ｂ型）　Ｒ２９ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042014 パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１０ 長１５．１２ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口４６．４ｃｍ ２７２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ２型（Ｂ型）　Ｒ２１０ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042016 パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１１ 長１６．５８ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口５０．２ｃｍ ３２６ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ２型（Ｂ型）　Ｒ２１１ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042018 パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１２ 長１８．０２ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口５４．０ｃｍ ３８４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ２型（Ｂ型）　Ｒ２１２ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042020 パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１３ 長１９．４２ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口５７．７ｃｍ ４４６ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ２型（Ｂ型）　Ｒ２１３ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042022 パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１４ 長２０．７８ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口６１．４ｃｍ ５１２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ２型（Ｂ型）　Ｒ２１４ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042024 パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１５ 長２２．１０ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口６４．９ｃｍ ５８２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ２型（Ｂ型）　Ｒ２１５ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042026 パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１６ 長２３．３８ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口６８．４ｃｍ ６５５ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ２型（Ｂ型）　Ｒ２１６ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042044 パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１７ 長２４．６４ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口７２．０ｃｍ ７３２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ２型（Ｂ型）　Ｒ２１７ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042046 パンザーマスト ２型（Ｂ型） Ｒ２１８ 長２５．８８ｍ 末口１３．５ｃｍ 元口７５．７ｃｍ ８１３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ２型（Ｂ型）　Ｒ２１８ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043008 パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３８ 長１０．３０ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口３９．１ｃｍ １６６ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ３型（Ｂ型）　Ｒ３８ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043010 パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３９ 長１１．８４ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口４２．７ｃｍ ２１２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ３型（Ｂ型）　Ｒ３９ 本 630 ○ ○ 4601 電柱
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パンザーマスト【公表価格】 4601043012 パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１０ 長１３．３４ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口４６．４ｃｍ ２６２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ３型（Ｂ型）　Ｒ３１０ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043014 パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１１ 長１４．８０ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口５０．２ｃｍ ３１６ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ３型（Ｂ型）　Ｒ３１１ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043016 パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１２ 長１６．２４ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口５４．０ｃｍ ３７４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ３型（Ｂ型）　Ｒ３１２ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043018 パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１３ 長１７．６４ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口５７．７ｃｍ ４３６ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ３型（Ｂ型）　Ｒ３１３ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043020 パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１４ 長１９．００ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口６１．４ｃｍ ５０２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ３型（Ｂ型）　Ｒ３１４ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043022 パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１５ 長２０．３２ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口６４．９ｃｍ ５７２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ３型（Ｂ型）　Ｒ３１５ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043024 パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１６ 長２１．６０ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口６８．４ｃｍ ６４５ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ３型（Ｂ型）　Ｒ３１６ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043040 パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１７ 長２２．８６ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口７２．０ｃｍ ７２２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ３型（Ｂ型）　Ｒ３１７ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043042 パンザーマスト ３型（Ｂ型） Ｒ３１８ 長２４．１０ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口７５．７ｃｍ ８０３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ３型（Ｂ型）　Ｒ３１８ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601044044 パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４９ 長１０．１０ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口４２．７ｃｍ ２００ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ４型（Ｓ型）　Ｒ４９ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601044046 パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１０ 長１１．６０ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口４６．１ｃｍ ２５４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ４型（Ｓ型）　Ｒ４１０ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601044048 パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１１ 長１３．０６ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口４９．６ｃｍ ３１４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ４型（Ｓ型）　Ｒ４１１ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601044050 パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１２ 長１４．５０ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口５３．３ｃｍ ３８１ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ４型（Ｓ型）　Ｒ４１２ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601044052 パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１３ 長１５．９０ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口５６．９ｃｍ ４５３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ４型（Ｓ型）　Ｒ４１３ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601044054 パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１４ 長１７．２６ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口６０．６ｃｍ ５３２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ４型（Ｓ型）　Ｒ４１４ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601044056 パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１５ 長１８．５８ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口６４．２ｃｍ ６１６ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ４型（Ｓ型）　Ｒ４１５ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601044058 パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１６ 長１９．８６ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口６７．９ｃｍ ７０５ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ４型（Ｓ型）　Ｒ４１６ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601044060 パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１７ 長２１．１２ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口７２．０ｃｍ ８０６ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ４型（Ｓ型）　Ｒ４１７ 本 630 ○ ○ 4601 電柱
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パンザーマスト【公表価格】 4601044062 パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１８ 長２２．３６ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口７５．７ｃｍ ９１２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ４型（Ｓ型）　Ｒ４１８ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601045026 パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１０ 長９．９０ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口４６．１ｃｍ ２３５ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ５型（Ｓ型）　Ｒ５１０ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601045028 パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１１ 長１１．３６ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口４９．６ｃｍ ２９５ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ５型（Ｓ型）　Ｒ５１１ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601045030 パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１２ 長１２．８０ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口５３．３ｃｍ ３６２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ５型（Ｓ型）　Ｒ５１２ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601045032 パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１３ 長１４．２０ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口５６．９ｃｍ ４３４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ５型（Ｓ型）　Ｒ５１３ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601045034 パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１４ 長１５．５６ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口６０．６ｃｍ ５１３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ５型（Ｓ型）　Ｒ５１４ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601045036 パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１５ 長１６．８８ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口６４．２ｃｍ ５９７ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ５型（Ｓ型）　Ｒ５１５ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601045038 パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１６ 長１８．１６ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口６７．９ｃｍ ６８６ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ５型（Ｓ型）　Ｒ５１６ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601045040 パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１７ 長１９．４２ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口７２．０ｃｍ ７８７ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ５型（Ｓ型）　Ｒ５１７ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601045042 パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１８ 長２０．６６ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口７５．７ｃｍ ８９３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ５型（Ｓ型）　Ｒ５１８ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601046008 パンザーマスト ６型（Ｓ型） Ｒ６１１ 長９．７０ｍ 末口２７．５ｃｍ 元口４９．６ｃｍ ２７１ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ６型（Ｓ型）　Ｒ６１１ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601046010 パンザーマスト ６型（Ｓ型） Ｒ６１２ 長１１．１４ｍ 末口２７．５ｃｍ 元口５３．３ｃｍ ３３８ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ６型（Ｓ型）　Ｒ６１２ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601046012 パンザーマスト ６型（Ｓ型） Ｒ６１３ 長１２．５４ｍ 末口２７．５ｃｍ 元口５６．９ｃｍ ４１０ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ６型（Ｓ型）　Ｒ６１３ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601046014 パンザーマスト ６型（Ｓ型） Ｒ６１４ 長１３．９０ｍ 末口２７．５ｃｍ 元口６０．６ｃｍ ４８９ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ６型（Ｓ型）　Ｒ６１４ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601046016 パンザーマスト ６型（Ｓ型） Ｒ６１５ 長１５．２２ｍ 末口２７．５ｃｍ 元口６４．２ｃｍ ５７３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ６型（Ｓ型）　Ｒ６１５ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601046018 パンザーマスト ６型（Ｓ型） Ｒ６１６ 長１６．５０ｍ 末口２７．５ｃｍ 元口６７．９ｃｍ ６６２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ６型（Ｓ型）　Ｒ６１６ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601046020 パンザーマスト ６型（Ｓ型） Ｒ６１７ 長１７．７６ｍ 末口２７．５ｃｍ 元口７２．０ｃｍ ７６３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ６型（Ｓ型）　Ｒ６１７ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601046022 パンザーマスト ６型（Ｓ型） Ｒ６１８ 長１９．００ｍ 末口２７．５ｃｍ 元口７５．７ｃｍ ８６９ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ６型（Ｓ型）　Ｒ６１８ 本 630 ○ ○ 4601 電柱
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パンザーマスト【公表価格】 4601047008 パンザーマスト ７型（Ｓ型） Ｒ７１２ 長９．５２ｍ 末口３０．８ｃｍ 元口５３．３ｃｍ ３０７ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ７型（Ｓ型）　Ｒ７１２ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601047010 パンザーマスト ７型（Ｓ型） Ｒ７１３ 長１０．９２ｍ 末口３０．８ｃｍ 元口５６．９ｃｍ ３７９ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ７型（Ｓ型）　Ｒ７１３ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601047012 パンザーマスト ７型（Ｓ型） Ｒ７１４ 長１２．２８ｍ 末口３０．８ｃｍ 元口６０．６ｃｍ ４５８ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ７型（Ｓ型）　Ｒ７１４ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601047014 パンザーマスト ７型（Ｓ型） Ｒ７１５ 長１３．６０ｍ 末口３０．８ｃｍ 元口６４．２ｃｍ ５４２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ７型（Ｓ型）　Ｒ７１５ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601047016 パンザーマスト ７型（Ｓ型） Ｒ７１６ 長１４．８８ｍ 末口３０．８ｃｍ 元口６７．９ｃｍ ６３１ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ７型（Ｓ型）　Ｒ７１６ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601047018 パンザーマスト ７型（Ｓ型） Ｒ７１７ 長１６．１４ｍ 末口３０．８ｃｍ 元口７２．０ｃｍ ７３２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ７型（Ｓ型）　Ｒ７１７ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601047020 パンザーマスト ７型（Ｓ型） Ｒ７１８ 長１７．３８ｍ 末口３０．８ｃｍ 元口７５．７ｃｍ ８３８ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト ７型（Ｓ型）　Ｒ７１８ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601040032 パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０５ 長１０．７０ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口２９．１ｃｍ １３３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ０型　ＲＦ０５ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601040034 パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０６ 長１２．３５ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口３１．３ｃｍ １７２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ０型　ＲＦ０６ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601040036 パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０７ 長１３．９８ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口３３．５ｃｍ ２１６ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ０型　ＲＦ０７ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601040038 パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０８ 長１５．５８ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口３５．６ｃｍ ２６３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ０型　ＲＦ０８ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601040040 パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０９ 長１７．１５ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口３７．８ｃｍ ３１２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ０型　ＲＦ０９ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601040042 パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０１０ 長１８．７０ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口３９．８ｃｍ ３６５ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ０型　ＲＦ０１０ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601040044 パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０１１ 長２０．２２ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口４１．８ｃｍ ４２１ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ０型　ＲＦ０１１ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601040046 パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０１２ 長２１．７２ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口４３．９ｃｍ ４８２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ０型　ＲＦ０１２ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601040048 パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０１３ 長２３．１９ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口４５．８ｃｍ ５４８ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ０型　ＲＦ０１３ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601040050 パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０１４ 長２４．６４ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口４７．７ｃｍ ６１６ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ０型　ＲＦ０１４ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601040056 パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０１５ 長２６．０６ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口４９．６ｃｍ ６８７ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ０型　ＲＦ０１５ 本 630 ○ ○ 4601 電柱
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パンザーマスト【公表価格】 4601040058 パンザーマスト７５ ０型 ＲＦ０１６ 長２７．４６ｍ 末口１５．０ｃｍ 元口５１．５ｃｍ ７６１ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ０型　ＲＦ０１６ 本 630 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041030 パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１６ 長１０．５５ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口３１．３ｃｍ １６３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ １型　ＲＦ１６ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041032 パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１７ 長１２．１８ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口３３．５ｃｍ ２０７ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ １型　ＲＦ１７ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041034 パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１８ 長１３．７８ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口３５．６ｃｍ ２５４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ １型　ＲＦ１８ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041036 パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１９ 長１５．３５ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口３７．８ｃｍ ３０３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ １型　ＲＦ１９ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041038 パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１１０ 長１６．９０ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口３９．８ｃｍ ３５６ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ １型　ＲＦ１１０ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041040 パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１１１ 長１８．４２ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口４１．８ｃｍ ４１２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ １型　ＲＦ１１１ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041042 パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１１２ 長１９．９２ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口４３．９ｃｍ ４７３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ １型　ＲＦ１１２ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041044 パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１１３ 長２１．３９ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口４５．８ｃｍ ５３９ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ １型　ＲＦ１１３ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041046 パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１１４ 長２２．８４ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口４７．７ｃｍ ６０７ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ １型　ＲＦ１１４ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041052 パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１１５ 長２４．２６ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口４９．６ｃｍ ６７８ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ １型　ＲＦ１１５ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601041054 パンザーマスト７５ １型 ＲＦ１１６ 長２５．６６ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口５１．５ｃｍ ７５２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ １型　ＲＦ１１６ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042028 パンザーマスト７５ ２型 ＲＦ２７ 長１０．４１ｍ 末口１９．２ｃｍ 元口３３．５ｃｍ １９３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ２型　ＲＦ２７ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042030 パンザーマスト７５ ２型 ＲＦ２８ 長１２．０１ｍ 末口１９．２ｃｍ 元口３５．６ｃｍ ２４０ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ２型　ＲＦ２８ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042032 パンザーマスト７５ ２型 ＲＦ２９ 長１３．５８ｍ 末口１９．２ｃｍ 元口３７．８ｃｍ ２８９ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ２型　ＲＦ２９ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042034 パンザーマスト７５ ２型 ＲＦ２１０ 長１５．１３ｍ 末口１９．２ｃｍ 元口３９．８ｃｍ ３４２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ２型　ＲＦ２１０ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042036 パンザーマスト７５ ２型 ＲＦ２１１ 長１６．６５ｍ 末口１９．２ｃｍ 元口４１．８ｃｍ ３９８ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ２型　ＲＦ２１１ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042038 パンザーマスト７５ ２型 ＲＦ２１２ 長１８．１５ｍ 末口１９．２ｃｍ 元口４３．９ｃｍ ４５９ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ２型　ＲＦ２１２ 本 631 ○ ○ 4601 電柱
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パンザーマスト【公表価格】 4601042040 パンザーマスト７５ ２型 ＲＦ２１３ 長１９．６２ｍ 末口１９．２ｃｍ 元口４５．８ｃｍ ５２５ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ２型　ＲＦ２１３ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042042 パンザーマスト７５ ２型 ＲＦ２１４ 長２１．０７ｍ 末口１９．２ｃｍ 元口４７．７ｃｍ ５９３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ２型　ＲＦ２１４ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042048 パンザーマスト７５ ２型 ＲＦ２１５ 長２２．４９ｍ 末口１９．２ｃｍ 元口４９．６ｃｍ ６６４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ２型　ＲＦ２１５ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601042050 パンザーマスト７５ ２型 ＲＦ２１６ 長２３．８９ｍ 末口１９．２ｃｍ 元口５１．５ｃｍ ７３８ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ２型　ＲＦ２１６ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043026 パンザーマスト７５ ３型 ＲＦ３８ 長１０．２７ｍ 末口２１．４ｃｍ 元口３５．６ｃｍ ２２１ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ３型　ＲＦ３８ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043028 パンザーマスト７５ ３型 ＲＦ３９ 長１１．８４ｍ 末口２１．４ｃｍ 元口３７．８ｃｍ ２７０ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ３型　ＲＦ３９ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043030 パンザーマスト７５ ３型 ＲＦ３１０ 長１３．３９ｍ 末口２１．４ｃｍ 元口３９．８ｃｍ ３２３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ３型　ＲＦ３１０ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043032 パンザーマスト７５ ３型 ＲＦ３１１ 長１４．９１ｍ 末口２１．４ｃｍ 元口４１．８ｃｍ ３７９ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ３型　ＲＦ３１１ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043034 パンザーマスト７５ ３型 ＲＦ３１２ 長１６．４１ｍ 末口２１．４ｃｍ 元口４３．９ｃｍ ４４０ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ３型　ＲＦ３１２ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043036 パンザーマスト７５ ３型 ＲＦ３１３ 長１７．８８ｍ 末口２１．４ｃｍ 元口４５．８ｃｍ ５０６ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ３型　ＲＦ３１３ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043038 パンザーマスト７５ ３型 ＲＦ３１４ 長１９．３３ｍ 末口２１．４ｃｍ 元口４７．７ｃｍ ５７４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ３型　ＲＦ３１４ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043044 パンザーマスト７５ ３型 ＲＦ３１５ 長２０．７５ｍ 末口２１．４ｃｍ 元口４９．６ｃｍ ６４５ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ３型　ＲＦ３１５ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601043046 パンザーマスト７５ ３型 ＲＦ３１６ 長２２．１５ｍ 末口２１．４ｃｍ 元口５１．５ｃｍ ７１９ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ３型　ＲＦ３１６ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601044024 パンザーマスト７５ ４型 ＲＦ４９ 長１０．１３ｍ 末口２３．７ｃｍ 元口３７．８ｃｍ ２４５ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ４型　ＲＦ４９ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601044026 パンザーマスト７５ ４型 ＲＦ４１０ 長１１．６８ｍ 末口２３．７ｃｍ 元口３９．８ｃｍ ２９８ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ４型　ＲＦ４１０ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601044028 パンザーマスト７５ ４型 ＲＦ４１１ 長１３．２０ｍ 末口２３．７ｃｍ 元口４１．８ｃｍ ３５４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ４型　ＲＦ４１１ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601044030 パンザーマスト７５ ４型 ＲＦ４１２ 長１４．７０ｍ 末口２３．７ｃｍ 元口４３．９ｃｍ ４１５ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ４型　ＲＦ４１２ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601044032 パンザーマスト７５ ４型 ＲＦ４１３ 長１６．１７ｍ 末口２３．７ｃｍ 元口４５．８ｃｍ ４８１ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ４型　ＲＦ４１３ 本 631 ○ ○ 4601 電柱
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パンザーマスト【公表価格】 4601044034 パンザーマスト７５ ４型 ＲＦ４１４ 長１７．６２ｍ 末口２３．７ｃｍ 元口４７．７ｃｍ ５４９ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ４型　ＲＦ４１４ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601044040 パンザーマスト７５ ４型 ＲＦ４１５ 長１９．０４ｍ 末口２３．７ｃｍ 元口４９．６ｃｍ ６２０ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ４型　ＲＦ４１５ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601044042 パンザーマスト７５ ４型 ＲＦ４１６ 長２０．４４ｍ 末口２３．７ｃｍ 元口５１．５ｃｍ ６９４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト７５ ４型　ＲＦ４１６ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601049020 継柱パンザーマスト Ｃ－１９－１．７ 長２．０ｍ 末口１７．６ｃｍ 元口２０．３ｃｍ １８．０ｋｇ 日鉄建材 継柱パンザーマスト Ｃ－１９－１．７　Ｌ２ｍ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601049022 継柱パンザーマスト Ｄ－１ 長２．０ｍ 末口１２．３ｃｍ 元口１４．９ｃｍ ８．０ｋｇ 日鉄建材 継柱パンザーマスト Ｄ－１　Ｌ２ｍ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601049024 継柱パンザーマスト Ｄ－２ 長２．０ｍ 末口１４．１ｃｍ 元口１６．７ｃｍ １０．０ｋｇ 日鉄建材 継柱パンザーマスト Ｄ－２　Ｌ２ｍ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601049026 継柱パンザーマスト Ｄ－３ 長２．０ｍ 末口１５．９ｃｍ 元口１８．５ｃｍ １３．０ｋｇ 日鉄建材 継柱パンザーマスト Ｄ－３　Ｌ２ｍ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601049028 継柱パンザーマスト Ｄ－４ 長２．０ｍ 末口１７．６ｃｍ 元口２０．３ｃｍ １８．０ｋｇ 日鉄建材 継柱パンザーマスト Ｄ－４　Ｌ２ｍ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601048010
防災行政無線用パンザーマスト ＲＦ－２１２ＭＰ 長１７．６０ｍ 末口２０．０ｃｍ 元口４３．９ｃｍ ４５４ｋｇ
日鉄建材

防災行政無線用パンザーマスト ＲＦ－２１２ＭＰ　Ｌ１７．６ｍ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601048012
防災行政無線用パンザーマスト Ｒ－３１３ＢＭ 長１７．６４ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口５７．７ｃｍ ４３６ｋｇ 日
鉄建材

防災行政無線用パンザーマスト Ｒ－３１３ＢＭ　Ｌ１７．６４ｍ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4601048014
防災行政無線用パンザーマスト Ｒ－３１３ＳＭ 長１７．６４ｍ 末口１７．１ｃｍ 元口５６．９ｃｍ ４６７ｋｇ 日
鉄建材

防災行政無線用パンザーマスト Ｒ－３１３ＳＭ　Ｌ１７．６４ｍ 本 631 ○ ○ 4601 電柱

パンザーマスト【公表価格】 4603013008 パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用６ ３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　Ｒ用６　３ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013010 パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用７ ３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　Ｒ用７　３ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013012 パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用８ ３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　Ｒ用８　３ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013014 パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用９ ４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　Ｒ用９　４ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013016 パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１０ ４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　Ｒ用１０　４ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013018 パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１１ ５ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　Ｒ用１１　５ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013020 パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１２ ６ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　Ｒ用１２　６ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材
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パンザーマスト【公表価格】 4603013022 パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１３ ６ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　Ｒ用１３　６ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013024 パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１４ ７ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　Ｒ用１４　７ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013026 パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１５ ７ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　Ｒ用１５　７ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013028 パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１６ ８ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　Ｒ用１６　８ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013042 パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１７ ９ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　Ｒ用１７　９ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013044 パンザーマスト付属品 底板 Ｒ用１８ １０ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　Ｒ用１８　１０ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013046 パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用６ ２ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　ＲＦ用６　２ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013048 パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用７ ３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　ＲＦ用７　３ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013050 パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用８ ３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　ＲＦ用８　３ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013030 パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用９ ３ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　ＲＦ用９　３ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013032 パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用１０ ４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　ＲＦ用１０　４ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013034 パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用１１ ４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　ＲＦ用１１　４ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013036 パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用１２ ４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　ＲＦ用１２　４ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013038 パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用１３ ４ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　ＲＦ用１３　４ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013040 パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用１４ ５ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　ＲＦ用１４　５ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013052 パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用１５ ５ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　ＲＦ用１５　５ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603013054 パンザーマスト付属品 底板 ＲＦ用１６ ５ｋｇ 日鉄建材 パンザーマスト付属品 底板　ＲＦ用１６　５ｋｇ 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材

パンザーマスト【公表価格】 4603015002 パンザーマスト付属品 足場ボルト 日鉄建材 パンザーマスト付属品 足場ボルト 本 631 ○ ○ 4603 建柱器材
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鋼管ポール―ブランド品― 4601016002 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＳＨ－５ 高５．５ｍ ３０ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡポール 共聴用　ＳＨ－５ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016004 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＳＨ－６ 高６．０ｍ ３３ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡポール 共聴用　ＳＨ－６ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016006 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＳＨ－７ 高７．０ｍ ４４ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡポール 共聴用　ＳＨ－７ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016008 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＳＨ－８ 高８．０ｍ ５７ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡポール 共聴用　ＳＨ－８ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016010 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＳＨ－９ 高９．０ｍ ７４ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡポール 共聴用　ＳＨ－９ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016012 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＤＨ－６ 高６．０ｍ ４２ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡポール 共聴用　ＤＨ－６ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016014 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＤＨ－７ 高７．０ｍ ５０ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡポール 共聴用　ＤＨ－７ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016016 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＤＨ－８ 高８．０ｍ ６４ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡポール 共聴用　ＤＨ－８ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016098 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＴＳ－７ 高７．０ｍ ７１ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡポール 共聴用　ＴＳ－７ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016100 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＴＳ－８ 高８．０ｍ ８１ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡポール 共聴用　ＴＳ－８ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016102 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＴＳ－９ 高９．０ｍ ９１ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡポール 共聴用　ＴＳ－９ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016104 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡポール ＴＳ－１０ 高１０．０ｍ １０１ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡポール 共聴用　ＴＳ－１０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016138 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡカラーポール ＳＣ－７Ｂ 高７．０ｍ ４４ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡカラーポール 共聴用　ＳＣ－７Ｂ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016140 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡカラーポール ＳＣ－８Ｂ 高８．０ｍ ５７ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡカラーポール 共聴用　ＳＣ－８Ｂ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016024 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡつぎポール つぎポール－６．３ 高６．３ｍ ３２ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡつぎポール 共聴用　つぎポール－６．３ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016026 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡつぎポール つぎポール－７ 高７．０ｍ ３９ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡつぎポール 共聴用　つぎポール－７ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016028 鋼管ポール 共聴ポール ＮＡつぎポール つぎポール－８ 高８．０ｍ ４９ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡつぎポール 共聴用　つぎポール－８ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016032 鋼管ポール 共聴ポール Ｚポール ＺＡ－６．０ 高６．０ｍ ３８ｋｇ ヨシモトポール Ｚポール 共聴用　ＺＡ－６．０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱
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鋼管ポール―ブランド品― 4601016034 鋼管ポール 共聴ポール Ｚポール ＺＡ－７．０ 高７．０ｍ ４４ｋｇ ヨシモトポール Ｚポール 共聴用　ＺＡ－７．０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016036 鋼管ポール 共聴ポール Ｚポール ＺＡ－８．０ 高８．０ｍ ５９ｋｇ ヨシモトポール Ｚポール 共聴用　ＺＡ－８．０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016038 鋼管ポール 共聴ポール Ｚポール ＺＡ－９．０ 高９．０ｍ ７６ｋｇ ヨシモトポール Ｚポール 共聴用　ＺＡ－９．０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016040 鋼管ポール 共聴ポール Ｚポール ＺＣ－７．０ 高７．０ｍ ５７ｋｇ ヨシモトポール Ｚポール 共聴用　ＺＣ－７．０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016042 鋼管ポール 共聴ポール Ｚポール ＺＣ－８．０ 高８．０ｍ ８１ｋｇ ヨシモトポール Ｚポール 共聴用　ＺＣ－８．０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016134 鋼管ポール 共聴ポール Ｚポール ＺＣ－９．０ 高９．０ｍ ９１ｋｇ ヨシモトポール Ｚポール 共聴用　ＺＣ－９．０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016136 鋼管ポール 共聴ポール Ｚポール ＺＣ－１０．０ 高１０．０ｍ １１４ｋｇ ヨシモトポール Ｚポール 共聴用　ＺＣ－１０．０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016043 鋼管ポール 共聴ポール ＰＳカラーポール（ビニル被覆） ＰＳＴ９１－６．０ 高６．０ｍ ４２ｋｇ ヨシモトポール ＰＳカラーポール 共聴用　ＰＳＴ９１－６．０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016045 鋼管ポール 共聴ポール ＰＳカラーポール（ビニル被覆） ＰＳＴ９１－７．０ 高７．０ｍ ４９ｋｇ ヨシモトポール ＰＳカラーポール 共聴用　ＰＳＴ９１－７．０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016051
鋼管ポール 共聴ポール ＰＳカラーポール（ビニル被覆） ＰＳＴ１１６－７．０ 高７．０ｍ ５７ｋｇ ヨシモトポー
ル

ＰＳカラーポール 共聴用　ＰＳＴ１１６－７．０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601016053
鋼管ポール 共聴ポール ＰＳカラーポール（ビニル被覆） ＰＳＴ１１６－８．０ 高８．０ｍ ７０ｋｇ ヨシモトポー
ル

ＰＳカラーポール 共聴用　ＰＳＴ１１６－８．０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014002 鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール Ｌ－５６０Ｂ 高１７．４ｍ ５２２ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡスーパーポール 無線用Ｌ－５６０Ｂ　１７．４ｍ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014004 鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール Ｍ－５７０ 高１４．２ｍ ３５０ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡスーパーポール 無線用　Ｍ－５７０　１４．２ｍ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014006 鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール Ｓ－６１０ 高１１．５ｍ ２４６ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡスーパーポール 無線用　Ｓ－６１０　１１．５ｍ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014018 鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール ＳＳ－４００ 高９．７ｍ １４７ｋｇ 日本ネットワークサポート ＮＡスーパーポール 無線用　ＳＳ－４００　９．７ｍ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014022
鋼管ポール 無線用ポール ＮＡニュースーパーポール ＨＫ－１８ 高１７．６ｍ ３９８ｋｇ 日本ネットワークサポー
ト

ＮＡニュースーパーポール 無線用　ＨＫ－１８　１７．６ｍ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014030 鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール付属品 底板 日本ネットワークサポート ＮＡスーパーポール付属品 無線用　底板 枚 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014032 鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール付属品 足場ボルト 日本ネットワークサポート ＮＡスーパーポール付属品 無線用　足場ボルト 本 632 ○ ○ 4601 電柱
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鋼管ポール―ブランド品― 4601014034 鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール付属品 内部通線加工費　４カ所 日本ネットワークサポート ＮＡスーパーポール付属品 無線用　内部通線加工費 式 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014036 鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール付属品 塗装費　Ｌ－５６０用 日本ネットワークサポート ＮＡスーパーポール付属品 無線用　塗装費　Ｌ－５６０用 式 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014038 鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール付属品 塗装費　Ｍ－５７０用 日本ネットワークサポート ＮＡスーパーポール付属品 無線用　塗装費　Ｍ－５７０用 式 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014040 鋼管ポール 無線用ポール ＮＡスーパーポール付属品 塗装費　Ｓ－６１０用 日本ネットワークサポート ＮＡスーパーポール付属品 無線用　塗装費　Ｓ－６１０用 式 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014011 鋼管ポール 無線用ポール エースマスト Ｓ－１８ＸＭ　段付型 高１７．５ｍ ４９８ｋｇ ヨシモトポール エースマスト 無線用　Ｓ－１８ＸＭ　段付型 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014042 鋼管ポール 無線用ポール エースマスト Ｓ－１８ＨＹ　段付型 高１７．５ｍ ６５３ｋｇ ヨシモトポール エースマスト 無線用　Ｓ－１８ＨＹ　段付型 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014012 鋼管ポール 無線用ポール エースマスト Ｓ－１５Ｘ　段付型 高１５．０ｍ ４５５ｋｇ ヨシモトポール エースマスト 無線用　Ｓ－１５Ｘ　段付型 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014014 鋼管ポール 無線用ポール エースマスト Ｓ－１３Ｘ　段付型 高１２．３ｍ ４０２ｋｇ ヨシモトポール エースマスト 無線用　Ｓ－１３Ｘ　段付型 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014020 鋼管ポール 無線用ポール エースマスト Ｓ－１０ＢＸ　同径型 高１０．０ｍ ２９４ｋｇ ヨシモトポール エースマスト 無線用　Ｓ－１０ＢＸ　同径型 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014044 鋼管ポール 無線用ポール エースマスト付属品 底板 ヨシモトポール エースマスト付属品 無線用　底板 枚 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014046 鋼管ポール 無線用ポール エースマスト付属品 足場ボルト ヨシモトポール エースマスト付属品 無線用　足場ボルト 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014048 鋼管ポール 無線用ポール エースマスト付属品 内部通線加工費　カップリング５カ所 ヨシモトポール エースマスト付属品 無線用　内部通線加工費 式 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014050 鋼管ポール 無線用ポール エースマスト付属品 塗装費　Ｓ－１８ＸＭ用 ヨシモトポール エースマスト付属品 無線用　塗装費　Ｓ－１８ＸＭ用 式 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601014052 鋼管ポール 無線用ポール エースマスト付属品 塗装費　Ｓ－１８ＨＹ用 ヨシモトポール エースマスト付属品 無線用　塗装費　Ｓ－１８ＨＹ用 式 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601012010 鋼管ポール 耐候性鋼ポール カワハラポール ＫＣＲ－５．０　（丸柱・埋込式） 河原工業 カワハラポール ＫＣＲ－５．０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601012012 鋼管ポール 耐候性鋼ポール カワハラポール ＫＣＲ－Ｂ５．０　（丸柱・ベース付き） 河原工業 カワハラポール ＫＣＲ－Ｂ５．０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601012014 鋼管ポール 耐候性鋼ポール カワハラポール ＫＣＲ－５．５　（丸柱・埋込式） 河原工業 カワハラポール ＫＣＲ－５．５ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601012016 鋼管ポール 耐候性鋼ポール カワハラポール ＫＣＲ－Ｂ５．５　（丸柱・ベース付き） 河原工業 カワハラポール ＫＣＲ－Ｂ５．５ 本 632 ○ ○ 4601 電柱
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鋼管ポール―ブランド品― 4601012018 鋼管ポール 耐候性鋼ポール カワハラポール ＫＣＳ－６．０　（角柱・埋込式） 河原工業 カワハラポール ＫＣＳ－６．０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

鋼管ポール―ブランド品― 4601012020 鋼管ポール 耐候性鋼ポール カワハラポール ＫＣＳ－Ｂ６．０　（角柱・ベース付き） 河原工業 カワハラポール ＫＣＳ－Ｂ６．０ 本 632 ○ ○ 4601 電柱

支線アンカー―ブランド品― 4603041002 支線アンカー チコーアンカー １号　支線アンカーすき形 設計張力１，０００ｋｇｆ 日本地工 チコーアンカー １号　１０００ｋｇｆ 個 632 ○ ○ 4603 建柱器材

支線アンカー―ブランド品― 4603041004 支線アンカー チコーアンカー ２号　支線アンカーすき形 設計張力２，０００ｋｇｆ 日本地工 チコーアンカー ２号　２０００ｋｇｆ 個 632 ○ ○ 4603 建柱器材

支線アンカー―ブランド品― 4603041006 支線アンカー チコーアンカー ３号　支線アンカーすき形 設計張力３，０００ｋｇｆ 日本地工 チコーアンカー ３号　３０００ｋｇｆ 個 632 ○ ○ 4603 建柱器材

支線アンカー―ブランド品― 4603041008 支線アンカー チコーアンカー ４号　支線アンカーすき形 設計張力４，０００ｋｇｆ 日本地工 チコーアンカー ４号　４０００ｋｇｆ 個 632 ○ ○ 4603 建柱器材

支線アンカー―ブランド品― 4603041010 支線アンカー チコーアンカー ５号　支線アンカーすき形 設計張力５，０００ｋｇｆ 日本地工 チコーアンカー ５号　５０００ｋｇｆ 個 632 ○ ○ 4603 建柱器材

支線アンカー―ブランド品― 4603041012 支線アンカー チコーアンカー ６号　支線アンカーすき形 設計張力６，０００ｋｇｆ 日本地工 チコーアンカー ６号　６０００ｋｇｆ 個 632 ○ ○ 4603 建柱器材

支線アンカー―ブランド品― 4603041014 支線アンカー チコーアンカー ７号　支線アンカーすき形 設計張力７，０００ｋｇｆ 日本地工 チコーアンカー ７号　７０００ｋｇｆ 個 632 ○ ○ 4603 建柱器材

支線アンカー―ブランド品― 4603041016 支線アンカー チコーアンカー ８号　支線アンカーすき形　軟弱地用 日本地工 チコーアンカー ８号　軟弱地用 個 632 ○ ○ 4603 建柱器材

支線アンカー―ブランド品― 4603043002 支線アンカー ワコーアンカー １号 設計張力１，０００ｋｇｆ 和興テクノ ワコーアンカー １号　１０００ｋｇｆ 個 632 ○ ○ 4603 建柱器材

支線アンカー―ブランド品― 4603043004 支線アンカー ワコーアンカー ２号 設計張力１，５００ｋｇｆ 和興テクノ ワコーアンカー ２号　１５００ｋｇｆ 個 632 ○ ○ 4603 建柱器材

支線アンカー―ブランド品― 4603043006 支線アンカー ワコーアンカー ３号 設計張力２，５００ｋｇｆ 和興テクノ ワコーアンカー ３号　２５００ｋｇｆ 個 632 ○ ○ 4603 建柱器材

支線アンカー―ブランド品― 4603043008 支線アンカー ワコーアンカー ４号 設計張力３，２００ｋｇｆ 和興テクノ ワコーアンカー ４号　３２００ｋｇｆ 個 632 ○ ○ 4603 建柱器材

支線アンカー―ブランド品― 4603043010 支線アンカー ワコーアンカー ５号 設計張力４，５００ｋｇｆ 和興テクノ ワコーアンカー ５号　４５００ｋｇｆ 個 632 ○ ○ 4603 建柱器材

支線アンカー―ブランド品― 4603043012 支線アンカー ワコーアンカー ６号 設計張力６，５００ｋｇｆ 和興テクノ ワコーアンカー ６号　６５００ｋｇｆ 個 632 ○ ○ 4603 建柱器材

電車線柱用鋼製基礎―ブランド品― 4603041052 電車線柱用鋼製基礎 ポールパイル Ｋ２５　φ５０８ｍｍ×ｔ６．４ｍｍ×２，５００ｍｍ 日本地工 ポールパイル　Ｋ２５ 径５０８×ｔ６．４×２５００ 組 632 ○ ○ 4603 建柱器材

電車線柱用鋼製基礎―ブランド品― 4603041054 電車線柱用鋼製基礎 ポールパイル Ｋ３０　φ５０８ｍｍ×ｔ６．４ｍｍ×３，０００ｍｍ 日本地工 ポールパイル　Ｋ３０ 径５０８×ｔ６．４×３０００ 組 632 ○ ○ 4603 建柱器材
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コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011226
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＣ－１２ φ１２０～１９５ｍｍ　支線，アームタイ取り付け用 イワ
ブチ

自在バンド ４ＢＤ－ＨＣ－１２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011228
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＣ－１７ φ１７０～２６５ｍｍ　支線，アームタイ取り付け用 イワ
ブチ

自在バンド ４ＢＤ－ＨＣ－１７　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011230
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＣ－２３ φ２３０～３２５ｍｍ　支線，アームタイ取り付け用 イワ
ブチ

自在バンド ４ＢＤ－ＨＣ－２３　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011232
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＣ－３０ φ３００～４１０ｍｍ　支線，アームタイ取り付け用 イワ
ブチ

自在バンド ４ＢＤ－ＨＣ－３０　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011002
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＤ－１２ φ１２０～１９５ｍｍ　支線，アームタイ取り付け用 イワ
ブチ

自在バンド ４ＢＤ－ＨＤ－１２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011004
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＤ－１７ φ１７０～２６５ｍｍ　支線，アームタイ取り付け用 イワ
ブチ

自在バンド ４ＢＤ－ＨＤ－１７　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011006
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＤ－２３ φ２３０～３２５ｍｍ　支線，アームタイ取り付け用 イワ
ブチ

自在バンド ４ＢＤ－ＨＤ－２３　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011008
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＤ－３０ φ３００～４１０ｍｍ　支線，アームタイ取り付け用 イワ
ブチ

自在バンド ４ＢＤ－ＨＤ－３０　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011010
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＥ－１２ φ１２０～１９５ｍｍ　支線，アームタイ取り付け用 イワ
ブチ

自在バンド ４ＢＤ－ＨＥ－１２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011012
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＥ－１７ φ１７０～２６５ｍｍ　支線，アームタイ取り付け用 イワ
ブチ

自在バンド ４ＢＤ－ＨＥ－１７　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011014
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＥ－２３ φ２３０～３２５ｍｍ　支線，アームタイ取り付け用 イワ
ブチ

自在バンド ４ＢＤ－ＨＥ－２３　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011016
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ４ＢＤ－ＨＥ－３０ φ３００～４１０ｍｍ　支線，アームタイ取り付け用 イワ
ブチ

自在バンド ４ＢＤ－ＨＥ－３０　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011234
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＣ－１２ φ１２０～１９０ｍｍ　支線，アームタイ，機器類取り付け
用 イワブチ

自在バンド ３ＢＤ－ＨＣ－１２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011236
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＣ－１７ φ１７０～２６０ｍｍ　支線，アームタイ，機器類取り付け
用 イワブチ

自在バンド ３ＢＤ－ＨＣ－１７　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011238
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＣ－２３ φ２３０～３２０ｍｍ　支線，アームタイ，機器類取り付け
用 イワブチ

自在バンド ３ＢＤ－ＨＣ－２３　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011240
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＣ－３０ φ３００～４１０ｍｍ　支線，アームタイ，機器類取り付け
用 イワブチ

自在バンド ３ＢＤ－ＨＣ－３０　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011030
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＤ－１２ φ１２０～１９０ｍｍ　支線，アームタイ，機器類取り付け
用 イワブチ

自在バンド ３ＢＤ－ＨＤ－１２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011032
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＤ－１７ φ１７０～２６０ｍｍ　支線，アームタイ，機器類取り付け
用 イワブチ

自在バンド ３ＢＤ－ＨＤ－１７　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物
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コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011034
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＤ－２３ φ２３０～３２０ｍｍ　支線，アームタイ，機器類取り付け
用 イワブチ

自在バンド ３ＢＤ－ＨＤ－２３　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011036
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＤ－３０ φ３００～４１０ｍｍ　支線，アームタイ，機器類取り付け
用 イワブチ

自在バンド ３ＢＤ－ＨＤ－３０　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011038
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＥ－１２ φ１２０～１９０ｍｍ　支線，アームタイ，機器類取り付け
用 イワブチ

自在バンド ３ＢＤ－ＨＥ－１２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011040
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＥ－１７ φ１７０～２６０ｍｍ　支線，アームタイ，機器類取り付け
用 イワブチ

自在バンド ３ＢＤ－ＨＥ－１７　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011042
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＥ－２３ φ２３０～３２０ｍｍ　支線，アームタイ，機器類取り付け
用 イワブチ

自在バンド ３ＢＤ－ＨＥ－２３　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011044
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ３ＢＤ－ＨＥ－３０ φ３００～４１０ｍｍ　支線，アームタイ，機器類取り付け
用 イワブチ

自在バンド ３ＢＤ－ＨＥ－３０　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011046
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－２０６ φ１８０ｍｍ（以内）　ケーブル，足場，ラック，各種器具の取
り付け用 イワブチ

自在バンド ＩＢＴ－２０６　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011048
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－２０８ φ２５０ｍｍ（以内）　ケーブル，足場，ラック，各種器具の取
り付け用 イワブチ

自在バンド ＩＢＴ－２０８　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011050
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－２１２ φ３７０ｍｍ（以内）　ケーブル，足場，ラック，各種器具の取
り付け用 イワブチ

自在バンド ＩＢＴ－２１２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011052
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－２１５ φ４７０ｍｍ（以内）　ケーブル，足場，ラック，各種器具の取
り付け用 イワブチ

自在バンド ＩＢＴ－２１５　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011242
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－３０８ φ２５０ｍｍ（以内）　ケーブル，足場，ラック，各種器具の取
り付け用 イワブチ

自在バンド ＩＢＴ－３０８　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011244
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－３１２ φ３７０ｍｍ（以内）　ケーブル，足場，ラック，各種器具の取
り付け用 イワブチ

自在バンド ＩＢＴ－３１２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011246
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－３１５ φ４７０ｍｍ（以内）　ケーブル，足場，ラック，各種器具の取
り付け用 イワブチ

自在バンド ＩＢＴ－３１５　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011054
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－４０８ φ２５０ｍｍ（以内）　ケーブル，足場，ラック，各種器具の取
り付け用 イワブチ

自在バンド ＩＢＴ－４０８　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011056
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－４１２ φ３７０ｍｍ（以内）　ケーブル，足場，ラック，各種器具の取
り付け用 イワブチ

自在バンド ＩＢＴ－４１２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011058
コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＩＢＴ－４１５ φ４７０ｍｍ（以内）　ケーブル，足場，ラック，各種器具の取
り付け用 イワブチ

自在バンド ＩＢＴ－４１５　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011060
コンクリート柱装柱金物 自在アームバンド ＵＡＢＤ－３０８ φ１００～１２０ｍｍ　アーム及び機器類取り付け用
イワブチ

自在アームバンド ＵＡＢＤ－３０８　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011062
コンクリート柱装柱金物 自在アームバンド ＵＡＢＤ－３１２ φ１２０～２００ｍｍ　アーム及び機器類取り付け用
イワブチ

自在アームバンド ＵＡＢＤ－３１２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物
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コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011064
コンクリート柱装柱金物 自在アームバンド ＵＡＢＤ－３１７ φ１７０～２８０ｍｍ　アーム及び機器類取り付け用
イワブチ

自在アームバンド ＵＡＢＤ－３１７　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011066
コンクリート柱装柱金物 自在アームバンド ＵＡＢＤ－３２３ φ２３０～３８０ｍｍ　アーム及び機器類取り付け用
イワブチ

自在アームバンド ＵＡＢＤ－３２３　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011068
コンクリート柱装柱金物 自在アームバンド ＵＡＢＤ－３３５ φ３５０～４６０ｍｍ　アーム及び機器類取り付け用
イワブチ

自在アームバンド ＵＡＢＤ－３３５　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011268
コンクリート柱装柱金物 アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ φ１９０～２６０ｍｍ　抱アーム
（単）の取り付け用（標準型） イワブチ

アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷイワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011270
コンクリート柱装柱金物 アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＤＷ φ２６０～３３０ｍｍ　抱アーム
（単）の取り付け用（標準型） イワブチ

アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＤＷイワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011272
コンクリート柱装柱金物 アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＤＷ φ３３０～４００ｍｍ　抱アーム
（単）の取り付け用（標準型） イワブチ

アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＤＷイワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011274
コンクリート柱装柱金物 アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＬＷ φ１９０～２６０ｍｍ　抱アーム
（単）の取り付け用（標準型）　Ｌ型腕金用 イワブチ

アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＬＷイワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011276
コンクリート柱装柱金物 アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＬＷ φ２６０～３３０ｍｍ　抱アーム
（単）の取り付け用（標準型）　Ｌ型腕金用 イワブチ

アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－２６Ｓ－ＬＷイワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011278
コンクリート柱装柱金物 アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＬＷ φ３３０～４００ｍｍ　抱アーム
（単）の取り付け用（標準型）　Ｌ型腕金用 イワブチ

アームタイレスバンド（片抱） ＳＡＢＤ－３３Ｓ－ＬＷイワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011280
コンクリート柱装柱金物 アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－１９－ＤＷ φ１９０～２６０ｍｍ　抱アーム（両抱）
の取り付け用 イワブチ

アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－１９－ＤＷ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011282
コンクリート柱装柱金物 アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－２６－ＤＷ φ２６０～３３０ｍｍ　抱アーム（両抱）
の取り付け用 イワブチ

アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－２６－ＤＷ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011284
コンクリート柱装柱金物 アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－３３－ＤＷ φ３３０～４００ｍｍ　抱アーム（両抱）
の取り付け用 イワブチ

アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－３３－ＤＷ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011286
コンクリート柱装柱金物 アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－１９－ＬＷ φ１９０～２６０ｍｍ　抱アーム（両抱）
の取り付け用　Ｌ型腕金用 イワブチ

アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－１９－ＬＷ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011288
コンクリート柱装柱金物 アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－２６－ＬＷ φ２６０～３３０ｍｍ　抱アーム（両抱）
の取り付け用　Ｌ型腕金用 イワブチ

アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－２６－ＬＷ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011290
コンクリート柱装柱金物 アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－３３－ＬＷ φ３３０～４００ｍｍ　抱アーム（両抱）
の取り付け用　Ｌ型腕金用 イワブチ

アームタイレス金物（両抱） ＳＡＳ－３３－ＬＷ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011088 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ００３ φ８０ｍｍ（以内）　抱縛用 イワブチ ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ００３　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011090 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ００５ φ１４０ｍｍ（以内）　抱縛用 イワブチ ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ００５　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011092 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ１０６ φ１６０ｍｍ（以内）　抱縛用 イワブチ ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ１０６　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物
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コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011094 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ１０９ φ２６０ｍｍ（以内）　抱縛用 イワブチ ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ１０９　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011096 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ１１２ φ３５０ｍｍ（以内）　抱縛用 イワブチ ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ１１２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011098 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ１１５ φ４５０ｍｍ（以内）　抱縛用 イワブチ ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ１１５　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011100 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ２０６ φ１６０ｍｍ（以内）　抱縛用 イワブチ ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ２０６　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011102 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ２０９ φ２６０ｍｍ（以内）　抱縛用 イワブチ ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ２０９　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011104 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ２１２ φ３５０ｍｍ（以内）　抱縛用 イワブチ ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ２１２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011106 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ２１５ φ４５０ｍｍ（以内）　抱縛用 イワブチ ステンレスバンド ＳＦＴ－Ｎ２１５　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011108 コンクリート柱装柱金物 ステンレスベルト ＳＦＢＴ－Ｎ１０ 幅１０ｍｍ イワブチ ステンレスベルト ＳＦＢＴ－Ｎ１０　イワブチ ｍ 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011110 コンクリート柱装柱金物 ステンレスベルト ＳＦＢＴ－Ｎ２０ 幅２０ｍｍ イワブチ ステンレスベルト ＳＦＢＴ－Ｎ２０　イワブチ ｍ 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011112 コンクリート柱装柱金物 締付金具 ＳＬＳ－０Ｎ 幅１０ｍｍ用 イワブチ 締付金具 ＳＬＳ－０Ｎ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011114 コンクリート柱装柱金物 締付金具 ＳＬＳ－１Ｎ 幅１０ｍｍ用 イワブチ 締付金具 ＳＬＳ－１Ｎ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011116 コンクリート柱装柱金物 締付金具 ＳＬＳ－２Ｎ 幅２０ｍｍ用 イワブチ 締付金具 ＳＬＳ－２Ｎ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011124 コンクリート柱装柱金物 変圧器支持金具 ＴＲＳ－Ａ （用途）３ＢＤ－ＨＤと組み合わせて使用 イワブチ 変圧器支持金具 ＴＲＳ－Ａ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011262 コンクリート柱装柱金物 足場金具バンド付 ＡＴＦＢ＋ＩＢＴ－４１２ φ３７０ｍｍ以内 イワブチ 足場金具バンド付 ＡＴＦＢ＋ＩＢＴ４１２イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011128 コンクリート柱装柱金物 コンセント箱取付金具 ＢＸＣ－２１ （用途）ＩＢＴ－３０と組み合わせて使用 イワブチ コンセント箱取付金具 ＢＸＣ－２１　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011130 コンクリート柱装柱金物 架空地線継柱金具 ＳＡＧ－１ φ１４０～２３０ｍｍ　直線路 イワブチ 架空地線継柱金具 ＳＡＧ－１　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011132 コンクリート柱装柱金物 架空地線継柱金具 ＳＡＧ－２ φ１４０～２３０ｍｍ　引留・曲り線路 イワブチ 架空地線継柱金具 ＳＡＧ－２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011134 コンクリート柱装柱金物 電話柱共架金物 ＳＡＩ－８ φ８０～９０ｍｍ イワブチ 電話柱共架金物 ＳＡＩ－８　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物
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コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011136 コンクリート柱装柱金物 電話柱共架金物 ＳＡＩ－１２ φ１２０～１９５ｍｍ イワブチ 電話柱共架金物 ＳＡＩ－１２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011138 コンクリート柱装柱金物 作業足場 ＡＴＦＴ－Ｄ （用途）ＩＢＴ－３０，４０と組み合わせて使用 イワブチ 作業足場 ＡＴＦＴ－Ｄ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011252 コンクリート柱装柱金物 支柱金具 ＰＦ－１４ 支柱φ１４０本柱φ１４０～１９５ｍｍ イワブチ 支柱金具 ＰＦ－１４　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011254 コンクリート柱装柱金物 支柱金具 ＰＦ－１９ 支柱φ１９０本柱φ１９５～２４０ｍｍ イワブチ 支柱金具 ＰＦ－１９　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011150 コンクリート柱装柱金物 やり出し金具用芯付バンド ＤＣＢＤ－１４ φ１３５～１７０ｍｍ イワブチ 芯付バンド ＤＣＢＤ－１４　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011152 コンクリート柱装柱金物 やり出し金具用芯付バンド ＤＣＢＤ－１７ φ１７０～２２５ｍｍ イワブチ 芯付バンド ＤＣＢＤ－１７　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011154 コンクリート柱装柱金物 やり出し金具用芯付バンド ＤＣＢＤ－２３ φ２２５～２８０ｍｍ イワブチ 芯付バンド ＤＣＢＤ－２３　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011156 コンクリート柱装柱金物 やり出し金具用芯付バンド ＤＣＢＤ－２８ φ２８０～３７５ｍｍ イワブチ 芯付バンド ＤＣＢＤ－２８　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011160
コンクリート柱装柱金物 やり出し金具用アーム（芯付用） ＤＣＡ－３０ （用途）ＤＣＢＤと組み合わせて使用 イワ
ブチ

アーム ＤＣＡ－３０　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011162
コンクリート柱装柱金物 やり出し金具用アーム（芯付用） ＤＣＡ－６０ （用途）ＤＣＢＤと組み合わせて使用 イワ
ブチ

アーム ＤＣＡ－６０　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011164
コンクリート柱装柱金物 やり出し金具用アーム（芯付用） ＤＣＡ－１００ （用途）ＤＣＢＤと組み合わせて使用 イ
ワブチ

アーム ＤＣＡ－１００　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011172 コンクリート柱装柱金物 つり線クランプ ＷＪＣ－２ 長１３０ イワブチ つり線クランプ ＷＪＣ－２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011174 コンクリート柱装柱金物 柱間分岐金具 ＴＷＢＣ－１ イワブチ 柱間分岐金具 ＴＷＢＣ－１　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011176 コンクリート柱装柱金物 直付吊架金具 ＷＬＨ－１ イワブチ 直付吊架金具 ＷＬＨ－１　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011177 コンクリート柱装柱金物 直付吊架金具 ＷＬＨ－２ イワブチ 直付吊架金具 ＷＬＨ－２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011178 コンクリート柱装柱金物 フック金物 ＤＷＨ－Ａ イワブチ フック金物 ＤＷＨ－Ａ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011180 コンクリート柱装柱金物 フック金物 ＤＷＨ－Ｂ イワブチ フック金物 ＤＷＨ－Ｂ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011182 コンクリート柱装柱金物 つり線十字金物 ＣＷＧ イワブチ つり線十字金物 ＣＷＧ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物
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コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011184 コンクリート柱装柱金物 柱間引込線留金物 ＢＷＣ （用途）ＳＣＨと組み合わせて使用 イワブチ 柱間引込線留金物 ＢＷＣ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011186
コンクリート柱装柱金物 専用柱やり出し金具用アーム（芯付用） ＸＤＣＡ－３０ （用途）ＸＤＣＢＤと組み合わせて
使用 イワブチ

アーム ＸＤＣＡ－３０　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011188
コンクリート柱装柱金物 専用柱やり出し金具用アーム（芯付用） ＸＤＣＡ－６０ （用途）ＸＤＣＢＤと組み合わせて
使用 イワブチ

アーム ＸＤＣＡ－６０　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011190
コンクリート柱装柱金物 専用柱やり出し金具用アーム（芯付用） ＸＤＣＡ－１００ （用途）ＸＤＣＢＤと組み合わせ
て使用 イワブチ

アーム ＸＤＣＡ－１００　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011192 コンクリート柱装柱金物 小径バンド ＴＶＢＤ－８ φ８９ｍｍ イワブチ 小径バンド ＴＶＢＤ－８　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011194 コンクリート柱装柱金物 小径バンド ＴＶＢＤ－１１ φ１１４ｍｍ イワブチ 小径バンド ＴＶＢＤ－１１　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011196 コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＣＡＢＤ－８ φ８０～１１０ｍｍ　支線吊架用 イワブチ 自在バンド ＣＡＢＤ－８　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011198 コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＣＡＢＤ－１１ φ１１０～１３５ｍｍ　支線吊架用 イワブチ 自在バンド ＣＡＢＤ－１１　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011200 コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＣＡＢＤ－１４ φ１３５～１６５ｍｍ　支線吊架用 イワブチ 自在バンド ＣＡＢＤ－１４　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011202 コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＣＡＢＤ－１６ φ１６０～２４０ｍｍ　支線吊架用 イワブチ 自在バンド ＣＡＢＤ－１６　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011204 コンクリート柱装柱金物 自在バンド ＣＡＢＤ－２２ φ２２０～３００ｍｍ　支線吊架用 イワブチ 自在バンド ＣＡＢＤ－２２　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011206 コンクリート柱装柱金物 引込線引留具 ＳＣＨ イワブチ 引込線引留具 ＳＣＨ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011214 コンクリート柱装柱金物 ネット支持金具 ＮＥＴＳ （用途）４ＢＤ・３ＢＤと組み合わせ イワブチ ネット支持金具 ＮＥＴＳ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011217 コンクリート柱装柱金物 セフティーガード ＳＧＰＥ－Ｐ１００－２００グリーン ポール用 イワブチ セフティーガード ＳＧＰＥ－Ｐ１００－２００緑 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011218 コンクリート柱装柱金物 セフティーガード ＳＧＰＥ－Ｗ２００ ワイヤー用 イワブチ セフティーガード ＳＧＰＥ－Ｗ２００　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011256
コンクリート柱装柱金物 自在バンド太径柱用 ６ＢＤ－Ｅ－４１ φ４１０～５８０ｍｍ　ネット支持金具ワイア，支線
等の取り付け イワブチ

自在バンド太径柱用 ６ＢＤ－Ｅ－４１　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011258
コンクリート柱装柱金物 自在バンド太径柱用 ６ＢＤ－Ｅ－５５ φ５５０～７２０ｍｍ　ネット支持金具ワイア，支線
等の取り付け イワブチ

自在バンド太径柱用 ６ＢＤ－Ｅ－５５　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011260
コンクリート柱装柱金物 自在バンド太径柱用 ６ＢＤ－Ｅ－１００ φ１０００～１１３０ｍｍ　ネット支持金具ワイ
ア，支線等の取り付け イワブチ

自在バンド太径柱用 ６ＢＤ－Ｅ－１００　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物
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コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605011261
コンクリート柱装柱金物 照明柱用引込線引留バンド ＳＨＢＤ－８Ｌ 適用鋼管柱径φ８９，１０１，１１５，１２０
イワブチ

照明柱用引込線引留バンド ＳＨＢＤ－８Ｌ　イワブチ 個 633 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015228 コンクリート柱装柱金物 ＥＷＳ－Ａ型ＢＤケーブルハンガー Ｌ－１ 外山電気 ＥＷＳＡ型ＢＤケーブルハンガー Ｌ－１　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015230 コンクリート柱装柱金物 ＥＷＳ－Ａ型ＢＤケーブルハンガー Ｌ－２ 外山電気 ＥＷＳＡ型ＢＤケーブルハンガー Ｌ－２　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015232 コンクリート柱装柱金物 ＥＷＳ－Ａ型ＢＤケーブルハンガー Ｌ－３ 外山電気 ＥＷＳＡ型ＢＤケーブルハンガー Ｌ－３　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015008 コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド １号　１６０～２６０　７２０（０．７×２０） 外山電気 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド １号　７２０　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015010 コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ２号　２６０～３７０　７２０（０．７×２０） 外山電気 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ２号　７２０　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015012 コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ３号　３５０～４１０　７２０（０．７×２０） 外山電気 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ３号　７２０　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015014 コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ０号　８０～１６０　１，２４０（１．２×４０） 外山電気 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ０号　１２４０　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015016
コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド １号　１６０～２６０　１，２４０（１．２×４０） 外山電
気

ＥＴＳ型ステンレス自在バンド １号　１２４０　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015018
コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ２号　２６０～３７０　１，２４０（１．２×４０） 外山電
気

ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ２号　１２４０　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015020
コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ３号　３５０～４１０　１，２４０（１．２×４０） 外山電
気

ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ３号　１２４０　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015022
コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド １号　１６０～２６０　１，２５０（１．２×５０） 外山電
気

ＥＴＳ型ステンレス自在バンド １号　１２５０　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015024
コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ２号　２６０～３７０　１，２５０（１．２×５０） 外山電
気

ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ２号　１２５０　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015026
コンクリート柱装柱金物 ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ３号　３５０～４１０　１，２５０（１．２×５０） 外山電
気

ＥＴＳ型ステンレス自在バンド ３号　１２５０　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015028 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（調整型） ３０４型　０．３×４ｍｍ　長３０ｍ 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３０４型　調整型　外山 巻 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015030 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（調整型） ３０９型　０．３×９ｍｍ　長３０ｍ 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３０９型　調整型　外山 巻 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015032 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（調整型） ３１８型　０．３×１８ｍｍ　長３０ｍ 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３１８型　調整型　外山 巻 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015034
コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド用締付金具（調整型） ３０４型用　ＥＮ－１型　３０組入 外山電
気

ステンねじ無しバンド用締付金具 ３０４型用　ＥＮ－１型　外山 袋 634 ○ ○ 4605 装柱金物
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コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015036
コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド用締付金具（調整型） ３０９型用　ＥＮ－１型　３０組入 外山電
気

ステンねじ無しバンド用締付金具 ３０９型用　ＥＮ－１型　外山 袋 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015038
コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド用締付金具（調整型） ３０９型用　ＥＮ－２型　３０組入 外山電
気

ステンねじ無しバンド用締付金具 ３０９型用　ＥＮ－２型　外山 袋 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015040
コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド用締付金具（調整型） ３１８型用　ＥＮ－１型　３０組入 外山電
気

ステンねじ無しバンド用締付金具 ３１８型用　ＥＮ－１型　外山 袋 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015042
コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド用締付金具（調整型） ３１８型用　ＥＮ－２型　３０組入 外山電
気

ステンねじ無しバンド用締付金具 ３１８型用　ＥＮ－２型　外山 袋 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015044 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（定尺型） ３０４，ＥＮ１型１号　径２００ｍｍ以下 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３０４　ＥＮ１－１　定尺　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015046 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（定尺型） ３０４，ＥＮ１型２号　径３００ｍｍ以下 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３０４　ＥＮ１－２　定尺　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015048 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（定尺型） ３０４，ＥＮ１型３号　径４００ｍｍ以下 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３０４　ＥＮ１－３　定尺　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015050 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（定尺型） ３０９，ＥＮ１型１号　径２００ｍｍ以下 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３０９　ＥＮ１－１　定尺　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015052 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（定尺型） ３０９，ＥＮ１型２号　径３００ｍｍ以下 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３０９　ＥＮ１－２　定尺　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015054 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（定尺型） ３０９，ＥＮ１型３号　径４００ｍｍ以下 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３０９　ＥＮ１－３　定尺　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015056 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（定尺型） ３０９，ＥＮ２型１号　径２００ｍｍ以下 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３０９　ＥＮ２－１　定尺　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015058 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（定尺型） ３０９，ＥＮ２型２号　径３００ｍｍ以下 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３０９　ＥＮ２－２　定尺　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015060 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（定尺型） ３０９，ＥＮ２型３号　径４００ｍｍ以下 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３０９　ＥＮ２－３　定尺　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015062 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（定尺型） ３１８，ＥＮ１型１号　径２００ｍｍ以下 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３１８　ＥＮ１－１　定尺　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015064 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（定尺型） ３１８，ＥＮ１型２号　径３００ｍｍ以下 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３１８　ＥＮ１－２　定尺　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015066 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（定尺型） ３１８，ＥＮ１型３号　径４００ｍｍ以下 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３１８　ＥＮ１－３　定尺　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015068 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（定尺型） ３１８，ＥＮ２型１号　径２００ｍｍ以下 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３１８　ＥＮ２－１　定尺　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015070 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（定尺型） ３１８，ＥＮ２型２号　径３００ｍｍ以下 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３１８　ＥＮ２－２　定尺　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物
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コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015072 コンクリート柱装柱金物 ステンレスねじ無しバンド（定尺型） ３１８，ＥＮ２型３号　径４００ｍｍ以下 外山電気 ステンレスねじ無しバンド ３１８　ＥＮ２－３　定尺　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015074 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｓ型１号　柱径２００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｓ型１号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015076 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｓ型２号　柱径３００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｓ型２号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015078 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｓ型３号　柱径４００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｓ型３号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015080 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｍ型１号　柱径２００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｍ型１号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015082 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｍ型２号　柱径３００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｍ型２号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015084 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｍ型３号　柱径４００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｍ型３号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015086 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｋ型１号　柱径２００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｋ型１号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015088 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｋ型２号　柱径３００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｋ型２号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015090 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｋ型３号　柱径４００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｋ型３号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015092 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｈ型１号　柱径２００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｈ型１号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015094 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｈ型２号　柱径３００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｈ型２号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015096 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｈ型３号　柱径４００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｈ型３号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015098 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｇ型１号　柱径２００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｇ型１号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015100 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｇ型２号　柱径３００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｇ型２号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015102 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｇ型３号　柱径４００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｇ型３号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015104 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｄ型１号　柱径２００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｄ型１号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015106 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｄ型２号　柱径３００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｄ型２号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物
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コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015108 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド（ＥＴＧ型） Ｄ型３号　柱径４００ｍｍ以下 外山電気 ＥＴＧ型ステンレスバンド Ｄ型３号　外山 本 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015110 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド用締付金具 Ｍ型（ナット脱落防止付き） 外山電気 ステンレスバンド用締付金具 Ｍ型　ナット脱落防止付き　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015112 コンクリート柱装柱金物 ステンレスバンド用締付金具 Ｋ型（Ｌ型金物） 外山電気 ステンレスバンド用締付金具 Ｋ型　Ｌ型金物　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015114 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－１０　外径１０カバー付き 外山電気 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ＡＣ－１０　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015116 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－１２　外径１２カバー付き 外山電気 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ＡＣ－１２　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015118 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－１６　外径１６カバー付き 外山電気 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ＡＣ－１６　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015120 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－２０　外径２０カバー付き 外山電気 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ＡＣ－２０　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015122 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－２３　外径２２カバー付き 外山電気 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ＡＣ－２３　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015124 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－２８　外径２８カバー付き 外山電気 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ＡＣ－２８　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015126 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－３２　外径３２カバー付き 外山電気 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ＡＣ－３２　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015128 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－３４　外径３６カバー付き 外山電気 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ＡＣ－３４　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015130 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－３９　外径４０カバー付き 外山電気 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ＡＣ－３９　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015132 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－４４　外径４４カバー付き 外山電気 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ＡＣ－４４　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015134 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ケーブル用ＡＣ－５０　外径５０カバー付き 外山電気 ＥＳＡＣ型ステンレスサドル ＡＣ－５０　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015150 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＢＰ差込み型ステンレスサドル ＢＰ－１０　Ｄ＝１０．５　カバー付き 外山電気 ＥＳＢＰ差込みステンレスサドル ＢＰ－１０　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015152 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＢＰ差込み型ステンレスサドル ＢＰ－１５　Ｄ＝１５．９　カバー付き 外山電気 ＥＳＢＰ差込みステンレスサドル ＢＰ－１５　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015154 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＢＰ差込み型ステンレスサドル ＢＰ－１９　Ｄ＝１９．０　カバー付き 外山電気 ＥＳＢＰ差込みステンレスサドル ＢＰ－１９　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015156 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＢＰ差込み型ステンレスサドル ＢＰ－２５　Ｄ＝２５．４　カバー付き 外山電気 ＥＳＢＰ差込みステンレスサドル ＢＰ－２５　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物
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コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015158 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＢＰ差込み型ステンレスサドル ＢＰ－３１　Ｄ＝３１．８　カバー付き 外山電気 ＥＳＢＰ差込みステンレスサドル ＢＰ－３１　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015160 コンクリート柱装柱金物 ＥＳＢＰ差込み型ステンレスサドル ＢＰ－３９　Ｄ＝３８．１　カバー付き 外山電気 ＥＳＢＰ差込みステンレスサドル ＢＰ－３９　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015176 コンクリート柱装柱金物 高圧ケーブル防護管 １００－１型　全長２，７６０ｍｍ　ふた止めピン 外山電気 高圧ケーブル防護管 １００－１型　外山 組 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015178 コンクリート柱装柱金物 高圧ケーブル防護管 １００－２型　全長２，７６０ｍｍ　ふた止めボルト 外山電気 高圧ケーブル防護管 １００－２型　外山 組 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015180 コンクリート柱装柱金物 高圧ケーブル防護管 １１０型　全長３，０２０ｍｍ　ふた止めボルト 外山電気 高圧ケーブル防護管 １１０型　外山 組 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015182 コンクリート柱装柱金物 高圧ケーブル防護管 １５０型　全長３，０６０ｍｍ　ふた止めボルト 外山電気 高圧ケーブル防護管 １５０型　外山 組 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015194 コンクリート柱装柱金物 ＳＰがいし（ＥＵＢ－１） 小玉　Ｊボルト付き 外山電気 ＳＰがいし ＥＵＢ－１　外山 組 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015206 コンクリート柱装柱金物 Ｊボルト（ＥＵＡ－１） １６φ×１７０ｍｍ 外山電気 Ｊボルト ＥＵＡ－１　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015208 コンクリート柱装柱金物 Ｊボルト（ＥＵＡ－２） １６φ×２３０ｍｍ 外山電気 Ｊボルト ＥＵＡ－２　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015210 コンクリート柱装柱金物 がいし座Ｌ金物（Ｅ５０３－１） ６５ｍｍ　アングル用 外山電気 がいし座Ｌ金物 Ｅ５０３－１　アングル用　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

コンクリート柱装柱金物―ブランド品― 4605015212 コンクリート柱装柱金物 がいし座Ｌ金物（Ｅ５０３－２） ７５ｍｍ　アングル用 外山電気 がいし座Ｌ金物 Ｅ５０３－２　アングル用　外山 個 634 ○ ○ 4605 装柱金物

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011002 高圧架線金具（Ｃｕ用コッターボルト付き） １号Ａ（２２～３８ｍｍ２） 浅羽製作所 高圧架線金具 １号Ａ　２２～３８ｍｍ２　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011004 高圧架線金具（Ｃｕ用コッターボルト付き） １号Ｂ（５０～６０ｍｍ２） 浅羽製作所 高圧架線金具 １号Ｂ　５０～６０ｍｍ２　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011006 高圧架線金具（Ｃｕ用コッターボルト付き） １号Ｃ（１００ｍｍ２） 浅羽製作所 高圧架線金具 １号Ｃ　１００ｍｍ２　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011014 高圧架線アルミ金具（ＡＣＳＲ用コッターボルト付き） １号Ａ（３２ｍｍ２） 浅羽製作所 高圧架線アルミ金具 １号Ａ　３２ｍｍ２　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011016 高圧架線アルミ金具（ＡＣＳＲ用コッターボルト付き） １号Ｂ（５８ｍｍ２） 浅羽製作所 高圧架線アルミ金具 １号Ｂ　５８ｍｍ２　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011018 高圧架線アルミ金具（ＡＣＳＲ用コッターボルト付き） １号Ｃ（９５ｍｍ２） 浅羽製作所 高圧架線アルミ金具 １号Ｃ　９５ｍｍ２　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011020 がいし金具 軽腕金用（ボルト付き） 浅羽製作所 がいし金具 軽腕金用　ボルト付　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料
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配電線用架線金物―ブランド品― 4609011022 がいし金具 アングル用（ボルト付き） 浅羽製作所 がいし金具 アングル用　ボルト付　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011024 架線引留金具（耐張ストラップ） Ｌ＝２２０（ボルト付き） 浅羽製作所 架線引留金具 Ｌ２２０　ボルト付　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011026 架線引留金具（耐張ストラップ） Ｌ＝１００（ボルト付き） 浅羽製作所 架線引留金具 Ｌ１００　ボルト付　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011028 耐張シンプル ＯＥ線引留用 浅羽製作所 耐張シンプル ＯＥ線引留用　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011030 架空地線支持金具 Ｓｔ　φ５５用 浅羽製作所 架空地線支持金具 Ｓｔ径５５用　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011032 架空地線支持金具 Ｃｕ２２～φ３８用 浅羽製作所 架空地線支持金具 Ｃｕ径２２～３８用　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011034 電線圧縮接続金具 支線用　５５クレビス 浅羽製作所 電線圧縮接続金具 支線用５５クレビス　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011036 電線圧縮接続金具 支線用　９０クレビス 浅羽製作所 電線圧縮接続金具 支線用９０クレビス　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011038 電線圧縮接続金具 支線用　５５アイ 浅羽製作所 電線圧縮接続金具 支線用５５アイ　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011040 ＬＰがいし支持金具（トンネル用） ２線用（ＯＥ電線用） 浅羽製作所 ＬＰがいし支持金具 ２線用　トンネル用　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011042 ＬＰがいし支持金具（トンネル用） ３線用（ＯＥ電線用） 浅羽製作所 ＬＰがいし支持金具 ３線用　トンネル用　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011158 トンネル用ケーブル支持具 ＴＡ　Ｌ１＝８５（亜鉛めっき） 通信線にも使用可能 浅羽製作所 トンネル用ケーブル支持具 ＴＡ　Ｌ１＝８５　めっき　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011160 トンネル用ケーブル支持具 ＴＢ　Ｌ１＝１７０（亜鉛めっき） 通信線にも使用可能 浅羽製作所 トンネル用ケーブル支持具 ＴＢ　Ｌ１＝１７０　めっき浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011162 トンネル用ケーブル支持具 ＴＣ　Ｌ１＝２５５（亜鉛めっき） 通信線にも使用可能 浅羽製作所 トンネル用ケーブル支持具 ＴＣ　Ｌ１＝２５５　めっき浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011164 トンネル用ケーブル支持具 ＴＤ　Ｌ１＝３４０（亜鉛めっき） 通信線にも使用可能 浅羽製作所 トンネル用ケーブル支持具 ＴＤ　Ｌ１＝３４０　めっき浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011166 トンネル用ケーブル支持具 ＴＥ　Ｌ１＝４２５（亜鉛めっき） 通信線にも使用可能 浅羽製作所 トンネル用ケーブル支持具 ＴＥ　Ｌ１＝４２５　めっき浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011168 トンネル用ケーブル支持具 ＴＦ　Ｌ１＝５１０（亜鉛めっき） 通信線にも使用可能 浅羽製作所 トンネル用ケーブル支持具 ＴＦ　Ｌ１＝５１０　めっき浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011170 トンネル用ケーブル支持具 ＴＧ　Ｌ１＝５９５（亜鉛めっき） 通信線にも使用可能 浅羽製作所 トンネル用ケーブル支持具 ＴＧ　Ｌ１＝５９５　めっき浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料
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配電線用架線金物―ブランド品― 4609011172 トンネル用ケーブル支持具 ＳＤ　Ｌ１＝３４０（ＳＵＳ３０４） 通信線にも使用可能 浅羽製作所 トンネル用ケーブル支持具 ＳＤ　Ｌ１＝３４０　ＳＵＳ浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011174 トンネル用ケーブル支持具 ＳＥ　Ｌ１＝４２５（ＳＵＳ３０４） 通信線にも使用可能 浅羽製作所 トンネル用ケーブル支持具 ＳＥ　Ｌ１＝４２５　ＳＵＳ浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011176 一般用ケーブル受皿 １５Ｒ（ポリエチレン製） 通信線にも使用可能 浅羽製作所 一般用ケーブル受皿 １５Ｒ　ポリエチレン製　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011178 一般用ケーブル受皿 ２５Ｒ（ポリエチレン製） 通信線にも使用可能 浅羽製作所 一般用ケーブル受皿 ２５Ｒ　ポリエチレン製　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011180 低圧線用受皿 １０Ｒ（ポリエチレン製） 浅羽製作所 低圧線用受皿 １０Ｒ　ポリエチレン製　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011182 中間受 Ｌ５０（ポリエチレン製） 通信線にも使用可能 浅羽製作所 配電線用中間受 Ｌ５０　ポリエチレン製　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011184 中間受 Ｌ７５（ポリエチレン製） 通信線にも使用可能 浅羽製作所 配電線用中間受 Ｌ７５　ポリエチレン製　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011186 ケーブル受皿 １５Ｒ（６－ナイロン製） 浅羽製作所 ケーブル受皿 １５Ｒ　６－ナイロン製　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011188 低圧線用受皿 １０Ｒ（６－ナイロン製） 浅羽製作所 低圧線用受皿 １０Ｒ　６－ナイロン製　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011190 ケーブル押え １５Ｒ受皿用 通信線にも使用可能 浅羽製作所 ケーブル押え １５Ｒ受皿用　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011192 ケーブル押え ２５Ｒ受皿用 通信線にも使用可能 浅羽製作所 ケーブル押え ２５Ｒ受皿用　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011194 低圧線引留金具 ４線用片引（亜鉛めっき） 浅羽製作所 低圧線引留金具 ４線用片引　亜鉛めっき　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011196 低圧線引留金具 ５線用片引（亜鉛めっき） 浅羽製作所 低圧線引留金具 ５線用片引　亜鉛めっき　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011198 低圧線引留金具 ４線用両引（亜鉛めっき） 浅羽製作所 低圧線引留金具 ４線用両引　亜鉛めっき　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011200 低圧線引留金具 ５線用両引（亜鉛めっき） 浅羽製作所 低圧線引留金具 ５線用両引　亜鉛めっき　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011202 低圧線引留金具 ６線用片引（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所 低圧線引留金具 ６線用片引　ＳＵＳ３０４　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011204 低圧線引留金具 ６線用両引（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所 低圧線引留金具 ６線用両引　ＳＵＳ３０４　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011074 ちょう架線引留金具 アングル用　Ｌ７５単 通信線にも使用可能 浅羽製作所 ちょう架線引留金具 アングル用　Ｌ７５　単　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料
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配電線用架線金物―ブランド品― 4609011076 ちょう架線引留金具 アングル用　Ｌ７５複 通信線にも使用可能 浅羽製作所 ちょう架線引留金具 アングル用　Ｌ７５　複　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011078 接地線保護装置 端子付き　Ｌ＝２７５０ 浅羽製作所 接地線保護装置 端子付き　Ｌ２７５０　浅羽 本 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011080 接地線保護装置 端子無し　Ｌ＝２７５０ 浅羽製作所 接地線保護装置 端子無し　Ｌ２７５０　浅羽 本 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011082 接地極埋設表示板 １０型　バンド付き 浅羽製作所 接地極埋設表示板 １０型　バンド付　浅羽 組 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011206 電線防護カバー（塩ビ製） φ８（２２～３８°） 浅羽製作所 電線防護カバー（塩ビ製） 径８　２２～３８度　浅羽 ｍ 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011208 電線防護カバー（塩ビ製） φ１２（６０～１００°） 浅羽製作所 電線防護カバー（塩ビ製） 径１２　６０～１００度　浅羽 ｍ 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011210 電線防護カバー（塩ビ製） φ１８（１３５～２００°） 浅羽製作所 電線防護カバー（塩ビ製） 径１８　１３５～２００度　浅羽 ｍ 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011112 分岐カバー ２２～３８用（２線用） 浅羽製作所 分岐カバー ２２～３８用　２線用　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011114 分岐カバー ６０用（２線用） 浅羽製作所 分岐カバー ６０用　２線用　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011116 分岐カバー １００用（２線用） 浅羽製作所 分岐カバー １００用　２線用　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011118 高圧回線表示札 Ｌ７５用（赤・白） 浅羽製作所 高圧回線表示札 Ｌ７５用　赤・白　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011120 高圧回線表示札 □７５用（赤・白） 浅羽製作所 高圧回線表示札 □７５用　赤・白　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011122 極性表示札 ステンレスバンド付き 浅羽製作所 極性表示札 ステンレスバンド付　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011134 道路トンネル用ケーブル支持具 １条用（亜鉛めっき） 浅羽製作所 道路トンネル用ケーブル支持具 １条用　亜鉛めっき　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011136 道路トンネル用ケーブル支持具 ２条用（亜鉛めっき） 浅羽製作所 道路トンネル用ケーブル支持具 ２条用　亜鉛めっき　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011138 道路トンネル用ケーブル支持具 ３条用（亜鉛めっき） 浅羽製作所 道路トンネル用ケーブル支持具 ３条用　亜鉛めっき　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011140 道路トンネル用ケーブル支持具 ４条用（亜鉛めっき） 浅羽製作所 道路トンネル用ケーブル支持具 ４条用　亜鉛めっき　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011142 道路トンネル用ケーブル支持具 ５条用（亜鉛めっき） 浅羽製作所 道路トンネル用ケーブル支持具 ５条用　亜鉛めっき　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料
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配電線用架線金物―ブランド品― 4609011144 道路トンネル用ケーブル傾斜用受皿 １０Ｒ（ポリエチレン） 浅羽製作所 道路トンネルケーブル傾斜用受皿 １０Ｒ　ポリエチレン　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011146 道路トンネル用ケーブル傾斜用受皿 １５Ｒ（ポリエチレン） 浅羽製作所 道路トンネルケーブル傾斜用受皿 １５Ｒ　ポリエチレン　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011148 道路トンネル用ケーブル傾斜用受皿 ２０Ｒ（ポリエチレン） 浅羽製作所 道路トンネルケーブル傾斜用受皿 ２０Ｒ　ポリエチレン　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011150 道路トンネル用ケーブル傾斜用受皿 ２５Ｒ（ポリエチレン） 浅羽製作所 道路トンネルケーブル傾斜用受皿 ２５Ｒ　ポリエチレン　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011152 道路トンネル用ケーブル押え １０Ｒ　受皿用 浅羽製作所 道路トンネル用ケーブル押え １０Ｒ　受皿用　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011154 道路トンネル用ケーブル押え １５Ｒ　受皿用 浅羽製作所 道路トンネル用ケーブル押え １５Ｒ　受皿用　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011156 道路トンネル用ケーブル押え ２０Ｒ　受皿用 浅羽製作所 道路トンネル用ケーブル押え ２０Ｒ　受皿用　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011157 道路トンネル用ケーブル押え ２５Ｒ　受皿用 浅羽製作所 道路トンネル用ケーブル押え ２５Ｒ　受皿用　浅羽 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011508 １号懸垂金具 ＡＣＳＲ　３２□ 古河電工パワーシステムズ １号懸垂金具 ＡＣＳＲ　３２□　古河電工 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011558 １号懸垂金具 ＡＣＳＲ　５８□ 古河電工パワーシステムズ １号懸垂金具 ＡＣＳＲ　５８□　古河電工 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609011510 １号懸垂金具 ＡＣＳＲ　９５，１２０□ 古河電工パワーシステムズ １号懸垂金具 ＡＣＳＲ　９５□　１２０□古河 個 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609014502 三連バンド ２００ｍｍ 土井製作所 三連バンド ２００ｍｍ　土井製作所 組 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609014504 三連バンド ２２０ｍｍ 土井製作所 三連バンド ２２０ｍｍ　土井製作所 組 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609014506 三連バンド ２４０ｍｍ 土井製作所 三連バンド ２４０ｍｍ　土井製作所 組 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609014508 三連バンド ２６０ｍｍ 土井製作所 三連バンド ２６０ｍｍ　土井製作所 組 635 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015002 巻付グリップ ８ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気 巻付グリップ ８　シンブル・玉がいし　東神 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015004 巻付グリップ １１ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気 巻付グリップ １１　シンブル・玉がいし　東神 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015006 巻付グリップ １２ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気 巻付グリップ １２　シンブル・玉がいし　東神 個 636 ○ ○ 4609 架線材料
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配電線用架線金物―ブランド品― 4609015008 巻付グリップ １４ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気 巻付グリップ １４　シンブル・玉がいし　東神 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015010 巻付グリップ １８ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気 巻付グリップ １８　シンブル・玉がいし　東神 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015012 巻付グリップ ２２ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気 巻付グリップ ２２　シンブル・玉がいし　東神 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015014 巻付グリップ ３０ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気 巻付グリップ ３０　シンブル・玉がいし　東神 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015016 巻付グリップ ３８ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気 巻付グリップ ３８　シンブル・玉がいし　東神 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015018 巻付グリップ ４５ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気 巻付グリップ ４５　シンブル・玉がいし　東神 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015020 巻付グリップ ５５ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気 巻付グリップ ５５　シンブル・玉がいし　東神 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015022 巻付グリップ ７０ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気 巻付グリップ ７０　シンブル・玉がいし　東神 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015024 巻付グリップ ９０ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気 巻付グリップ ９０　シンブル・玉がいし　東神 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015026 巻付グリップ １３５ｍｍ２（シンブル用，玉がいし用） 東神電気 巻付グリップ １３５　シンブル・玉がいし東神 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015028 巻付グリップ ８ｍｍ２（直線用） 東神電気 巻付グリップ ８ｍｍ２　直線用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015030 巻付グリップ １１ｍｍ２（直線用） 東神電気 巻付グリップ １１ｍｍ２　直線用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015032 巻付グリップ １２ｍｍ２（直線用） 東神電気 巻付グリップ １２ｍｍ２　直線用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015034 巻付グリップ １４ｍｍ２（直線用） 東神電気 巻付グリップ １４ｍｍ２　直線用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015036 巻付グリップ １８ｍｍ２（直線用） 東神電気 巻付グリップ １８ｍｍ２　直線用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015038 巻付グリップ ２２ｍｍ２（直線用） 東神電気 巻付グリップ ２２ｍｍ２　直線用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015040 巻付グリップ ３０ｍｍ２（直線用） 東神電気 巻付グリップ ３０ｍｍ２　直線用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015042 巻付グリップ ３８ｍｍ２（直線用） 東神電気 巻付グリップ ３８ｍｍ２　直線用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料
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配電線用架線金物―ブランド品― 4609015044 巻付グリップ ４５ｍｍ２（直線用） 東神電気 巻付グリップ ４５ｍｍ２　直線用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015046 巻付グリップ ５５ｍｍ２（直線用） 東神電気 巻付グリップ ５５ｍｍ２　直線用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015048 巻付グリップ ７０ｍｍ２（直線用） 東神電気 巻付グリップ ７０ｍｍ２　直線用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015050 巻付グリップ ９０ｍｍ２（直線用） 東神電気 巻付グリップ ９０ｍｍ２　直線用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015052 巻付グリップ １３５ｍｍ２（直線用） 東神電気 巻付グリップ １３５ｍｍ２　直線用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015054 巻付グリップ ８ｍｍ２（木柱用） 東神電気 巻付グリップ ８ｍｍ２　木柱用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015056 巻付グリップ １１ｍｍ２（木柱用） 東神電気 巻付グリップ １１ｍｍ２　木柱用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015058 巻付グリップ １２ｍｍ２（木柱用） 東神電気 巻付グリップ １２ｍｍ２　木柱用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015060 巻付グリップ １４ｍｍ２（木柱用） 東神電気 巻付グリップ １４ｍｍ２　木柱用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015062 巻付グリップ １８ｍｍ２（木柱用） 東神電気 巻付グリップ １８ｍｍ２　木柱用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015064 巻付グリップ ２２ｍｍ２（木柱用） 東神電気 巻付グリップ ２２ｍｍ２　木柱用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015066 巻付グリップ ３０ｍｍ２（木柱用） 東神電気 巻付グリップ ３０ｍｍ２　木柱用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015068 巻付グリップ ３８ｍｍ２（木柱用） 東神電気 巻付グリップ ３８ｍｍ２　木柱用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015070 巻付グリップ ４５ｍｍ２（木柱用） 東神電気 巻付グリップ ４５ｍｍ２　木柱用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015072 巻付グリップ ５５ｍｍ２（木柱用） 東神電気 巻付グリップ ５５ｍｍ２　木柱用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015074 巻付グリップ ７０ｍｍ２（木柱用） 東神電気 巻付グリップ ７０ｍｍ２　木柱用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015076 巻付グリップ ９０ｍｍ２（木柱用） 東神電気 巻付グリップ ９０ｍｍ２　木柱用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609015078 巻付グリップ １３５ｍｍ２（木柱用） 東神電気 巻付グリップ １３５ｍｍ２　木柱用　東神電気 個 636 ○ ○ 4609 架線材料
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配電線用架線金物―ブランド品― 4609011502 高圧引留クランプ ＡＣＳＲ３２・５８ 古河電工パワーシステムズ 高圧引留クランプ ＡＣＳＲ　３２・５８　古河電工 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013010 銅線用引留クランプ 耐張碍子用　小３８ｍｍ２ 恒和工業 銅線用引留クランプ 耐張碍子用　小　恒和工業 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013012 銅線用引留クランプ 耐張碍子用　中６０ｍｍ２ 恒和工業 銅線用引留クランプ 耐張碍子用　中　恒和工業 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013014 銅線用引留クランプ 耐張碍子用　大１００ｍｍ２ 恒和工業 銅線用引留クランプ 耐張碍子用　大　恒和工業 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013015 銅線用引留クランプ 耐張碍子用　特大１５０ｍｍ２ 恒和工業 銅線用引留クランプ 耐張碍子用　特大　恒和工業 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013064 銅線用引留クランプ 懸垂碍子用　小３８ｍｍ２ 恒和工業 銅線用引留クランプ 懸垂碍子用　小　恒和工業 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013066 銅線用引留クランプ 懸垂碍子用　中６０ｍｍ２ 恒和工業 銅線用引留クランプ 懸垂碍子用　中　恒和工業 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013068 アルミ線用引留クランプ 耐張碍子用　小５８ｍｍ２ 恒和工業 アルミ線用引留クランプ 耐張碍子用　小　恒和工業 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013070 アルミ線用引留クランプ 耐張碍子用　中１２０ｍｍ２ 恒和工業 アルミ線用引留クランプ 耐張碍子用　中　恒和工業 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013072 アルミ線用引留クランプ 耐張碍子用　大２００ｍｍ２ 恒和工業 アルミ線用引留クランプ 耐張碍子用　大　恒和工業 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013074 アルミ線用引留クランプ 懸垂碍子用　小５８ｍｍ２ 恒和工業 アルミ線用引留クランプ 懸垂碍子用　小　恒和工業 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013076 アルミ線用引留クランプ 懸垂碍子用　中１２０ｍｍ２ 恒和工業 アルミ線用引留クランプ 懸垂碍子用　中　恒和工業 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013021 アルミ線用引留クランプカバー 懸垂碍子用・ＪＲ型 恒和工業 アルミ線用引留クランプカバー 懸垂碍子用・ＪＲ型　恒和工業 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016034 地線用キャップ １９型 那須電機鉄工 地線用キャップ １９型　那須電機鉄工 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016036 地線用キャップ ２２型 那須電機鉄工 地線用キャップ ２２型　那須電機鉄工 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016038 地線用キャップ 引留金具 那須電機鉄工 地線用キャップ 引留金具　那須電機鉄工 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016040 高圧引留クランプ用カバー アルミ線用　Ｂ１型 那須電機鉄工 高圧引留クランプ用カバー アルミ線用　Ｂ１型　那須 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016042 高圧引留クランプ用カバー アルミ線用　Ｂ２型 那須電機鉄工 高圧引留クランプ用カバー アルミ線用　Ｂ２型　那須 個 636 ○ ○ 4609 架線材料
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配電線用架線金物―ブランド品― 4609016044 高圧引留クランプ用カバー 銅線用　Ａ１型 那須電機鉄工 高圧引留クランプ用カバー 銅線用　Ａ１型　那須電機鉄工 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016046 高圧引留クランプ用カバー 銅線用　Ａ２型 那須電機鉄工 高圧引留クランプ用カバー 銅線用　Ａ２型　那須電機鉄工 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016050 直線スリーブカバー アルミ線用　３２ｍｍ２ 那須電機鉄工 直線スリーブカバー アルミ線用　３２ｍｍ２　那須 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016052 直線スリーブカバー アルミ線用　１２０ｍｍ２ 那須電機鉄工 直線スリーブカバー アルミ線用　１２０ｍｍ２　那須 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016054 直線スリーブカバー 銅線用　５ｍｍ２ 那須電機鉄工 直線スリーブカバー 銅線用　５ｍｍ２　那須 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016056 直線スリーブカバー 銅線用　６０ｍｍ２ 那須電機鉄工 直線スリーブカバー 銅線用　６０ｍｍ２　那須 個 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016002 高圧Ｄ型アーム １．０Ｍ　引通し 那須電機鉄工 高圧Ｄ型アーム １ｍ　引通し　那須電機鉄工 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016004 高圧Ｄ型アーム １．０Ｍ　引留め 那須電機鉄工 高圧Ｄ型アーム １ｍ　引留め　那須電機鉄工 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016006 低圧Ｄ型アーム ８００－３ 那須電機鉄工 低圧Ｄ型アーム ８００－３　那須電機鉄工 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016008 低圧Ｄ型アーム ８００－５ 那須電機鉄工 低圧Ｄ型アーム ８００－５　那須電機鉄工 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016502 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×７００ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ２．３×７００　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016504 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×１，０００ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ２．３×１０００　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016506 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×１，３００ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ２．３×１３００　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016508 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×１，６００ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ２．３×１６００　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016510 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×１，７５０ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ２．３×１７５０　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016512 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×１，９００ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ２．３×１９００　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016514 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×２，２００ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ２．３×２２００　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016516 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×２，３５０ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ２．３×２３５０　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料
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配電線用架線金物―ブランド品― 4609016518 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×２，５００ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ２．３×２５００　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016520 軽腕金（ＪＲ用） ２．３×７５×７５×３，１００ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ２．３×３１００　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016522 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×７００ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ３．２×７００　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016524 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×１，０００ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ３．２×１０００　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016526 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×１，３００ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ３．２×１３００　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016528 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×１，６００ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ３．２×１６００　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016530 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×１，７５０ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ３．２×１７５０　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016532 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×１，９００ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ３．２×１９００　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016534 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×２，２００ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ３．２×２２００　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016536 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×２，３５０ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ３．２×２３５０　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016538 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×２，５００ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ３．２×２５００　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609016540 軽腕金（ＪＲ用） ３．２×７５×７５×３，１００ｍｍ 日本ネットワークサポート 軽腕金 ３．２×３１００　日本ネット 本 636 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013022 蓄力コネクター１号 ３．２ｍｍ 恒和工業 蓄力コネクター １号　３．２ｍｍ　恒和工業 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013024 蓄力コネクター２号 ２２ｍｍ２ 恒和工業 蓄力コネクター ２号　２２ｍｍ２　恒和工業 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013026 蓄力コネクター３号 ３８ｍｍ２ 恒和工業 蓄力コネクター ３号　３８ｍｍ２　恒和工業 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013028 蓄力コネクター４号 ６０ｍｍ２ 恒和工業 蓄力コネクター ４号　６０ｍｍ２　恒和工業 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013030 蓄力コネクター５号 １００ｍｍ２ 恒和工業 蓄力コネクター ５号　１００ｍｍ２　恒和工業 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013032 蓄力コネクター６号 １２５ｍｍ２ 恒和工業 蓄力コネクター ６号　１２５ｍｍ２　恒和工業 個 637 ○ ○ 4609 架線材料
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配電線用架線金物―ブランド品― 4609013034 蓄力コネクター７号 １５０ｍｍ２ 恒和工業 蓄力コネクター ７号　１５０ｍｍ２　恒和工業 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013036 蓄力コネクター８号 ２５０ｍｍ２ 恒和工業 蓄力コネクター ８号　２５０ｍｍ２　恒和工業 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013041 蓄力コネクター用低圧分岐カバー Ｌ１（１号，１個用） 恒和工業 蓄力コネクター用低圧分岐カバー Ｌ１　１号　１個用　恒和 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013042 蓄力コネクター用低圧分岐カバー Ｌ２（２～３号，２個用） 恒和工業 蓄力コネクター用低圧分岐カバー Ｌ２　２～３号　２個用　恒和 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013043 蓄力コネクター用低圧分岐カバー Ｌ３（４号，２個用） 恒和工業 蓄力コネクター用低圧分岐カバー Ｌ３　４号　２個用　恒和 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013044 蓄力コネクター用低圧分岐カバー Ｌ４（５～６号，２個用） 恒和工業 蓄力コネクター用低圧分岐カバー Ｌ４　５～６号　２個用　恒和 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013046 蓄力コネクター用高圧分岐カバー Ｔ１（１～３号，２個用） 恒和工業 蓄力コネクター用高圧分岐カバー Ｔ１　１～３号　２個用　恒和 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013048 蓄力コネクター用高圧分岐カバー Ｔ２（４号，２個用） 恒和工業 蓄力コネクター用高圧分岐カバー Ｔ２　４号　２個用　恒和 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013050 蓄力コネクター用高圧分岐カバー Ｔ３（５～６号，２個用） 恒和工業 蓄力コネクター用高圧分岐カバー Ｔ３　５～６号　２個用　恒和 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013060 蓄力コネクター用高圧水切カバー １００Ａ・蛇害キャップ・底板付き 恒和工業 蓄力コネクター用高圧水切カバー １００Ａ・蛇害キャップ付　恒和 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609013062 蓄力コネクター用高圧水切カバー ２００Ａ・蛇害キャップ・底板付き 恒和工業 蓄力コネクター用高圧水切カバー ２００Ａ・蛇害キャップ付　恒和 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4009090010 ボルト型コネクター ５．５ｍｍ２ 東神電気 ボルト型コネクター ５．５ｍｍ２　東神電気 個 637 ○ ○ 4009 電線接続材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4009090020 ボルト型コネクター １４ｍｍ２ 東神電気 ボルト型コネクター １４ｍｍ２　東神電気 個 637 ○ ○ 4009 電線接続材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4009090030 ボルト型コネクター ２２ｍｍ２ 東神電気 ボルト型コネクター ２２ｍｍ２　東神電気 個 637 ○ ○ 4009 電線接続材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4009090040 ボルト型コネクター ３８ｍｍ２ 東神電気 ボルト型コネクター ３８ｍｍ２　東神電気 個 637 ○ ○ 4009 電線接続材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4009090050 ボルト型コネクター ６０ｍｍ２ 東神電気 ボルト型コネクター ６０ｍｍ２　東神電気 個 637 ○ ○ 4009 電線接続材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4009090060 ボルト型コネクター ８０ｍｍ２ 東神電気 ボルト型コネクター ８０ｍｍ２　東神電気 個 637 ○ ○ 4009 電線接続材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4009090070 ボルト型コネクター １００ｍｍ２ 東神電気 ボルト型コネクター １００ｍｍ２　東神電気 個 637 ○ ○ 4009 電線接続材料
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配電線用架線金物―ブランド品― 4009090080 ボルト型コネクター １２５ｍｍ２ 東神電気 ボルト型コネクター １２５ｍｍ２　東神電気 個 637 ○ ○ 4009 電線接続材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609018002 銅電線用締付型コネクタ ＫＳ２２ 古河電工パワーシステムズ 銅電線用締付型コネクタ ＫＳ２２　古河電工 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物―ブランド品― 4609018004 銅電線用締付型分岐コネクタ ＫＶＳ３１ 古河電工パワーシステムズ 銅電線用締付型分岐コネクタ ＫＶＳ３１　古河電工 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010002 配電線用架線金物（東京電力仕様） カットアウト金具 長（Ｌ） カットアウト金具 Ｌ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010004 配電線用架線金物（東京電力仕様） カットアウト金具 短（Ｓ） カットアウト金具 Ｓ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010022 配電線用架線金物（東京電力仕様） 足場ボルト ＣＰ用 足場ボルト ＣＰ用　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010024 配電線用架線金物（東京電力仕様） 足場金物 足場金物 東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010026 配電線用架線金物（東京電力仕様） 補助足場金具 補助足場金具 東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010036 配電線用架線金物（東京電力仕様） 中線引留金物 ＣＰ用 中線引留金物 ＣＰ用　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010040 配電線用架線金物（東京電力仕様） 丸型アームタイ ２．３×２５．４×９４５ｍｍ 丸型アームタイ ２．３×２５．４×９４５　東電 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010042 配電線用架線金物（東京電力仕様） ストラップ中 ３×３８×２８０ｍｍ ストラップ中 ３×３８×２８０　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010044 配電線用架線金物（東京電力仕様） ねじりストラップ ３．２×３８×２２０ｍｍ ねじりストラップ ３．２×３８×２２０　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010046 配電線用架線金物（東京電力仕様） 低圧用ラック 低圧用ラック 東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010048 配電線用架線金物（東京電力仕様） 中線引留ボルト ３５ｃｍ 中線引留ボルト ３５ｃｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010050 配電線用架線金物（東京電力仕様） 中線引留ボルト ４０ｃｍ 中線引留ボルト ４０ｃｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010052 配電線用架線金物（東京電力仕様） 中線引留ボルト ４５ｃｍ 中線引留ボルト ４５ｃｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010054 配電線用架線金物（東京電力仕様） 中線引留ボルト ５０ｃｍ 中線引留ボルト ５０ｃｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010202 配電線用架線金物（東京電力仕様） ボルト（亜鉛めっき） １２×３０ｍｍ ボルト １２×３０ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料
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配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010204 配電線用架線金物（東京電力仕様） ボルト（亜鉛めっき） １２×６０ｍｍ ボルト １２×６０ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010206 配電線用架線金物（東京電力仕様） ボルト（亜鉛めっき） １２×１００ｍｍ ボルト １２×１００ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010208 配電線用架線金物（東京電力仕様） ボルト（亜鉛めっき） １２×１２０ｍｍ ボルト １２×１２０ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010210 配電線用架線金物（東京電力仕様） ボルト（亜鉛めっき） １２×１８０ｍｍ ボルト １２×１８０ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010212 配電線用架線金物（東京電力仕様） ボルト（亜鉛めっき） １２×２２０ｍｍ ボルト １２×２２０ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010214 配電線用架線金物（東京電力仕様） ボルト（亜鉛めっき） １２×２５０ｍｍ ボルト １２×２５０ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010216 配電線用架線金物（東京電力仕様） ボルト（亜鉛めっき） １２×２８０ｍｍ ボルト １２×２８０ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010218 配電線用架線金物（東京電力仕様） ボルト（亜鉛めっき） １２×３００ｍｍ ボルト １２×３００ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010220 配電線用架線金物（東京電力仕様） ボルト（亜鉛めっき） １２×３５０ｍｍ ボルト １２×３５０ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010222 配電線用架線金物（東京電力仕様） ボルト（亜鉛めっき） １２×４００ｍｍ ボルト １２×４００ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010224 配電線用架線金物（東京電力仕様） ボルト（亜鉛めっき） １２×４５０ｍｍ ボルト １２×４５０ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010088 配電線用架線金物（東京電力仕様） Ｕボルト（亜鉛めっき） １３×１４０ｍｍ Ｕボルト １３×１４０ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010090 配電線用架線金物（東京電力仕様） Ｕボルト（亜鉛めっき） １３×１６０ｍｍ Ｕボルト １３×１６０ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010092 配電線用架線金物（東京電力仕様） Ｕボルト（亜鉛めっき） １３×１８０ｍｍ Ｕボルト １３×１８０ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010094 配電線用架線金物（東京電力仕様） Ｕボルト（亜鉛めっき） １３×２００ｍｍ Ｕボルト １３×２００ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010096 配電線用架線金物（東京電力仕様） Ｕボルト（亜鉛めっき） １３×２２０ｍｍ Ｕボルト １３×２２０ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010098 配電線用架線金物（東京電力仕様） Ｕボルト（亜鉛めっき） １３×２６０ｍｍ Ｕボルト １３×２６０ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010100 配電線用架線金物（東京電力仕様） Ｕボルト（亜鉛めっき） １３×３２０ｍｍ Ｕボルト １３×３２０ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料
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配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010102 配電線用架線金物（東京電力仕様） Ｕボルト（亜鉛めっき） １３×３６０ｍｍ Ｕボルト １３×３６０ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010106 配電線用架線金物（東京電力仕様） バンド ８ｃｍ バンド ８ｃｍ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010108 配電線用架線金物（東京電力仕様） バンド １０ｃｍ バンド １０ｃｍ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010110 配電線用架線金物（東京電力仕様） バンド １３ｃｍ バンド １３ｃｍ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010112 配電線用架線金物（東京電力仕様） バンド １６ｃｍ バンド １６ｃｍ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010114 配電線用架線金物（東京電力仕様） バンド １８ｃｍ バンド １８ｃｍ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010116 配電線用架線金物（東京電力仕様） バンド ２１ｃｍ バンド ２１ｃｍ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010118 配電線用架線金物（東京電力仕様） バンド ２４ｃｍ バンド ２４ｃｍ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010120 配電線用架線金物（東京電力仕様） バンド ２７ｃｍ バンド ２７ｃｍ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010122 配電線用架線金物（東京電力仕様） バンド ３０ｃｍ バンド ３０ｃｍ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010124 配電線用架線金物（東京電力仕様） 高耐張力バンド １９Ｌ 高耐張力バンド １９Ｌ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010126 配電線用架線金物（東京電力仕様） 高耐張力バンド ２１Ｌ 高耐張力バンド ２１Ｌ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010128 配電線用架線金物（東京電力仕様） 高耐張力バンド ２３Ｌ 高耐張力バンド ２３Ｌ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010130 配電線用架線金物（東京電力仕様） 高耐張力バンド ２５Ｌ 高耐張力バンド ２５Ｌ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010132 配電線用架線金物（東京電力仕様） 高耐張力バンド ２７Ｌ 高耐張力バンド ２７Ｌ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010134 配電線用架線金物（東京電力仕様） 高耐張力バンド ２９Ｌ 高耐張力バンド ２９Ｌ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010136 配電線用架線金物（東京電力仕様） 強力バンド １９ｃｍ 強力バンド １９ｃｍ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010138 配電線用架線金物（東京電力仕様） 強力バンド ２１ｃｍ 強力バンド ２１ｃｍ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料
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配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010140 配電線用架線金物（東京電力仕様） 強力バンド ２３ｃｍ 強力バンド ２３ｃｍ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010144 配電線用架線金物（東京電力仕様） 平行リンク 平行リンク 東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010146 配電線用架線金物（東京電力仕様） 横ピン取付金具 （テ）電線用 横ピン取付金具 電線用　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010148 配電線用架線金物（東京電力仕様） 横ピン取付金具 （ヒ）引留用 横ピン取付金具 引留用　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010150 配電線用架線金物（東京電力仕様） アレスター取付金具 アレスター取付金具 東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010156 配電線用架線金物（東京電力仕様） 引込用フック ６×３００ｍｍ　ＤＶ線用 引込用フック ６×３００ｍｍ　ＤＶ線用　東電 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010158 配電線用架線金物（東京電力仕様） 継足フック ５×６００ｍｍ 継足フック ５×６００ｍｍ　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010168 配電線用架線金物（東京電力仕様） 座金 中 座金 中　東電仕様 枚 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010170 配電線用架線金物（東京電力仕様） 座金 大 座金 大　東電仕様 枚 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010174 配電線用架線金物（東京電力仕様） バネ座金 中 バネ座金 中　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010176 配電線用架線金物（東京電力仕様） バネ座金 大 バネ座金 大　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010178 配電線用架線金物（東京電力仕様） 耐張引留金具 耐張引留金具 東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010180 配電線用架線金物（東京電力仕様） 軽腕金 ０．９　（テ）電線用 軽腕金 ０．９　電線用　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010182 配電線用架線金物（東京電力仕様） 軽腕金 １．２　（ト）トンボ用 軽腕金 １．２　トンボ用　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010184 配電線用架線金物（東京電力仕様） 軽腕金 １．５　（テ）電線・変台用 軽腕金 １．５　電線・変台用　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010188 配電線用架線金物（東京電力仕様） 軽腕金 １．８　（テ）電線・変台用 軽腕金 １．８　電線・変台用　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010190 配電線用架線金物（東京電力仕様） 軽腕金 １．８　（ヒ）引留用 軽腕金 １．８　引留用　東電仕様 本 637 ○ ○ 4609 架線材料

配電線用架線金物（東京電力仕様） 4609010196 配電線用架線金物（東京電力仕様） 支線棒 １３×２，１００ｍｍ 支線棒 １３×２１００ｍｍ　東電仕様 個 637 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031108 ダブルイヤー ２号　Ｃ－１７０ ダブルイヤー ２号　Ｃ－１７０ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031110 ダブルイヤー １号　ＢＣ－１１０ ダブルイヤー １号　ＢＣ－１１０ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031112 ダブルイヤー 段付き２Ｂ ダブルイヤー 段付き　２Ｂ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031210 フィードイヤー 袋ねじ交差用　Ｌ＝８００ フィードイヤー　袋ねじ交差用 Ｌ＝８００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031212 フィードイヤー 袋ねじ交差用　加減額Ｌ±１００につき フィードイヤー　袋ねじ交差用 加減額Ｌ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031214 フィードイヤー 袋ねじ分岐用１００°　Ｌ＝６００ フィードイヤー　袋ねじ分岐用 １００度　Ｌ６００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031216 フィードイヤー 袋ねじ分岐用１００°　加減額Ｌ±１００につき フィードイヤー　袋ねじ分岐用 １００度　加減額Ｌ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031218 フィードイヤー 袋ねじ分岐用２００°　Ｌ＝６００ フィードイヤー　袋ねじ分岐用 ２００度　Ｌ６００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031220 フィードイヤー 袋ねじ分岐用２００°　加減額Ｌ±１００につき フィードイヤー　袋ねじ分岐用 ２００度　加減額Ｌ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034502 スプリング フィードイヤー用　ＳＴ９０，ＣＤ６０カバー付き スプリング　フィードイヤー用 ＳＴ９０　ＣＤ６０ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034504 スプリング フィードイヤー用　ＳＴ１３５カバー付き スプリング　フィードイヤー用 ＳＴ１３５ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031306 曲線引金具 ボルト無し　直　Ｌ＝４２５ 曲線引金具 Ｂ無し　直　Ｌ＝４２５ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031308 曲線引金具 ボルト無し（シンプル付き）　直　Ｌ＝７５０ 曲線引金具 Ｂ無し（Ｓ付）　直　Ｌ＝７５０ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031310 曲線引金具 ボルト無し　弓　Ｌ＝９００ 曲線引金具 Ｂ無し　弓　Ｌ＝９００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031312 曲線引金具 ボルト無し　ＴＳ用　弓　Ｌ＝９００ 曲線引金具 Ｂ無し　ＴＳ用　弓　Ｌ＝９００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031313 曲線引金具 ボルト無し　ＴＳ用　弓　Ｌ＝１２００ 曲線引金具 Ｂ無しＴＳ用　弓　Ｌ＝１２００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031316 曲線引金具 袋ねじＡ　直　Ｌ＝４２５ 曲線引金具 袋ねじＡ　直　Ｌ＝４２５ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031318 曲線引金具 袋ねじＢ　直　Ｌ＝４２５ 曲線引金具 袋ねじＢ　直　Ｌ＝４２５ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031320 曲線引金具 袋ねじＡ　直　Ｌ＝７５０ 曲線引金具 袋ねじＡ　直　Ｌ＝７５０ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031322 曲線引金具 袋ねじＢ　直　Ｌ＝７５０ 曲線引金具 袋ねじＢ　直　Ｌ＝７５０ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031324 曲線引金具 袋ねじＡ　弓　Ｌ＝９００ 曲線引金具 袋ねじＡ　弓　Ｌ＝９００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031326 曲線引金具 袋ねじＢ　弓　Ｌ＝９００ 曲線引金具 袋ねじＢ　弓　Ｌ＝９００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031346 曲線引金具 袋ねじＡ　弓　Ｌ＝１２００ 曲線引金具 袋ねじＡ　弓　Ｌ＝１２００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031328 曲線引金具 袋ねじＡ　弓　ＴＳ９００ 曲線引金具 袋ねじＡ　弓　ＴＳ９００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031330 曲線引金具 袋ねじＢ　弓　ＴＳ９００ 曲線引金具 袋ねじＢ　弓　ＴＳ９００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031332 曲線引金具 袋ねじＡ　可動ブラ用　９００ 曲線引金具 袋ねじＡ　可動ブラ用　９００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031334 曲線引金具 袋ねじＢ　可動ブラ用　９００ 曲線引金具 袋ねじＢ　可動ブラ用　９００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031348 曲線引金具 袋ねじＡ　可動ブラ用　１２００ 曲線引金具 袋ねじＡ　可動ブラ用　１２００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031336 曲線引金具 袋ねじＡ　可動ブラ用　ＴＳ９００ 曲線引金具 袋ねじＡ　可動ブラ用ＴＳ９００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031338 曲線引金具 袋ねじＢ　可動ブラ用　ＴＳ９００ 曲線引金具 袋ねじＢ　可動ブラ用ＴＳ９００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031340 曲線引金具（バネ無し） 袋ねじ可動ブラ用　Ａ種　Ｌ＝９００ 曲線引金具 袋ねじ可動ブラ用　Ａ種９００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031342 曲線引金具（バネ無し） 袋ねじ可動ブラ用　Ａ種　Ｌ＝１２００ 曲線引金具 袋ねじ可動ブラ用　Ａ種１２００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031344 曲線引金具（バネ無し） 袋ねじ可動ブラ用　Ｂ種　Ｌ＝９００ 曲線引金具 袋ねじ可動ブラ用　Ｂ種９００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031402 曲線引支持金具 袋ねじＯ・Ｐ型　バネ付き　φ４２．７ 曲線引支持金具 袋ねじ　Ｏ・Ｐバネ　径４２．７ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031404 曲線引支持金具 袋ねじＩ型　バネ付き　φ４２．７ 曲線引支持金具 袋ねじ　Ｉ型　バネ　径４２．７ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031406 曲線引支持金具 袋ねじ特Ｏ型　バネ付き　φ４２．７ 曲線引支持金具 袋ねじ　特Ｏ　バネ　径４２．７ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031408 曲線引支持金具 袋ねじ特Ｉ型　バネ付き　φ４２．７ 曲線引支持金具 袋ねじ　特Ｉ　バネ　径４２．７ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031410 曲線引支持金具 ボルト無し　引手金具　Ｏ・Ｐ型　φ４２．７ 曲線引支持金具 引手金具　Ｏ・Ｐ型 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031412 曲線引支持金具 ボルト無し　引手金具　Ｉ型　φ４２．７ 曲線引支持金具 引手金具　Ｉ型 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031414 曲線引支持金具 ボルト無し　引手金具　特Ｏ型　φ４２．７ 曲線引支持金具 引手金具　特Ｏ型 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031416 曲線引支持金具 ボルト無し　引手金具　特Ｉ型　φ４２．７ 曲線引支持金具 引手金具　特Ｉ型 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034702 曲線滑車 ポリ製滑車付き　１車 曲線滑車 １車　ポリ製滑車付き 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034704 曲線滑車 ポリ製滑車付き　２車 曲線滑車 ２車　ポリ製滑車付き 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034706 曲線滑車 ペアリング入り　１車 曲線滑車 １車　ペアリング入り 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034708 曲線滑車 ペアリング入り　２車 曲線滑車 ２車　ペアリング入り 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031506 振止金具 ボルト無し　一般用　引手付き 振止金具 ボルト無し　一般用　引手付き 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031530 振止金具 ボルト無し　コンパウンド区間ロット用　引手付き 振止金具 Ｂ無　コンパウンド区間ロット用 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031532 振止金具 ボルト無し　コンパウンド区間パイプ用　引手付き 振止金具 Ｂ無　コンパウンド区間パイプ用 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031508 振止金具 ボルト無し　引手金具のみ 振止金具 ボルト無し　引手金具のみ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031510 振止金具 ボルト無し　ＴＳ引手金具 振止金具 ボルト無し　ＴＳ引手金具 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031512 振止金具 振止スパンロット　Ｌ≦３，０００ 振止金具 振止スパンロット　Ｌ≦３０００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031514 振止金具 振止スパンロット　加減額Ｌ±１００につき 振止金具 振止スパンロット加減額Ｌ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031516 振止金具 袋ねじ　Ａ－１号　引手付き 振止金具 袋ねじ　Ａ－１号　引手付き 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031518 振止金具 袋ねじ　Ｂ－１号　引手付き 振止金具 袋ねじ　Ｂ－１号　引手付き 個 638 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031520 振止金具 袋ねじ　Ａ－２号　引手付き 振止金具 袋ねじ　Ａ－２号　引手付き 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031522 振止金具 袋ねじ　Ｂ－２号　引手付き 振止金具 袋ねじ　Ｂ－２号　引手付き 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031534 振止金具 袋ねじ　コンパウンド区間ロット用　引手付き 振止金具 袋ねじ　コンパウンド区間ロット 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031524 振止金具 袋ねじ　１号用引手金具 振止金具 袋ねじ　１号用引手金具 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031526 振止金具 袋ねじ　２号用引手金具 振止金具 袋ねじ　２号用引手金具 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031602 交差金具 １号　Ｌ＝１，４００ 交差金具 １号　Ｌ＝１４００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031604 交差金具 １号　加減額Ｌ±１００につき 交差金具 １号　加減額Ｌ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031610 交差金具 ２号　Ｌ＝２，０００ 交差金具 ２号　Ｌ＝２０００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031608 交差金具 ２号　加減額Ｌ±１００につき 交差金具 ２号　加減額Ｌ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031706 コネクタ金具 袋ねじ１号　Ｌ＝８００ コネクタ金具 袋ねじ１号　Ｌ＝８００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031708 コネクタ金具 袋ねじ１号　加減額Ｌ±１００につき コネクタ金具 袋ねじ１号　加減額Ｌ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031710 コネクタ金具 袋ねじ２号　Ｌ＝８００ コネクタ金具 袋ねじ２号　Ｌ＝８００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031712 コネクタ金具 袋ねじ２号　加減額Ｌ±１００につき コネクタ金具 袋ねじ２号　加減額Ｌ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031714 コネクタ金具 袋ねじ３号　Ｌ＝８００ コネクタ金具 袋ねじ３号　Ｌ＝８００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031716 コネクタ金具 袋ねじ３号　加減額Ｌ±１００につき コネクタ金具 袋ねじ３号　加減額Ｌ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031718 コネクタ金具 袋ねじ４号　Ｌ＝５００ コネクタ金具 袋ねじ４号　Ｌ＝５００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031720 コネクタ金具 袋ねじ４号　加減額Ｌ±１００につき コネクタ金具 袋ねじ４号　加減額Ｌ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031802 コネクタクランプ ２Ｂ　ＳＴ９０～１３５－ＣＵ４０～１００ コネクタクランプ ２Ｂ　ＳＴ１３５－ＣＵ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031804 コネクタクランプ １Ｂ　ＳＴ９０～１３５－ＣＵ４０～１００ コネクタクランプ １Ｂ　ＳＴ１３５－ＣＵ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031806 コネクタクランプ ２Ｂ　ＣＤ６０－ＣＵ４０～１００ コネクタクランプ ２ＢＣＤ６０－ＣＵ４０～１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032014 電車線引留棒 φ１３×１，５００丸型　Ｌ≦３，０００ 電車線引留棒　丸型 径１３×１５００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032016 電車線引留棒 φ１３×１，５００丸型　加減額Ｌ±１００につき 電車線引留棒　丸型 径１３×１５００加減額Ｌ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032018 電車線引留棒 φ１３×１，５００ナス型　Ｌ≦３，０００ 電車線引留棒　ナス型 径１３×１５００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032020 電車線引留棒 φ１３×１，５００ナス型　加減額Ｌ±１００につき 電車線引留棒　ナス型 径１３×１５００加減額Ｌ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032006 電車線引留棒 φ１６×１，５００　Ｌ≦３，０００ 電車線引留棒 径１６×１５００　Ｌ≦３０００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032008 電車線引留棒 φ１６×１，５００　加減額Ｌ±１００につき 電車線引留棒 径１６×１５００加減額Ｌ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032010 電車線引留棒 φ１９×１，５００　Ｌ≦３，０００ 電車線引留棒 径１９×１５００　Ｌ≦３０００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032012 電車線引留棒 φ１９×１，５００　加減額Ｌ±１００につき 電車線引留棒 径１９×１５００加減額Ｌ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032102 ドロッパクリップ ＪＩＳ型，共用　９０－１３５ ドロッパクリップ ＪＩＳ型　共用　９０－１３５ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032104 ドロッパクリップ ボルト無し　Ａ型ＳＴ９０（ＡＬＢＣ） ドロッパクリップ Ａ型　ＳＴ９０（ＡＬＢＣ） 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032110 ドロッパクリップ ボルト無し　Ｃ－２型ＳＴ９０ ドロッパクリップ Ｃ－２型　ＳＴ９０ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032112 ドロッパクリップ ボルト無し　Ｃ－２型ＳＴ１３５凸付き ドロッパクリップ Ｃ－２型　ＳＴ１３５　凸付 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032114 ドロッパクリップ ボルト無し　ＳＳＤ型　ＳＴ９０～１３５ ドロッパクリップ ＳＳＤ型　ＳＴ９０～１３５ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032202 ワイヤクリップ ＪＩＳ　ＳＴ　９０×１Ｗ ワイヤクリップ ＪＩＳ　ＳＴ９０×１Ｗ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032204 ワイヤクリップ ＪＩＳ　ＳＴ　１３５×１Ｗ ワイヤクリップ ＪＩＳ　ＳＴ１３５×１Ｗ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032206 ワイヤクリップ ＪＩＳ　ＳＴ　２２×２Ｗ ワイヤクリップ ＪＩＳ　ＳＴ２２×２Ｗ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032208 ワイヤクリップ ＪＩＳ　ＳＴ　３８×２Ｗ ワイヤクリップ ＪＩＳ　ＳＴ３８×２Ｗ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032210 ワイヤクリップ ＪＩＳ　ＳＴ　５５×２Ｗ ワイヤクリップ ＪＩＳ　ＳＴ５５×２Ｗ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032212 ワイヤクリップ ＪＩＳ　ＳＴ　９０×２Ｗ ワイヤクリップ ＪＩＳ　ＳＴ９０×２Ｗ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032214 ワイヤクリップ ＪＩＳ　ＳＴ　１３５×２Ｗ ワイヤクリップ ＪＩＳ　ＳＴ１３５×２Ｗ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032220 ワイヤクリップ 耐蝕用　ＣＵ６０×２Ｗ ワイヤクリップ 耐蝕用　ＣＵ６０×２Ｗ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032222 ワイヤクリップ 耐蝕用　ＳＴ９０×２Ｗ ワイヤクリップ 耐蝕用　ＳＴ９０×２Ｗ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032224 ワイヤクリップ 耐蝕用　ＣＵ３２５×２Ｗ ワイヤクリップ 耐蝕用　ＣＵ３２５×２Ｗ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032702 ワイヤターンバックル Ａ型　アイ－クレ　Ｌ＝２００ ワイヤターンバックル Ａ型　アイ－クレ　Ｌ＝２００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032704 ワイヤターンバックル Ａ型　アイ－クレ　Ｌ＝４００ ワイヤターンバックル Ａ型　アイ－クレ　Ｌ＝４００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032706 ワイヤターンバックル Ａ型　アイ－クレ　Ｌ＝６００ ワイヤターンバックル Ａ型　アイ－クレ　Ｌ＝６００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032708 ワイヤターンバックル Ｂ型　アイ－クレ　Ｌ＝２００ ワイヤターンバックル Ｂ型　アイ－クレ　Ｌ＝２００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032710 ワイヤターンバックル Ｂ型　アイ－クレ　Ｌ＝４００ ワイヤターンバックル Ｂ型　アイ－クレ　Ｌ＝４００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032712 ワイヤターンバックル Ｂ型　アイ－クレ　Ｌ＝６００ ワイヤターンバックル Ｂ型　アイ－クレ　Ｌ＝６００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032714 ワイヤターンバックル Ｃ型　アイ－クレ　Ｌ＝２００ ワイヤターンバックル Ｃ型　アイ－クレ　Ｌ＝２００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032716 ワイヤターンバックル Ｃ型　アイ－クレ　Ｌ＝４００ ワイヤターンバックル Ｃ型　アイ－クレ　Ｌ＝４００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032718 ワイヤターンバックル Ｃ型　アイ－クレ　Ｌ＝６００ ワイヤターンバックル Ｃ型　アイ－クレ　Ｌ＝６００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032402 引留金具 Ａ型　ＣＵ　２００～３２５×１Ｗ 引留金具 Ａ型　ＣＵ２００～３２５×１Ｗ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032446 引留金具 Ａ型　ＡＬ　５１０×１Ｗ 引留金具 Ａ型　ＡＬ５１０×１Ｗ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032406 引留金具 Ｂ型　ＡＬ　５１０～３２５×１Ｗ 引留金具 Ｂ型　ＡＬ５１０～３２５×１Ｗ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032408 引留金具 Ｂ型　ＡＬ　３００～２００×１Ｗ 引留金具 Ｂ型　ＡＬ３００～２００×１Ｗ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032410 引留金具 Ｂ型　ＣＵ　３２５×１Ｗ 引留金具 Ｂ型　ＣＵ３２５×１Ｗ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032412 引留金具 Ｂ型　ＣＵ　２００×１Ｗ 引留金具 Ｂ型　ＣＵ２００×１Ｗ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032414 引留金具 コッター式引止用　ＣＵ　２００ 引留金具 コッター式　引止用　ＣＵ２００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032416 引留金具 コッター式引止用　ＣＵ　３２５ 引留金具 コッター式　引止用　ＣＵ３２５ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032418 引留金具 コッター式配線用　ＣＵ　１００ 引留金具 コッター式　配線用　ＣＵ１００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032420 引留金具 コッター式配線用　ＣＵ　２００ 引留金具 コッター式　配線用　ＣＵ２００ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032422 引留金具 コッター式配線用　ＣＵ　３２５ 引留金具 コッター式　配線用　ＣＵ３２５ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032424 引留金具 Ｂ５５ 引留金具 Ｂ　５５ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032426 引留金具 Ｂ９０ 引留金具 Ｂ　９０ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032428 引留金具 Ｂ１３５ 引留金具 Ｂ　１３５ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032430 引留金具 ＢＳ５５ 引留金具 ＢＳ　５５ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032432 引留金具 ＢＳ９０ 引留金具 ＢＳ　９０ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032434 引留金具 ＢＳ１３５ 引留金具 ＢＳ　１３５ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032436 引留金具 ＢＷ５５ 引留金具 ＢＷ　５５ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032438 引留金具 ＢＷ９０ 引留金具 ＢＷ　９０ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032440 引留金具 ＢＷ１３５ 引留金具 ＢＷ　１３５ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032442 引留金具 ＷＴＳ－９０（ワイヤターミナル） 引留金具 ＷＴＳ－９０ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032444 引留金具 ＷＴＳ－１３５（ワイヤターミナル） 引留金具 ＷＴＳ－１３５ 個 638 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032506 引留クランプ き電線用　ＡＬ５１０ 引留クランプ き電線用　ＡＬ５１０ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032508 引留クランプ き電線用　ＡＬ３００ 引留クランプ き電線用　ＡＬ３００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032510 引留クランプ き電線用　ＡＬ２００ 引留クランプ き電線用　ＡＬ２００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032540 引留クランプ 引通用　ＣＵ３２５ 引留クランプ 引通用　ＣＵ３２５ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032542 引留クランプ 引通用　ＣＵ２００ 引留クランプ 引通用　ＣＵ２００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032544 引留クランプ 引通用　ＣＵ１００ 引留クランプ 引通用　ＣＵ１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032512 引留クランプ アイ型　ＣＵ３２５ 引留クランプ アイ型　ＣＵ３２５ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032514 引留クランプ アイ型　ＣＵ２００ 引留クランプ アイ型　ＣＵ２００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032516 引留クランプ アイ型　ＣＵ１００ 引留クランプ アイ型　ＣＵ１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032550 引留クランプ アイ型　ＧＴ１７０ 引留クランプ アイ型　ＧＴ１７０ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032552 引留クランプ アイ型　ＧＴ１１０ 引留クランプ アイ型　ＧＴ１１０ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032554 引留クランプ アイ型　ＣＳ　ＳＴ　５５ 引留クランプ アイ型　ＣＳ　ＳＴ５５ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032556 引留クランプ アイ型　ＣＳ　ＳＴ　９０ 引留クランプ アイ型　ＣＳ　ＳＴ９０ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032558 引留クランプ アイ型　ＣＳ　ＳＴ　１３５ 引留クランプ アイ型　ＣＳ　ＳＴ１３５ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032560 引留クランプ クレビス型　ＳＴ　５５ 引留クランプ クレビス型　ＳＴ５５ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032562 引留クランプ クレビス型　ＳＴ　９０ 引留クランプ クレビス型　ＳＴ９０ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032564 引留クランプ クレビス型　ＳＴ　１３５ 引留クランプ クレビス型　ＳＴ１３５ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032602 テンションバランサー バネ式　２０号１（２，０００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　２０号１　２０００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032604 テンションバランサー バネ式　２０号３（２，０００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　２０号３　２０００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032606 テンションバランサー バネ式　１５号２（１，５００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　１５号２　１５００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032608 テンションバランサー バネ式　１５号３（１，５００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　１５号３　１５００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032610 テンションバランサー バネ式　１２号２（１，２００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　１２号２　１２００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032612 テンションバランサー バネ式　１２号３（１，２００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　１２号３　１２００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032614 テンションバランサー バネ式　１０号２（１，０００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　１０号２　１０００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032616 テンションバランサー バネ式　１０号３（１，０００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　１０号３　１０００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032618 テンションバランサー バネ式　９号２（９００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　９号２　９００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032620 テンションバランサー バネ式　９号３（９００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　９号３　９００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032622 テンションバランサー バネ式　８号２（８００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　８号２　８００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032624 テンションバランサー バネ式　８号３（８００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　８号３　８００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032626 テンションバランサー バネ式　７号２（７００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　７号２　７００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032628 テンションバランサー バネ式　７号３（７００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　７号３　７００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032630 テンションバランサー バネ式　６号２（６００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　６号２　６００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032632 テンションバランサー バネ式　６号３（６００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　６号３　６００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032634 テンションバランサー バネ式　５号（５００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　５号　５００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032636 テンションバランサー バネ式　４号（４００ｋｇ） テンションバランサー バネ式　４号　４００ｋｇ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032638 テンションバランサー 滑車式　１号特 テンションバランサー 滑車式　１号特 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032640 テンションバランサー 滑車式　新２号 テンションバランサー 滑車式　新２号 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032642 テンションバランサー 滑車式　３号 テンションバランサー 滑車式　３号 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032802 保護カバー ＣＵ　１００用 保護カバー ＣＵ　１００用 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032804 保護カバー ＣＵ　３２５用 保護カバー ＣＵ　３２５用 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032806 保護カバー ＡＬ　２００用 保護カバー ＡＬ　２００用 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032808 保護カバー ＡＬ　３００用 保護カバー ＡＬ　３００用 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609032810 保護カバー ＡＬ　５１０用 保護カバー ＡＬ　５１０用 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033102 ちょう架線保護カバー 改良型　ＳＴ　９０（馬のくら） ちょう架線保護カバー 改良型　ＳＴ９０ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033104 ちょう架線保護カバー 改良型　ＳＴ　１３５（馬のくら） ちょう架線保護カバー 改良型　ＳＴ１３５ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033106 ちょう架線保護カバー 改良型　ＳＴ　３２５×２ ちょう架線保護カバー 改良型　ＳＴ３２５×２ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033118 ちょう架線保護カバー 糸巻型　６０～１１０ ちょう架線保護カバー 糸巻型　６０～１１０ｍｍ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033120 ちょう架線保護カバー 糸巻型　１３５～２００ ちょう架線保護カバー 糸巻型　１３５～２００ｍｍ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033122 ちょう架線保護カバー 糸巻型　２５０～３２５ ちょう架線保護カバー 糸巻型　２５０～３２５ｍｍ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033114 ちょう架線保護カバー 糸巻型　５１０ ちょう架線保護カバー 糸巻型　５１０ｍｍ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033116 ちょう架線保護カバー 新幹線用　１３５～１５０ ちょう架線保護カバー 新幹線用　１３５～１５０ｍｍ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033302 絶縁ビニルカバー ６０～１００（黒） 絶縁ビニルカバー ６０～１００ｍｍ　黒 個 639 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033304 絶縁ビニルカバー １３５～２００（黒） 絶縁ビニルカバー １３５～２００ｍｍ　黒 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033306 絶縁ビニルカバー ２５０～３２５（黒） 絶縁ビニルカバー ２５０～３２５ｍｍ　黒 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033308 絶縁ビニルカバー ５１０ 絶縁ビニルカバー ５１０ｍｍ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033410 き電線保護管 ヒンジ型　１Ｗ（灰色）　本設用 き電線保護管 ヒンジ型　１Ｗ　灰色　本設用 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033412 き電線保護管 ヒンジ型　２Ｗ（灰色）　本設用 き電線保護管 ヒンジ型　２Ｗ　灰色　本設用 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033418 き電線保護管 ヒンジ型　１Ｗ（黄）　本設用 き電線保護管 ヒンジ型　１Ｗ　黄色　本設用 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033420 き電線保護管 ヒンジ型　２Ｗ（黄）　本設用 き電線保護管 ヒンジ型　２Ｗ　黄色　本設用 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033002 電線交差用保護管 水捌型ＳＴ　９０（交差用）　５００×４ 電線交差用保護管 水捌型　ＳＴ９０　交差用 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033004 電線交差用保護管 水捌型ＳＴ　１３５（交差用）　５００×４ 電線交差用保護管 水捌型　ＳＴ１３５　交差用 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033006 電線交差用保護管 水捌型ＳＴ　９０（巻付グリップ用）　５００×４ 電線交差用保護管 水捌型　ＳＴ９０　巻付グリップ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033008 電線交差用保護管 水捌型ＳＴ　１３５（巻付グリップ用）　５００×４ 電線交差用保護管 水捌型　ＳＴ１３５巻付グリップ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033502 セクションインシュレーター Ｙ型　ＤＣ１５００Ｖ セクションインシュレーター Ｙ型　ＤＣ１５００Ｖ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033524 セクションインシュレーター Ａ型　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝９６０　碍子・ターンバックル含む セクションインシュレーター Ａ型　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝９６０ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033526 セクションインシュレーター Ａ型　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝７１０　碍子・ターンバックル含む セクションインシュレーター Ａ型　ＡＣ２０ｋＶ　Ｌ＝７１０ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033504 セクションインシュレーター ＦＲＰ改良形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ セクションインシュレーター ＦＲＰ改良形　ＧＴ１１０ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033506 セクションインシュレーター ＦＲＰ改良形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ セクションインシュレーター ＦＲＰ改良形　ＧＴ１７０ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033530 セクションインシュレーター コーンチャック形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン無 セクションインシュレーター コーンチャックＧＴ１１０ホン無 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033532 セクションインシュレーター コーンチャック形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン有 セクションインシュレーター コーンチャックＧＴ１１０ホン有 個 639 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033534 セクションインシュレーター コーンチャック形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン無 セクションインシュレーター コーンチャックＧＴ１７０ホン無 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033536 セクションインシュレーター コーンチャック形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン有 セクションインシュレーター コーンチャックＧＴ１７０ホン有 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033516 セクションインシュレーター ボルト結合形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン無 セクションインシュレーター ボルト結合ＧＴ１１０　ホーン無 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033518 セクションインシュレーター ボルト結合形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１１０ホーン有 セクションインシュレーター ボルト結合ＧＴ１１０　ホーン有 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033520 セクションインシュレーター ボルト結合形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン無 セクションインシュレーター ボルト結合ＧＴ１７０　ホーン無 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033522 セクションインシュレーター ボルト結合形　ＤＣ１５００Ｖ　ＧＴ１７０ホーン有 セクションインシュレーター ボルト結合ＧＴ１７０　ホーン有 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033602 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型）　イヤーのみ ハンガイヤー Ａ型　Ｂ型　イヤーのみ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033604 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝７１０　５０ｍｓｐ ハンガイヤー Ａ・Ｂ型　Ｌ７１０　５０ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033606 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝７１０　４５ｍｓｐ ハンガイヤー Ａ・Ｂ型　Ｌ７１０　４５ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033608 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝７１０　４０ｍｓｐ ハンガイヤー Ａ・Ｂ型　Ｌ７１０　４０ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033610 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝７１０　３５ｍｓｐ ハンガイヤー Ａ・Ｂ型　Ｌ７１０　３５ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033612 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝７１０　３０ｍｓｐ ハンガイヤー Ａ・Ｂ型　Ｌ７１０　３０ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033614 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝７１０　２５ｍｓｐ ハンガイヤー Ａ・Ｂ型　Ｌ７１０　２５ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033616 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝７１０　２０ｍｓｐ ハンガイヤー Ａ・Ｂ型　Ｌ７１０　２０ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033618 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝９６０　６０ｍｓｐ ハンガイヤー Ａ・Ｂ型　Ｌ９６０　６０ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033619 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝９６０　５５ｍｓｐ ハンガイヤー Ａ・Ｂ型　Ｌ９６０　５５ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033620 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝９６０　５０ｍｓｐ ハンガイヤー Ａ・Ｂ型　Ｌ９６０　５０ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033622 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝９６０　４５ｍｓｐ ハンガイヤー Ａ・Ｂ型　Ｌ９６０　４５ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033624 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝９６０　４０ｍｓｐ ハンガイヤー Ａ・Ｂ型　Ｌ９６０　４０ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033626 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝９６０　３５ｍｓｐ ハンガイヤー Ａ・Ｂ型　Ｌ９６０　３５ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033628 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝９６０　３０ｍｓｐ ハンガイヤー Ａ・Ｂ型　Ｌ９６０　３０ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033630 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） Ａ型（又はＢ型）　Ｌ＝９６０　２５ｍｓｐ ハンガイヤー Ａ・Ｂ型　Ｌ９６０　２５ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033634 ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型　Ｌ＝７１０　５０ｍｓｐ ハンガイヤー Ｄ型　Ｌ＝７１０　５０ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033636 ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型　Ｌ＝７１０　４５ｍｓｐ ハンガイヤー Ｄ型　Ｌ＝７１０　４５ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033638 ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型　Ｌ＝７１０　４０ｍｓｐ ハンガイヤー Ｄ型　Ｌ＝７１０　４０ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033640 ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型　Ｌ＝７１０　３５ｍｓｐ ハンガイヤー Ｄ型　Ｌ＝７１０　３５ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033642 ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型　Ｌ＝７１０　３０ｍｓｐ ハンガイヤー Ｄ型　Ｌ＝７１０　３０ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033644 ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型　Ｌ＝７１０　２５ｍｓｐ ハンガイヤー Ｄ型　Ｌ＝７１０　２５ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033646 ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型　Ｌ＝７１０　２０ｍｓｐ ハンガイヤー Ｄ型　Ｌ＝７１０　２０ｍｓｐ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033648 ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型　特Ｌ＝１０００ ハンガイヤー Ｄ型　特Ｌ＝１０００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033650 ハンガイヤー（バーＰＢＢ） Ｄ型　加減額Ｌ±１００につき ハンガイヤー Ｄ型　加減額Ｌ１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033651 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） 新幹線用Ｈ型　Ｌ＝２０００　鍛造 ハンガイヤー 新幹線用Ｈ型　Ｌ＝２０００鍛造 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033660 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） 新幹線用Ｈ型　加減額Ｌ±１００につき ハンガイヤー 新幹線用Ｈ型　加減額Ｌ１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033658 ハンガイヤー（バーＳＵＳ） 新幹線用Ｈ型　Ｌ＝１５０　鍛造 ハンガイヤー 新幹線用Ｈ型　Ｌ＝１５０　鍛造 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033702 絶縁ハンガイヤー Ａ型Ｂ型共用　Ｌ＝３５０ 絶縁ハンガイヤー Ａ・Ｂ型共用　Ｌ＝３５０ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033704 絶縁ハンガイヤー Ａ型Ｂ型共用　加減額Ｌ±１００につき 絶縁ハンガイヤー Ａ・Ｂ型共用　加減額Ｌ１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033706 絶縁ハンガイヤー 耐蝕絶縁　Ｌ＝５００ 絶縁ハンガイヤー 耐蝕絶縁　Ｌ＝５００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033708 絶縁ハンガイヤー 耐蝕絶縁　加減額Ｌ±１００につき 絶縁ハンガイヤー 耐蝕絶縁　加減額Ｌ１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033802 ハンガバー ＣＵ　２×１５×３０００ ハンガバー ＣＵ　２×１５×３０００ｍｍ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033804 ハンガバー ＳＵＳ　２×１５×３０００ ハンガバー ＳＵＳ　２×１５×３０００ｍｍ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033910 調整ストラップ １ＴＯＮ　Ｌ＝４００ 調整ストラップ １ＴＯＮ　Ｌ＝４００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033912 調整ストラップ １ＴＯＮ　Ｌ＝６００ 調整ストラップ １ＴＯＮ　Ｌ＝６００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033914 調整ストラップ ２ＴＯＮ　Ｌ＝４００ 調整ストラップ ２ＴＯＮ　Ｌ＝４００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033916 調整ストラップ ２ＴＯＮ　Ｌ＝６００ 調整ストラップ ２ＴＯＮ　Ｌ＝６００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033902 ストラップ 張力調整用１号　Ｌ＝６００ ストラップ 張力調整用１号　Ｌ＝６００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033904 ストラップ 張力調整用２号　Ｌ＝４００ ストラップ 張力調整用２号　Ｌ＝４００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033906 ストラップ 張力調整用３号　Ｌ＝２００ ストラップ 張力調整用３号　Ｌ＝２００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609033908 ストラップ 張力調整用４号　Ｌ＝１００ ストラップ 張力調整用４号　Ｌ＝１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034802 ストラップ ６×５０×１００　φ１７．５ ストラップ ６×５０×１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034804 ストラップ ６×５０×１００　φ１７．５　加減額Ｌ±１００ｍｍにつき ストラップ ６×５０×１００加減額Ｌ１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034806 ストラップ ９×５０×１００　φ２１ ストラップ ９×５０×１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034808 ストラップ ９×５０×１００　φ２１　加減額Ｌ±１００ｍｍにつき ストラップ ９×５０×１００加減額Ｌ１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034810 ストラップ １２×５０×１００ ストラップ １２×５０×１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034811 ストラップ １２×５０×１００　加減額Ｌ±１００ｍｍにつき ストラップ １２×５０×１００加減Ｌ１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034812 ストラップ １６×５０×１００ ストラップ １６×５０×１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034813 ストラップ １６×５０×１００　加減額Ｌ±１００ｍｍにつき ストラップ １６×５０×１００加減Ｌ１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034814 ストラップ ６×５０×１５０　ひねり ストラップ ６×５０×１５０　ひねり 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034816 ストラップ ９×５０×１５０　ひねり ストラップ ９×５０×１５０　ひねり 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034102 Ｕ字金具 ＣＵ用　１線用 Ｕ字金具 ＣＵ用　１線用 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034104 Ｕ字金具 ＣＵ用　２線用 Ｕ字金具 ＣＵ用　２線用 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034106 Ｕ字金具 ＡＬ用　１線用 Ｕ字金具 ＡＬ用　１線用 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034108 Ｕ字金具 ＡＬ用　２線用 Ｕ字金具 ＡＬ用　２線用 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034002 吊架線支持滑車 ２車式　平行アイ（ポリ） 吊架線支持滑車 ２車式　平行アイ　ポリ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034004 吊架線支持滑車 ２車式　平行アイ（合金） 吊架線支持滑車 ２車式　平行アイ　合金 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034012 吊架線支持滑車 ２車式　平行アイ（ＳＵＳ） 吊架線支持滑車 ２車式　平行アイ　ＳＵＳ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034006 吊架線支持滑車 ２車式　平行アイ振止用（ポリ） 吊架線支持滑車 ２車式　平行アイ振止用　ポリ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034008 吊架線支持滑車 ２車式　平行アイ振止用（合金） 吊架線支持滑車 ２車式　平行アイ振止用　合金 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034014 吊架線支持滑車 ２車式　平行アイ振止用（ＳＵＳ） 吊架線支持滑車 ２車式　平行アイ振止用　ＳＵＳ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034010 吊架線支持滑車 ２車式　加圧ビーム用（ポリ） 吊架線支持滑車 ２車式　加圧ビーム用　ポリ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034016 吊架線支持滑車 ２車式　クレビス直角　加圧ビーム用（ＳＵＳ） 吊架線支持滑車 ２車式　加圧ビーム用　ＳＵＳ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034208 ちょう架線支持金具 ＴＳ用　直線用　Ａ型 ちょう架線支持金具 ＴＳ用　直線用　Ａ型 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034210 ちょう架線支持金具 ＴＳ用　曲線用　２型 ちょう架線支持金具 ＴＳ用　曲線用　２型 個 639 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034212 ちょう架線支持金具 ＴＳ用　直曲兼用 ちょう架線支持金具 ＴＳ用　直曲兼用 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034302 連結金具 Ｈ型　６×５０　Ｌ＝１００ 連結金具 Ｈ型　６×５０　Ｌ＝１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034304 連結金具 Ｈ型　６×５０　穴無し　加減額Ｌ±１００につき 連結金具 Ｈ型６×５０穴無加減額Ｌ１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034306 連結金具 Ｈ型　９×５０　Ｌ＝１００ 連結金具 Ｈ型　９×５０　Ｌ＝１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034308 連結金具 Ｈ型　９×５０　穴無し　加減額Ｌ±１００につき 連結金具 Ｈ型９×５０穴無加減額Ｌ１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034310 連結金具 Ｙ型　６×５０　Ｌ＝１００ 連結金具 Ｙ型　６×５０　Ｌ＝１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034312 連結金具 Ｙ型　６×５０　穴無し　加減額Ｌ±１００につき 連結金具 Ｙ型６×５０穴無加減額Ｌ１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034314 連結金具 Ｙ型　９×５０　Ｌ＝１００ 連結金具 Ｙ型　９×５０　Ｌ＝１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034316 連結金具 Ｙ型　９×５０　穴無し　加減額Ｌ±１００につき 連結金具 Ｙ型９×５０穴無加減額Ｌ１００ 個 639 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034402 ブランチ線支持金具 ＣＵ１００　３４．０ ブランチ線支持金具 ＣＵ１００　３４ｍｍ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034404 ブランチ線支持金具 ＣＵ１００　４２．７ ブランチ線支持金具 ＣＵ１００　４２．７ｍｍ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034406 ブランチ線支持金具 ＣＵ１００　４８．６ ブランチ線支持金具 ＣＵ１００　４８．６ｍｍ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034408 ブランチ線支持金具 ＣＵ１００　６０．５ ブランチ線支持金具 ＣＵ１００　６０．５ｍｍ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034602 き電線均圧クリップ ＣＵ　３２５×２線用 き電線均圧クリップ ＣＵ３２５×２線用 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034604 き電線均圧クリップ ＣＵ　２００×２線用 き電線均圧クリップ ＣＵ２００×２線用 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034606 き電線均圧クリップ ＡＬ　５１０×２線用 き電線均圧クリップ ＡＬ５１０×２線用 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034902 がいし金具 ２個連用　直線用Ａ型 がいし金具 直線用Ａ型　２個連用 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034904 がいし金具 ２個連用　直線用Ｂ型 がいし金具 直線用Ｂ型　２個連用 個 640 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034906 がいし金具 ２個連用　曲線用Ａ型 がいし金具 曲線用Ａ型　２個連用 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034908 がいし金具 ２個連用　曲線用Ｂ型 がいし金具 曲線用Ｂ型　２個連用 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034910 がいし金具 ２個連用　直緩曲用Ａ型 がいし金具 直緩曲用Ａ型　２個連用 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034912 がいし金具 三角金具（ボルト付き）　Ｌ６５用 がいし金具 三角金具　ボルト付き　Ｌ６５用 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034914 がいし金具 三角金具（ボルト付き）　Ｌ７５用 がいし金具 三角金具　ボルト付き　Ｌ７５用 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034916 がいし金具 三角金具（ボルト付き）　Ｔ６５用 がいし金具 三角金具　ボルト付き　Ｔ６５用 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609034918 がいし金具 三角金具（ボルト付き）　Ｔ７５用 がいし金具 三角金具　ボルト付き　Ｔ７５用 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035002 電柱バンド Ａ型　Ｄ＝３５０ 電柱バンド Ａ型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035040 電柱バンド Ａ型　Ｄ＝１９０～２９５ 電柱バンド Ａ型　Ｄ＝１９０～２９５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035004 電柱バンド Ｂ１型　Ｄ＝３５０ 電柱バンド Ｂ１型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035042 電柱バンド Ｂ１型　Ｄ＝１９０～２９５ 電柱バンド Ｂ１型　Ｄ＝１９０～２９５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035006 電柱バンド Ｂ２型　Ｄ３５０ 電柱バンド Ｂ２型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035044 電柱バンド Ｂ２型　Ｄ＝１９０～２９５ 電柱バンド Ｂ２型　Ｄ＝１９０～２９５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035008 電柱バンド Ｂ３型　Ｄ＝３５０ 電柱バンド Ｂ３型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035046 電柱バンド Ｂ３型　Ｄ＝１９０～２９５ 電柱バンド Ｂ３型　Ｄ＝１９０～２９５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035010 電柱バンド Ｃ型　Ｄ＝３５０ 電柱バンド Ｃ型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035048 電柱バンド Ｃ型　Ｄ＝１９０～２９５ 電柱バンド Ｃ型　Ｄ＝１９０～２９５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035012 電柱バンド Ｄ１型　Ｄ＝３５０ 電柱バンド Ｄ１型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035050 電柱バンド Ｄ１型　Ｄ＝１９０～２９５ 電柱バンド Ｄ１型　Ｄ＝１９０～２９５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035014 電柱バンド Ｄ２型　Ｄ＝３５０ 電柱バンド Ｄ２型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035052 電柱バンド Ｄ２型　Ｄ＝１９０～２９５ 電柱バンド Ｄ２型　Ｄ＝１９０～２９５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035016 電柱バンド Ｄ３型　Ｄ＝３５０ 電柱バンド Ｄ３型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035054 電柱バンド Ｄ３型　Ｄ＝１９０～２９５ 電柱バンド Ｄ３型　Ｄ＝１９０～２９５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035018 電柱バンド Ｖ１型　Ｄ＝３５０ 電柱バンド Ｖ１型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035056 電柱バンド Ｖ１型　Ｄ＝１９０～２９５ 電柱バンド Ｖ１型　Ｄ＝１９０～２９５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035020 電柱バンド Ｖ２型　Ｄ＝３５０ 電柱バンド Ｖ２型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035058 電柱バンド Ｖ２型　Ｄ＝１９０～２９５ 電柱バンド Ｖ２型　Ｄ＝１９０～２９５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035022 電柱バンド Ｆ１型　Ｄ＝３５０ 電柱バンド Ｆ１型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035060 電柱バンド Ｆ１型　Ｄ＝１９０～２９５ 電柱バンド Ｆ１型　Ｄ＝１９０～２９５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035024 電柱バンド Ｆ２型　Ｄ＝３５０ 電柱バンド Ｆ２型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035062 電柱バンド Ｆ２型　Ｄ＝１９０～２９５ 電柱バンド Ｆ２型　Ｄ＝１９０～２９５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035026 電柱バンド ＴＫ１型　Ｄ＝３５０ 電柱バンド ＴＫ１型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035064 電柱バンド ＴＫ１型　Ｄ＝１９０～２９５ 電柱バンド ＴＫ１型　Ｄ＝１９０～２９５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035028 電柱バンド ＴＫ２型　Ｄ＝３５０ 電柱バンド ＴＫ２型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035066 電柱バンド ＴＫ２型　Ｄ＝１９０～２９５ 電柱バンド ＴＫ２型　Ｄ＝１９０～２９５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035030 電柱バンド Ｋ１　Ｄ＝３５０ 電柱バンド Ｋ１型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035032 電柱バンド Ｋ２　Ｄ＝３５０ 電柱バンド Ｋ２型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035034 電柱バンド Ｎ１　Ｄ＝３５０ 電柱バンド Ｎ１型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035036 電柱バンド Ｎ２　Ｄ＝３５０ 電柱バンド Ｎ２型　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035038 電柱バンド Ｈ鋼ビーム用Ｄ３５０　２個１組 電柱バンド Ｈ鋼ビーム用　Ｄ＝３５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036504 調整Ｕボルト φ１９×４００　Ｌ６５用　三角金具付き 調整Ｕボルト 径１９×４００ｍｍ　Ｌ６５用 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036506 調整Ｕボルト φ１９×４００　Ｌ７５用　三角金具付き 調整Ｕボルト 径１９×４００ｍｍ　Ｌ７５用 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035202 トロリー線セパレーター 改良Ａ型　Ｌ＝１００ トロリー線セパレーター 改良Ａ型　Ｌ＝１００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035304 き電分岐セパレーター シンプル き電分岐セパレーター シンプル 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035302 き電分岐セパレーター ＴＳ用　１００－１５０共用 き電分岐セパレーター ＴＳ用　１００－１５０共用 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035402 安全金具 踏切スパン線用 安全金具 踏切スパン線用 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035502 埋設標 ＣＰ用　ステンレスバンド付き 埋設標 ＣＰ用　ステンレスバンド付き 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035602 ステンレス調整バンド 新幹線用　１．５ｍ，サドル付き（１０型） ステンレス調整バンド 新幹線用　１．５ｍ　１０型 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609031902 電柱番号札 ＡＬ文字入　ＳＵＳバンド付き 電柱番号札 ＡＬ　文字入　ＳＵＳバンド付き 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035802 可動ブラケット（本体価格） 一般Ｏ型　Ｍ２．７　Ｌ＝９６０ 可動ブラケット本体 一般Ｏ　Ｍ２．７　Ｌ９６０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035804 可動ブラケット（本体価格） 一般Ｏ型　Ｍ３．２　Ｌ＝９６０ 可動ブラケット本体 一般Ｏ　Ｍ３．２　Ｌ９６０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035806 可動ブラケット（本体価格） 一般Ｏ型　Ｍ３．７　Ｌ＝９６０ 可動ブラケット本体 一般Ｏ　Ｍ３．７　Ｌ９６０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035808 可動ブラケット（本体価格） 一般Ｏ型　Ｍ４．２　Ｌ＝９６０ 可動ブラケット本体 一般Ｏ　Ｍ４．２　Ｌ９６０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035810 可動ブラケット（本体価格） 一般Ｉ型　Ｍ２．７　Ｌ＝９６０ 可動ブラケット本体 一般Ｉ　Ｍ２．７　Ｌ９６０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035812 可動ブラケット（本体価格） 一般Ｉ型　Ｍ３．２　Ｌ＝９６０ 可動ブラケット本体 一般Ｉ　Ｍ３．２　Ｌ９６０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035814 可動ブラケット（本体価格） 一般Ｉ型　Ｍ３．７　Ｌ＝９６０ 可動ブラケット本体 一般Ｉ　Ｍ３．７　Ｌ９６０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035816 可動ブラケット（本体価格） 一般Ｉ型　Ｍ４．２　Ｌ＝９６０ 可動ブラケット本体 一般Ｉ　Ｍ４．２　Ｌ９６０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035818 可動ブラケット（本体価格） 一般Ｐ型　Ｍ２．７　Ｌ＝９６０ 可動ブラケット本体 一般Ｐ　Ｍ２．７　Ｌ９６０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035820 可動ブラケット（本体価格） 一般Ｐ型　Ｍ３．２　Ｌ＝９６０ 可動ブラケット本体 一般Ｐ　Ｍ３．２　Ｌ９６０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035822 可動ブラケット（本体価格） 一般Ｐ型　Ｍ３．７　Ｌ＝９６０ 可動ブラケット本体 一般Ｐ　Ｍ３．７　Ｌ９６０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035824 可動ブラケット（本体価格） 一般Ｐ型　Ｍ４．２　Ｌ＝９６０ 可動ブラケット本体 一般Ｐ　Ｍ４．２　Ｌ９６０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035902 直線スリーブ ＣＵ　３２５ 直線スリーブ ＣＵ３２５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035904 直線スリーブ ＣＵ　２００ 直線スリーブ ＣＵ２００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035906 直線スリーブ ＣＵ　１５０ 直線スリーブ ＣＵ１５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035908 直線スリーブ ＣＵ　１００ 直線スリーブ ＣＵ１００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035910 直線スリーブ ＣＵ　８０ 直線スリーブ ＣＵ８０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035912 直線スリーブ ＣＵ　６０ 直線スリーブ ＣＵ６０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036002 ジャンパースリーブ ＣＵ　３２５ ジャンパースリーブ ＣＵ３２５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036004 ジャンパースリーブ ＣＵ　２００ ジャンパースリーブ ＣＵ２００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036006 ジャンパースリーブ ＣＵ　１５０ ジャンパースリーブ ＣＵ１５０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036008 ジャンパースリーブ ＣＵ　１００ ジャンパースリーブ ＣＵ１００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036010 ジャンパースリーブ ＣＵ　８０ ジャンパースリーブ ＣＵ８０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036012 ジャンパースリーブ ＣＵ　６０ ジャンパースリーブ ＣＵ６０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036014 ジャンパースリーブ ＣＵ　３２５～ＡＬ　５１０ ジャンパースリーブ ＣＵ３２５～ＡＬ５１０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036016 ジャンパースリーブ ＣＵ　２００～ＡＬ　３００ ジャンパースリーブ ＣＵ２００～ＡＬ３００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036018 ジャンパースリーブ ＣＵ　１００～ＡＬ　２００ ジャンパースリーブ ＣＵ１００～ＡＬ２００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036102 平行分岐スリーブ ＣＵ　３２５～ＣＵ　３２５ 平行分岐スリーブ ＣＵ３２５～ＣＵ３２５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036104 平行分岐スリーブ ＣＵ　３２５～ＣＵ　２００ 平行分岐スリーブ ＣＵ３２５～ＣＵ２００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036106 平行分岐スリーブ ＣＵ　３２５～ＣＵ　１００ 平行分岐スリーブ ＣＵ３２５～ＣＵ１００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036108 平行分岐スリーブ ＣＵ　２００～ＣＵ　２００ 平行分岐スリーブ ＣＵ２００～ＣＵ２００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036110 平行分岐スリーブ ＣＵ　１２５～ＣＵ　１２５ 平行分岐スリーブ ＣＵ１２５～ＣＵ１２５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036112 平行分岐スリーブ ＣＵ　１００～ＣＵ　１００ 平行分岐スリーブ ＣＵ１００～ＣＵ１００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036202 Ｙ分岐スリーブ ＣＵ　２００～ＣＵ　１００～ＣＵ　１００ Ｙ分岐スリーブ ＣＵ２００～１００～１００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036204 Ｙ分岐スリーブ ＣＵ　１００～ＣＵ　１００～ＣＵ　１００ Ｙ分岐スリーブ ＣＵ１００～１００～１００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036302 補修用スリーブ ＣＵ　３２５ 補修用スリーブ ＣＵ３２５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036304 補修用スリーブ ＣＵ　２００ 補修用スリーブ ＣＵ２００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035914 直線スリーブ ＡＬ　５１０～ＡＬ　５１０ 直線スリーブ ＡＬ５１０～ＡＬ５１０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035916 直線スリーブ ＡＬ　３００～ＡＬ　３００ 直線スリーブ ＡＬ３００～ＡＬ３００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035918 直線スリーブ ＡＬ　２００～ＡＬ　２００ 直線スリーブ ＡＬ２００～ＡＬ２００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035920 直線スリーブ 古ＡＬ　５１０～古ＡＬ　５１０ 直線スリーブ 古ＡＬ５１０～古ＡＬ５１０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035922 直線スリーブ 古ＡＬ　５１０～新ＡＬ　５１０ 直線スリーブ 古ＡＬ５１０～新ＡＬ５１０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035924 直線スリーブ 古ＡＬ　３００～古ＡＬ　３００ 直線スリーブ 古ＡＬ３００～古ＡＬ３００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035926 直線スリーブ 古ＡＬ　３００～新ＡＬ　３００ 直線スリーブ 古ＡＬ３００～新ＡＬ３００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035928 直線スリーブ 古ＡＬ　２００～古ＡＬ　２００ 直線スリーブ 古ＡＬ２００～古ＡＬ２００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609035930 直線スリーブ 古ＡＬ　２００～新ＡＬ　２００ 直線スリーブ 古ＡＬ２００～新ＡＬ２００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036120 平行分岐スリーブ ＡＬ　５１０～ＡＬ　５１０ 平行分岐スリーブ ＡＬ５１０～ＡＬ５１０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036122 平行分岐スリーブ ＡＬ　５１０～ＡＬ　３００ 平行分岐スリーブ ＡＬ５１０～ＡＬ３００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036124 平行分岐スリーブ ＡＬ　３００～ＡＬ　３００ 平行分岐スリーブ ＡＬ３００～ＡＬ３００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036126 平行分岐スリーブ ＡＬ　２００～ＡＬ　２００ 平行分岐スリーブ ＡＬ２００～ＡＬ２００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036128 平行分岐スリーブ ＡＬ　５１０～ＣＵ　３２５ 平行分岐スリーブ ＡＬ５１０～ＣＵ３２５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036130 平行分岐スリーブ ＡＬ　５１０～ＣＵ　２００ 平行分岐スリーブ ＡＬ５１０～ＣＵ２００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036132 平行分岐スリーブ ＡＬ　５１０～ＣＵ　１００ 平行分岐スリーブ ＡＬ５１０～ＣＵ１００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036134 平行分岐スリーブ ＡＬ　３００～ＣＵ　３２５ 平行分岐スリーブ ＡＬ３００～ＣＵ３２５ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036136 平行分岐スリーブ ＡＬ　３００～ＣＵ　２００ 平行分岐スリーブ ＡＬ３００～ＣＵ２００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036138 平行分岐スリーブ ＡＬ　３００～ＣＵ　１００ 平行分岐スリーブ ＡＬ３００～ＣＵ１００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036140 平行分岐スリーブ ＡＬ　３００～ＣＵ　３８ 平行分岐スリーブ ＡＬ３００～ＣＵ３８ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036144 平行分岐スリーブ ＡＬ　２００～ＣＵ　１００ 平行分岐スリーブ ＡＬ２００～ＣＵ１００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036146 平行分岐スリーブ ＡＬ　２００～ＣＵ　３８ 平行分岐スリーブ ＡＬ２００～ＣＵ３８ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料
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電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036150 平行分岐スリーブ 古ＡＬ　５１０～ＣＵ　２００ 平行分岐スリーブ 古ＡＬ５１０～ＣＵ２００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036152 平行分岐スリーブ 古ＡＬ　５１０～ＣＵ　１００ 平行分岐スリーブ 古ＡＬ５１０～ＣＵ１００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036154 平行分岐スリーブ 古ＡＬ　３００～ＣＵ　１００ 平行分岐スリーブ 古ＡＬ３００～ＣＵ１００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036156 平行分岐スリーブ 古ＡＬ　２００～ＣＵ　１００ 平行分岐スリーブ 古ＡＬ２００～ＣＵ１００ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

電車線架線金具（ＪＲ用） 4609036306 補修用スリーブ ＡＬ　５１０ 補修用スリーブ ＡＬ５１０ 個 640 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021302 送電線用架線金具 プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　１６０ｍｍ２ プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　１６０ｍｍ２ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021304 送電線用架線金具 プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　２４０ｍｍ２ プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　２４０ｍｍ２ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021306 送電線用架線金具 プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　３３０ｍｍ２ プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　３３０ｍｍ２ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021308 送電線用架線金具 プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　４１０ｍｍ２ プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　４１０ｍｍ２ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021310 送電線用架線金具 プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　６１０ｍｍ２ プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　６１０ｍｍ２ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021312 送電線用架線金具 プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　８１０ｍｍ２ プレフォームドアーマーロッド ＡＣＳＲ　８１０ｍｍ２ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021502 送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－２０１０ ＪＥＣ規格 ２．６ｋｇ／個 耐張クランプ ＴＮ－２０１０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021504 送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－２５１３ ２．８ｋｇ／個 耐張クランプ ＴＮ－２５１３ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021508 送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－２５２１ ３．５ｋｇ／個 耐張クランプ ＴＮ－２５２１ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021512 送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－４０１３ ＪＥＣ規格 ５．２ｋｇ／個 耐張クランプ ＴＮ－４０１３　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021514 送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－４５１６ ５．６ｋｇ／個 耐張クランプ ＴＮ－４５１６ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021516 送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－４５２１ ５．８ｋｇ／個 耐張クランプ ＴＮ－４５２１ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021518 送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－４５２５ ６．１ｋｇ／個 耐張クランプ ＴＮ－４５２５ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料
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送電線用架線金具 4609021520 送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－５５１６ ＪＥＣ規格 ７．６ｋｇ／個 耐張クランプ ＴＮ－５５１６　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021522 送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－８５１９ ＪＥＣ規格 １０．５ｋｇ／個 耐張クランプ ＴＮ－８５１９　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021524 送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－１１０２１ ＪＥＣ規格 １３．０ｋｇ／個 耐張クランプ ＴＮ－１１０２１　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021526 送電線用架線金具 耐張クランプ ＴＮ－１２５２３ １６．０ｋｇ／個 耐張クランプ ＴＮ－１２５２３ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021702 送電線用架線金具 アルミ内張り耐張クランプ ＴＮＡ－７０２３ ＪＥＣ規格 １０．５ｋｇ／個 アルミ内張り耐張クランプ ＴＮＡ－７０２３　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021704 送電線用架線金具 アルミ内張り耐張クランプ ＴＮＡ－８５２５ ＪＥＣ規格 １３．５ｋｇ／個 アルミ内張り耐張クランプ ＴＮＡ－８５２５　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021706 送電線用架線金具 アルミ内張り耐張クランプ ＴＮＡ－１２５３０ ＪＥＣ規格 １８．５ｋｇ／個 アルミ内張り耐張クランプ ＴＮＡ－１２５３０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021708 送電線用架線金具 アルミ内張り耐張クランプ ＴＮＡ－１３５３３ ＪＥＣ規格 ２１．０ｋｇ／個 アルミ内張り耐張クランプ ＴＮＡ－１３５３３　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021902 送電線用架線金具 地線用耐張クランプ ＧＮ－８５１３ ＪＥＣ規格 １３．５ｋｇ／個 地線用耐張クランプ ＧＮ－８５１３　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021904 送電線用架線金具 地線用耐張クランプ ＧＮ－１１０１５ ＪＥＣ規格 ２０．０ｋｇ／個 地線用耐張クランプ ＧＮ－１１０１５　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609021906 送電線用架線金具 地線用耐張クランプ ＧＮＢ－４５１１ ＪＥＣ規格 ５．６ｋｇ／個 地線用耐張クランプ ＧＮＢ－４５１１　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022102 送電線用架線金具 懸垂クランプ ＳＮ－１５１０ ＪＥＣ規格 １．８ｋｇ／個 懸垂クランプ ＳＮ－１５１０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022104 送電線用架線金具 懸垂クランプ ＳＮ－２５１３ ＪＥＣ規格 ２．０ｋｇ／個 懸垂クランプ ＳＮ－２５１３　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022106 送電線用架線金具 懸垂クランプ ＳＮ－３０２１ ２．６ｋｇ／個 懸垂クランプ ＳＮ－３０２１ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022108 送電線用架線金具 懸垂クランプ ＳＮ－３０２５ ２．９ｋｇ／個 懸垂クランプ ＳＮ－３０２５ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022110 送電線用架線金具 懸垂クランプ ＳＮ－３５１６ ＪＥＣ規格 ２．６ｋｇ／個 懸垂クランプ ＳＮ－３５１６　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022114 送電線用架線金具 懸垂クランプ ＳＮ－６５２１ ＪＥＣ規格 ４．０ｋｇ／個 懸垂クランプ ＳＮ－６５２１　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022116 送電線用架線金具 懸垂クランプ ＳＮ－７５２３ ４．８ｋｇ／個 懸垂クランプ ＳＮ－７５２３ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料
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送電線用架線金具 4609022118 送電線用架線金具 懸垂クランプ ＦＳ－４０２７ ＪＥＣ規格 ５．２ｋｇ／個 懸垂クランプ ＦＳ－４０２７　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022120 送電線用架線金具 懸垂クランプ ＦＳ－５５３０ ＪＥＣ規格 ６．１ｋｇ／個 懸垂クランプ ＦＳ－５５３０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022122 送電線用架線金具 懸垂クランプ ＦＳ－７５３７ ＪＥＣ規格 ６．４ｋｇ／個 懸垂クランプ ＦＳ－７５３７　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022124 送電線用架線金具 懸垂クランプ ＦＳ－８０４２ ＪＥＣ規格 ７．１ｋｇ／個 懸垂クランプ ＦＳ－８０４２　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022126 送電線用架線金具 懸垂クランプ ＦＳ－１００４５ ＪＥＣ規格 １１．２ｋｇ／個 懸垂クランプ ＦＳ－１００４５　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022304 送電線用架線金具 アルミ内張り懸垂クランプ ＳＮＡ－５５２５ ３．５ｋｇ／個 アルミ内張り懸垂クランプ ＳＮＡ－５５２５ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022308 送電線用架線金具 アルミ内張り懸垂クランプ ＳＮＡ－８０３３ ５．６ｋｇ／個 アルミ内張り懸垂クランプ ＳＮＡ－８０３３ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022502 送電線用架線金具 地線用ジャンパクランプ ＧＣ－８ ＪＥＣ規格 １．６ｋｇ／個 地線用ジャンパクランプ ＧＣ－８　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022504 送電線用架線金具 地線用ジャンパクランプ ＧＣ－１０ ＪＥＣ規格 １．６ｋｇ／個 地線用ジャンパクランプ ＧＣ－１０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022506 送電線用架線金具 地線用ジャンパクランプ ＧＣ－１２ ＪＥＣ規格 １．６ｋｇ／個 地線用ジャンパクランプ ＧＣ－１２　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022702 送電線用架線金具 Ｕボルト ＵＢ－８６０ ０．７ｋｇ／個 Ｕボルト ＵＢ－８６０ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022704 送電線用架線金具 Ｕボルト ＵＢ－８８０ ０．８ｋｇ／個 Ｕボルト ＵＢ－８８０ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022706 送電線用架線金具 Ｕボルト ＵＢ－１２６５ １．１ｋｇ／個 Ｕボルト ＵＢ－１２６５ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022708 送電線用架線金具 Ｕボルト ＵＢ－１２８０ １．７ｋｇ／個 Ｕボルト ＵＢ－１２８０ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022710 送電線用架線金具 Ｕボルト ＵＧ－８６０ ＪＥＣ規格 ０．７ｋｇ／個 Ｕボルト ＵＧ－８６０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022712 送電線用架線金具 Ｕボルト ＵＧ－１２７５ ＪＥＣ規格 １．１ｋｇ／個 Ｕボルト ＵＧ－１２７５　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022714 送電線用架線金具 Ｕボルト ＵＧ－１６８０ ＪＥＣ規格 １．７ｋｇ／個 Ｕボルト ＵＧ－１６８０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609022902 送電線用架線金具 懸垂取付金具 ＳＡＴ－１２８５９０ ＪＥＣ規格 ５．２ｋｇ／個 懸垂取付金具 ＳＡＴ１２８５９０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料
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送電線用架線金具 4609023102 送電線用架線金具 直角アイ ＩＲ－８１０ ＪＥＣ規格 ０．７ｋｇ／個 直角アイ ＩＲ－８１０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609023302 送電線用架線金具 クレビスシンブル ＴＨＣ－３１０ ０．５ｋｇ／個 クレビスシンブル ＴＨＣ－３１０ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609023304 送電線用架線金具 クレビスシンブル ＴＨＣ－３１２ ０．６ｋｇ／個 クレビスシンブル ＴＨＣ－３１２ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609023502 送電線用架線金具 アイボルト ＩＢ－５０５ ０．３ｋｇ／個 アイボルト ＩＢ－５０５ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609023504 送電線用架線金具 アイボルト ＩＢ－５１１ ０．４ｋｇ／個 アイボルト ＩＢ－５１１ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609023506 送電線用架線金具 アイボルト ＩＢ－５１５ ０．５ｋｇ／個 アイボルト ＩＢ－５１５ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609023702 送電線用架線金具 Ｕクレビス ＵＣ－８６５Ｖ－２ ０．７ｋｇ／個 Ｕクレビス ＵＣ－８６５Ｖ－２ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609023704 送電線用架線金具 Ｕクレビス ＵＣ－８１１Ｖ－１ ０．７ｋｇ／個 Ｕクレビス ＵＣ－８１１Ｖ－１ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609023706 送電線用架線金具 Ｕクレビス ＵＣ－８８５ ＪＥＣ規格 ０．７ｋｇ／個 Ｕクレビス ＵＣ－８８５　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609023708 送電線用架線金具 Ｕクレビス ＵＣ－１２９０ ＪＥＣ規格 １．２ｋｇ／個 Ｕクレビス ＵＣ－１２９０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609023710 送電線用架線金具 Ｕクレビス ＵＣ－１６９５ ＪＥＣ規格 １．５ｋｇ／個 Ｕクレビス ＵＣ－１６９５　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609023712 送電線用架線金具 Ｕクレビス ＵＣ－２１９０Ｙ－２ ２．３ｋｇ／個 Ｕクレビス ＵＣ－２１９０Ｙ－２ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609023902 送電線用架線金具 平行クレビスリンク ＣＬＰ－８６５Ｇ １．１ｋｇ／個 平行クレビスリンク ＣＬＰ－８６５Ｇ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609023904 送電線用架線金具 平行クレビスリンク ＣＬＰ－１２７５Ｖ １．４ｋｇ／個 平行クレビスリンク ＣＬＰ－１２７５Ｖ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609023906 送電線用架線金具 平行クレビスリンク ＣＬＰ－１２８５ＶＨ １．３ｋｇ／個 平行クレビスリンク ＣＬＰ－１２８５ＶＨ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024102 送電線用架線金具 直角クレビスリンク ＣＬＲ－８６５Ｇ ０．８ｋｇ／個 直角クレビスリンク ＣＬＲ－８６５Ｇ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024104 送電線用架線金具 直角クレビスリンク ＣＬＲ－８７５ ＪＥＣ規格 ０．９ｋｇ／個 直角クレビスリンク ＣＬＲ－８７５　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024106 送電線用架線金具 直角クレビスリンク ＣＬＲ－１２７５ ＪＥＣ規格 １．１ｋｇ／個 直角クレビスリンク ＣＬＲ－１２７５　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料
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送電線用架線金具 4609024108 送電線用架線金具 直角クレビスリンク ＣＬＲ－１６８５ ＪＥＣ規格 ２．２ｋｇ／個 直角クレビスリンク ＣＬＲ－１６８５　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024110 送電線用架線金具 直角クレビスリンク ＣＬＲ－２１１０ＤＫ ２．５ｋｇ／個 直角クレビスリンク ＣＬＲ－２１１０ＤＫ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024302 送電線用架線金具 平行クレビス ＣＰ－８６５Ｐ ＪＥＣ規格 １．４ｋｇ／個 平行クレビス ＣＰ－８６５Ｐ　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024304 送電線用架線金具 平行クレビス ＣＰ－８１２Ｐ ＪＥＣ規格 １．８ｋｇ／個 平行クレビス ＣＰ－８１２Ｐ　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024306 送電線用架線金具 平行クレビス ＣＰ－１２６５Ｐ ＪＥＣ規格 １．８ｋｇ／個 平行クレビス ＣＰ－１２６５Ｐ　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024308 送電線用架線金具 平行クレビス（圧縮クランプ連結用） ＣＰ－８７０ ＪＥＣ規格 １．４ｋｇ／個 平行クレビス ＣＰ－８７０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024310 送電線用架線金具 平行クレビス（圧縮クランプ連結用） ＣＰ－１２８０ ＪＥＣ規格 ２．３ｋｇ／個 平行クレビス ＣＰ－１２８０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024312 送電線用架線金具 平行クレビス（圧縮クランプ連結用） ＣＰ－１６９０ ＪＥＣ規格 ３．３ｋｇ／個 平行クレビス ＣＰ－１６９０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024502 送電線用架線金具 直角クレビス（圧縮クランプ連結用） ＣＲ－８１２Ｐ ＪＥＣ規格 １．４ｋｇ／個 直角クレビス ＣＲ－８１２Ｐ　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024504 送電線用架線金具 直角クレビス（圧縮クランプ連結用） ＣＲ－８７０ ＪＥＣ規格 １．１ｋｇ／個 直角クレビス ＣＲ－８７０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024506 送電線用架線金具 直角クレビス（圧縮クランプ連結用） ＣＲ－１２８０ ＪＥＣ規格 １．９ｋｇ／個 直角クレビス ＣＲ－１２８０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024508 送電線用架線金具 直角クレビス（圧縮クランプ連結用） ＣＲ－１６１０ ＪＥＣ規格 ３．２ｋｇ／個 直角クレビス ＣＲ－１６１０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024510 送電線用架線金具 直角クレビス（圧縮クランプ連結用） ＣＲ－２１１１ＤＫ ４．２ｋｇ／個 直角クレビス ＣＲ－２１１１ＤＫ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024702 送電線用架線金具 一枚リンク Ｌ－８６０ ＪＥＣ規格 ０．５ｋｇ／個 一枚リンク Ｌ－８６０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024704 送電線用架線金具 一枚リンク Ｌ－１２７０ ＪＥＣ規格 ０．９ｋｇ／個 一枚リンク Ｌ－１２７０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024706 送電線用架線金具 一枚リンク Ｌ－１２６０Ｖ ０．９ｋｇ／個 一枚リンク Ｌ－１２６０Ｖ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024708 送電線用架線金具 一枚リンク Ｌ－１２７０Ｄ ＪＥＣ規格 ０．８ｋｇ／個 一枚リンク Ｌ－１２７０Ｄ　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024710 送電線用架線金具 一枚リンク Ｌ－１２６０ ＪＥＣ規格 ０．９ｋｇ／個 一枚リンク Ｌ－１２６０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

2206 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

送電線用架線金具 4609024712 送電線用架線金具 一枚リンク Ｌ－１６８０Ｊ １．２ｋｇ／個 一枚リンク Ｌ－１６８０Ｊ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024902 送電線用架線金具 ホーン取付金具 Ｘ－８５５ ＪＥＣ規格 １．８ｋｇ／個 ホーン取付金具 Ｘ－８５５　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024904 送電線用架線金具 ホーン取付金具 Ｘ－１２５５ ＪＥＣ規格 １．９ｋｇ／個 ホーン取付金具 Ｘ－１２５５　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024906 送電線用架線金具 ホーン取付金具 Ｘ－１６６５ ＪＥＣ規格 ２．２ｋｇ／個 ホーン取付金具 Ｘ－１６６５　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024908 送電線用架線金具 ホーン取付金具 Ｘ－８８５ ＪＥＣ規格 １．９ｋｇ／個 ホーン取付金具 Ｘ－８８５　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024910 送電線用架線金具 ホーン取付金具 ＬＸ－８７６ ＪＥＣ規格 ０．６ｋｇ／個 ホーン取付金具 ＬＸ－８７６　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024914 送電線用架線金具 ホーン取付金具 ＬＸ－１２７８ ＪＥＣ規格 ０．７ｋｇ／個 ホーン取付金具 ＬＸ－１２７８　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024916 送電線用架線金具 ホーン取付金具 ＬＸ－１２１０ ＪＥＣ規格 ０．８ｋｇ／個 ホーン取付金具 ＬＸ－１２１０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024918 送電線用架線金具 ホーン取付金具 ＣＬＸ－８９０ ＪＥＣ規格 １．０ｋｇ／個 ホーン取付金具 ＣＬＸ－８９０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609024920 送電線用架線金具 ホーン取付金具 ＣＬＸ－１２１０ ＪＥＣ規格 １．２ｋｇ／個 ホーン取付金具 ＣＬＸ－１２１０　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609025102 送電線用架線金具 二連ヨーク Ｙ－８４０ＨＴ ＪＥＣ規格 ５．２ｋｇ／個 二連ヨーク Ｙ－８４０ＨＴ　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609025104 送電線用架線金具 二連ヨーク Ｙ－１２４０ＨＴ ＪＥＣ規格 ６．０ｋｇ／個 二連ヨーク Ｙ－１２４０ＨＴ　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609025106 送電線用架線金具 二連ヨーク Ｙ－１６４０ＨＴ ＪＥＣ規格 ７．０ｋｇ／個 二連ヨーク Ｙ－１６４０ＨＴ　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609025108 送電線用架線金具 二連ヨーク Ｙ－８４０ＨＳ ＪＥＣ規格 ５．６ｋｇ／個 二連ヨーク Ｙ－８４０ＨＳ　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609025110 送電線用架線金具 二連ヨーク Ｙ－１２４０ＨＳ ＪＥＣ規格 ５．８ｋｇ／個 二連ヨーク Ｙ－１２４０ＨＳ　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609025302 送電線用架線金具 ボールクレビス ＢＣ－８７５ ＪＥＣ規格 １．２ｋｇ／個 ボールクレビス ＢＣ－８７５　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609025304 送電線用架線金具 ボールクレビス ＢＣ－１２７５Ｄ ＪＥＣ規格 １．３ｋｇ／個 ボールクレビス ＢＣ－１２７５Ｄ　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609025306 送電線用架線金具 ボールクレビス ＢＣ－１６７５ ＪＥＣ規格 １．５ｋｇ／個 ボールクレビス ＢＣ－１６７５　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料
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送電線用架線金具 4609025702 送電線用架線金具 平行ソケットクレビス ＳＣＰ－８１２Ｖ １．６ｋｇ／個 平行ソケットクレビス ＳＣＰ－８１２Ｖ 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具 4609025704 送電線用架線金具 平行ソケットクレビス ＳＣＰ－１２６５ ＪＥＣ規格 １．７ｋｇ／個 平行ソケットクレビス ＳＣＰ－１２６５　ＪＥＣ規格 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具―ブランド品― 4609021102 送電線用架線金具 ダブルトーショナルダンパー ３ＬＢＳ 古河電工パワーシステムズ ダブルトーショナルダンパー ３ＬＢＳ　古河電工 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具―ブランド品― 4609021104 送電線用架線金具 ダブルトーショナルダンパー ４ＬＢＳ 古河電工パワーシステムズ ダブルトーショナルダンパー ４ＬＢＳ　古河電工 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具―ブランド品― 4609021106 送電線用架線金具 ダブルトーショナルダンパー ６ＬＢＳ 古河電工パワーシステムズ ダブルトーショナルダンパー ６ＬＢＳ　古河電工 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具―ブランド品― 4609021108 送電線用架線金具 ダブルトーショナルダンパー ８ＬＢＳ 古河電工パワーシステムズ ダブルトーショナルダンパー ８ＬＢＳ　古河電工 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具―ブランド品― 4609021110 送電線用架線金具 ダブルトーショナルダンパー １０ＬＢＳ 古河電工パワーシステムズ ダブルトーショナルダンパー １０ＬＢＳ　古河電工 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具―ブランド品― 4609021112 送電線用架線金具 ダブルトーショナルダンパー １２ＬＢＳ 古河電工パワーシステムズ ダブルトーショナルダンパー １２ＬＢＳ　古河電工 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具―ブランド品― 4609021114 送電線用架線金具 ダブルトーショナルダンパー １４ＬＢＳ 古河電工パワーシステムズ ダブルトーショナルダンパー １４ＬＢＳ　古河電工 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

送電線用架線金具―ブランド品― 4609021116 送電線用架線金具 ダブルトーショナルダンパー １６ＬＢＳ 古河電工パワーシステムズ ダブルトーショナルダンパー １６ＬＢＳ　古河電工 個 641 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041152 トンネル用ケーブル支持具 ＳＡ　Ｌ１＝８５（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所 トンネル通信線用ケーブル支持具 ＳＡ　Ｌ１＝８５　ＳＵＳ　浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041154 トンネル用ケーブル支持具 ＳＢ　Ｌ１＝１７０（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所 トンネル通信線用ケーブル支持具 ＳＢ　Ｌ１＝１７０　ＳＵＳ浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041156 トンネル用ケーブル支持具 ＳＣ　Ｌ１＝２５５（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所 トンネル通信線用ケーブル支持具 ＳＣ　Ｌ１＝２５５　ＳＵＳ浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041162 トンネル用ケーブル支持具 ＳＦ　Ｌ１＝５１０（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所 トンネル通信線用ケーブル支持具 ＳＦ　Ｌ１＝５１０　ＳＵＳ浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041164 トンネル用ケーブル支持具 ＳＧ　Ｌ１＝５９５（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所 トンネル通信線用ケーブル支持具 ＳＧ　Ｌ１＝５９５　ＳＵＳ浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041168 一般用ケーブル受皿 ２０Ｒ（ポリエチレン製） 浅羽製作所 通信線用一般ケーブル受皿 ２０Ｒ　ポリエチレン製　浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041170 一般用ケーブル受皿 ３０Ｒ（ポリエチレン製） 浅羽製作所 通信線用一般ケーブル受皿 ３０Ｒ　ポリエチレン製　浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041174 ケーブル受皿 ３０Ｒ（６－ナイロン製） 浅羽製作所 ケーブル受皿 ３０Ｒ　６－ナイロン製　浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料
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通信線用架線金物―ブランド品― 4609041176 一般用ケーブル受皿 ２０Ｒ（亜鉛めっき） 浅羽製作所 一般用ケーブル受皿 ２０Ｒ　亜鉛めっき　浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041178 一般用ケーブル受皿 ３０Ｒ（亜鉛めっき） 浅羽製作所 一般用ケーブル受皿 ３０Ｒ　亜鉛めっき　浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041180 接続箇所用受皿 ４０Ｒ（亜鉛めっき） 浅羽製作所 接続箇所用受皿 ４０Ｒ　亜鉛めっき　浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041182 接続箇所用受皿 ７５Ｒ（亜鉛めっき） 浅羽製作所 接続箇所用受皿 ７５Ｒ　亜鉛めっき　浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041184 一般用ケーブル受皿 ２０Ｒ（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所 一般用ケーブル受皿 ２０Ｒ　ＳＵＳ３０４　浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041186 一般用ケーブル受皿 ３０Ｒ（ＳＵＳ３０４） 浅羽製作所 一般用ケーブル受皿 ３０Ｒ　ＳＵＳ３０４　浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041190 ケーブル押え ２０Ｒ　受皿用 浅羽製作所 通信線用ケーブル押え ２０Ｒ受皿用　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041192 ケーブル押え ３０Ｒ　受皿用 浅羽製作所 通信線用ケーブル押え ３０Ｒ受皿用　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041054 ケーブル防護止金具 Ａ型（爪部） 浅羽製作所 ケーブル防護止金具 Ａ型　爪部　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041056 ケーブル防護止金具 Ｂ型（サドル部） 浅羽製作所 ケーブル防護止金具 Ｂ型　サドル部　浅羽製作所 ｍ 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041058 ちょう架金具 Ｋ型（めっき） 浅羽製作所 ちょう架金具 Ｋ型　めっき　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041060 ちょう架金具 ＢＤケーブル用 浅羽製作所 ちょう架金具 ＢＤケーブル用　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041062 ちょう架金具 ＢＤケーブル用　クランプ 浅羽製作所 ちょう架金具 ＢＤケーブル用クランプ　浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041064 Ｌ座金 Ｌ６５用 浅羽製作所 Ｌ座金 Ｌ６５用　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041066 Ｌ座金 Ｌ７５用 浅羽製作所 Ｌ座金 Ｌ７５用　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041068 ちょう架線引留金具 Ｌ６５用　単 浅羽製作所 ちょう架線引留金具 Ｌ６５用　単　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041070 ちょう架線引留金具 Ｌ６５用　複 浅羽製作所 ちょう架線引留金具 Ｌ６５用　複　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041076 ちょう架線引留金具 Ｃ１００用　単 浅羽製作所 ちょう架線引留金具 Ｃ１００用　単　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料
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通信線用架線金物―ブランド品― 4609041078 ちょう架線引留金具 Ｃ１００用　複 浅羽製作所 ちょう架線引留金具 Ｃ１００用　複　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041080 ちょう架線引留金具 Ｃ１２５用　単 浅羽製作所 ちょう架線引留金具 Ｃ１２５用　単　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041082 ちょう架線引留金具 Ｃ１２５用　複 浅羽製作所 ちょう架線引留金具 Ｃ１２５用　複　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041084 腕金用支線取付金具 ４５°傾斜　Ｌ６５用 浅羽製作所 腕金用支線取付金具 ４５度傾斜　Ｌ６５用　浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041086 腕金用支線取付金具 ４５°傾斜　Ｌ７５用 浅羽製作所 腕金用支線取付金具 ４５度傾斜　Ｌ７５用　浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041090 支線ガード Ｌ＝２．０ｍ　虎印 浅羽製作所 支線ガード Ｌ＝２ｍ　虎印　浅羽製作所 本 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041092 ステンレス調整バンド ２０型　帯金 浅羽製作所 ステンレス調整バンド ２０型　帯金　浅羽製作所 ｍ 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041096 ステンレス調整バンド ２０型　ラチェット（ＳＵＳ） 浅羽製作所 ステンレス調整バンド ２０型　ラチェット　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041098 ステンレス調整バンド ２０型　サドル（大） 浅羽製作所 ステンレス調整バンド ２０型　サドル　大　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041100 ステンレス調整バンド ２０型　サドル（小） 浅羽製作所 ステンレス調整バンド ２０型　サドル　小　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041102 ステンレス調整バンド １０型　帯金 浅羽製作所 ステンレス調整バンド １０型　帯金　浅羽製作所 ｍ 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041106 ステンレス調整バンド １０型　ラチェット（ＳＵＳ） 浅羽製作所 ステンレス調整バンド １０型　ラチェット　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041108 ステンレス調整バンド １０型　サドル 浅羽製作所 ステンレス調整バンド １０型　サドル　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041118 ＬＣＸ支持金具 振止用　１型 浅羽製作所 ＬＣＸ支持金具 １型　振止用　浅羽製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041125 ＬＣＸ支持金具 中間支持用　２型（めっき） 浅羽製作所 ＬＣＸ支持金具 ２型　中間支持用　めっき　浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041122 ＬＣＸ支持金具 両引留用　Ａ型（めっき） 浅羽製作所 ＬＣＸ支持金具 Ａ型　両引留用　めっき　浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609041124 ＬＣＸ支持金具 片引留用　Ｂ型（めっき） 浅羽製作所 ＬＣＸ支持金具 Ｂ型　片引留用　めっき　浅羽 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609046006 ジスロン支線ガード（ポリエチレン） １ＪＳ　φ４５×２ｍ 大東電材 ジスロン支線ガード １ＪＳ　径４５×２　ＰＥ　大東 本 642 ○ ○ 4609 架線材料
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通信線用架線金物―ブランド品― 4609046008 ジスロン支線ガード（ポリエチレン） ２ＪＳ　φ６７×２ｍ 大東電材 ジスロン支線ガード ２ＪＳ　径６７×２　ＰＥ　大東 本 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609046010 ジスロン支線ガード（ポリエチレン） ３ＪＳ　φ７７×２ｍ 大東電材 ジスロン支線ガード ３ＪＳ　径７７×２　ＰＥ　大東 本 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609043002 ステンレスハンガー ＥＷＧ型　１号 外山電気 ステンレスハンガー ＥＷＧ型　１号　外山電気 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609043004 ステンレスハンガー ＥＷＧ型　２号 外山電気 ステンレスハンガー ＥＷＧ型　２号　外山電気 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609043006 ステンレスハンガー ＥＷＧ型　３号 外山電気 ステンレスハンガー ＥＷＧ型　３号　外山電気 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609043008 ステンレスハンガー ＥＷＧ型　４号 外山電気 ステンレスハンガー ＥＷＧ型　４号　外山電気 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609043010 ステンレスハンガー ＥＷＧ型　５号 外山電気 ステンレスハンガー ＥＷＧ型　５号　外山電気 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609043012 ステンレスハンガー ＥＷＧ型　６号 外山電気 ステンレスハンガー ＥＷＧ型　６号　外山電気 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609043014 ステンレスハンガー ＥＷＧ型　７号 外山電気 ステンレスハンガー ＥＷＧ型　７号　外山電気 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609043016 ステンレスハンガー ＥＷＧ型　８号 外山電気 ステンレスハンガー ＥＷＧ型　８号　外山電気 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609045002 ステンレスバンド ２０型　１号 須田製作所 ステンレスバンド ２０型　１号　須田 ｍ 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609045004 ステンレスバンド ２０型　３号　ＪＲ用 須田製作所 ステンレスバンド ２０型　３号　ＪＲ用　須田 ｍ 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609045006 ステンレスバンド １０型　１号　ＪＲ用 須田製作所 ステンレスバンド １０型　１号　ＪＲ用　須田 ｍ 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609045008 ステンレスバンド ＳＴ型　Ｎ号　ＮＴＴ用 須田製作所 ステンレスバンド ＳＴ型　Ｎ号　ＮＴＴ用　須田 ｍ 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609045016 バンド用締付金具（ステンレス） ＳＴ型　１０号 須田製作所 バンド用締付金具 ＳＴ型１０号　ステンレス　須田 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609045014 バンド用締付金具（ステンレス） ＳＴ型　２０号 須田製作所 バンド用締付金具 ＳＴ型２０号　ステンレス　須田 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609045044 バンド用締付金具（ステンレス） ＷＳＴ型　１０号 須田製作所 バンド用締付金具 ＷＳＴ型１０号ステンレス　須田 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609045042 バンド用締付金具（ステンレス） ＷＳＴ型　２０号 須田製作所 バンド用締付金具 ＷＳＴ型２０号ステンレス　須田 個 642 ○ ○ 4609 架線材料
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通信線用架線金物―ブランド品― 4609045026 ケーブル留金物（ステンレス） ＳＴ型　１号 須田製作所 ケーブル留金物 ＳＴ型１号　ステンレス　須田 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609045028 ケーブル留金物（ステンレス） ＳＴ型　２号 須田製作所 ケーブル留金物 ＳＴ型２号　ステンレス　須田 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609045030 ケーブル留金物（ステンレス） ＳＴ型　３号 須田製作所 ケーブル留金物 ＳＴ型３号　ステンレス　須田 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609045032 配線リング ＳＴ型　ＣＰ　ＳＰ 須田製作所 配線リング ＳＴ型　ＣＰ　ＳＰ　須田製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609045040 サドル １０型－Ｄ 須田製作所 サドル １０型－Ｄ　須田製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物―ブランド品― 4609045038 サドル ２０型－Ｄ 須田製作所 サドル ２０型－Ｄ　須田製作所 個 642 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040002 真棒 Ｍ１２×５０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１２×５０　ナット付　ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040008 真棒 Ｍ１２×１２０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１２×１２０　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040010 真棒 Ｍ１２×１４０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１２×１４０　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040014 真棒 Ｍ１２×１８０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１２×１８０　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040016 真棒 Ｍ１２×２００　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１２×２００　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040020 真棒 Ｍ１２×２４０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１２×２４０　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040024 真棒 Ｍ１２×２８０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１２×２８０　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040028 真棒 Ｍ１２×３２０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１２×３２０　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040032 真棒 Ｍ１２×３６０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１２×３６０　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040034 真棒 Ｍ１２×４００　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１２×４００　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040042 真棒 Ｍ１６×１００　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１６×１００　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040044 真棒 Ｍ１６×１２０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１６×１２０　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料
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通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040046 真棒 Ｍ１６×１４０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１６×１４０　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040050 真棒 Ｍ１６×１８０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１６×１８０　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040052 真棒 Ｍ１６×２００　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１６×２００　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040054 真棒 Ｍ１６×２２０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１６×２２０　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040056 真棒 Ｍ１６×２４０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１６×２４０　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040060 真棒 Ｍ１６×２８０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１６×２８０　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040064 真棒 Ｍ１６×３２０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１６×３２０　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040068 真棒 Ｍ１６×３６０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１６×３６０　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040072 真棒 Ｍ１６×４００　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１６×４００　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040080 真棒 Ｍ１６×４８０　亜鉛めっきナット付き 真棒 Ｍ１６×４８０　ナット付ＮＴＴ 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040186 マンホール平鋼 ６号 マンホール平鋼 ６号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040188 マンホール平鋼 ７号 マンホール平鋼 ７号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040190 マンホール平鋼 ８号 マンホール平鋼 ８号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040192 マンホール鉄はしご １号 マンホール鉄はしご １号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040194 マンホール鉄はしご ２号 マンホール鉄はしご ２号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040196 マンホール鉄はしご ３号 マンホール鉄はしご ３号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040198 マンホール鉄はしご ４号 マンホール鉄はしご ４号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040200 マンホール鉄はしご ５号 マンホール鉄はしご ５号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料
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通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040202 マンホール鉄はしご ６号 マンホール鉄はしご ６号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040204 マンホール鉄はしご ７号 マンホール鉄はしご ７号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040206 マンホール鉄はしご ８号 マンホール鉄はしご ８号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040208 マンホール鉄はしご ９号 マンホール鉄はしご ９号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040210 マンホールケーブル受金物 固定式　１２０ｍｍ マンホールケーブル受金物 固定式　１２０ｍｍ　ＮＴＴ 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040212 マンホールケーブル受金物 固定式　２６０ｍｍ マンホールケーブル受金物 固定式　２６０ｍｍ　ＮＴＴ 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040214 マンホールケーブル受金物 固定式　４００ｍｍ マンホールケーブル受金物 固定式　４００ｍｍ　ＮＴＴ 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040216 マンホールケーブル受金物 固定式　５００ｍｍ マンホールケーブル受金物 固定式　５００ｍｍ　ＮＴＴ 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040218 マンホールケーブル受金物 移動式　１２０ｍｍ マンホールケーブル受金物 移動式　１２０ｍｍ　ＮＴＴ 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040220 マンホールケーブル受金物 移動式　２６０ｍｍ マンホールケーブル受金物 移動式　２６０ｍｍ　ＮＴＴ 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040222 マンホールケーブル受金物 移動式　４００ｍｍ マンホールケーブル受金物 移動式　４００ｍｍ　ＮＴＴ 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040224 マンホールケーブル受金物 移動式　５００ｍｍ マンホールケーブル受金物 移動式　５００ｍｍ　ＮＴＴ 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040226 マンホールケーブル受金物 筋金物用　１２０ｍｍ マンホールケーブル受金物 筋金物用　１２０ｍｍ　ＮＴＴ 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040228 マンホールケーブル受金物 筋金物用　２６０ｍｍ マンホールケーブル受金物 筋金物用　２６０ｍｍ　ＮＴＴ 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040230 マンホールケーブル受金物 筋金物用　４００ｍｍ マンホールケーブル受金物 筋金物用　４００ｍｍ　ＮＴＴ 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040232 マンホールケーブル受金物 筋金物用　５００ｍｍ マンホールケーブル受金物 筋金物用　５００ｍｍ　ＮＴＴ 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040084 座金 １号　３．２×４０ｍｍ 座金 １号　３．２×４０　ＮＴＴ仕様 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040086 座金 ２号　４．５×５２ｍｍ 座金 ２号　４．５×５２　ＮＴＴ仕様 個 643 ○ ○ 4609 架線材料
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通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040104 足場ボルト ＣＰ用 足場ボルト ＣＰ用　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040106 つり線十字金物 つり線十字金物 ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040108 プラットホーム 特大型（Ｌ．Ｌ） プラットホーム 特大型　ＮＴＴ仕様 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040110 プラットホーム 大型（Ｌ） プラットホーム 大型　ＮＴＴ仕様 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040112 プラットホーム 小型（Ｓ） プラットホーム 小型　ＮＴＴ仕様 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040122 シンブル 丸型１８ｍｍ シンブル 丸型１８ｍｍ　ＮＴＴ仕様 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040124 シンブル 丸型２２ｍｍ シンブル 丸型２２ｍｍ　ＮＴＴ仕様 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040128 シンブル 分け シンブル 分け　ＮＴＴ仕様 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040130 ちょう架金物 ちょう架金物 ＮＴＴ仕様 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040132 ちょう架金物 ＳＳ用 ちょう架金物 ＳＳ用　ＮＴＴ仕様 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040246 ちょう架金物 Ｄ用 ちょう架金物 Ｄ用　ＮＴＴ仕様 個 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040152 接続端子箱補助棒 Ｓ 接続端子箱補助棒 Ｓ　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040176 マンホール平鋼 １号 マンホール平鋼 １号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040178 マンホール平鋼 ２号 マンホール平鋼 ２号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040180 マンホール平鋼 ３号 マンホール平鋼 ３号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040182 マンホール平鋼 ４号 マンホール平鋼 ４号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

通信線用架線金物（ＮＴＴ仕様） 4609040184 マンホール平鋼 ５号 マンホール平鋼 ５号　ＮＴＴ仕様 本 643 ○ ○ 4609 架線材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611051338 高圧用避雷器（アレスタ） ＧＬアレスタ ＧＬ－Ｂ６Ｇ ８．４ｋＶ　一般型　酸化亜鉛形 音羽電機工業 ＧＬアレスタ　一般型 ＧＬ－Ｂ６Ｇ　８．４ｋＶ　音羽 個 643 ○ ○ 4611 接地材料
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避雷関連機器―ブランド品― 4611051340 高圧用避雷器（アレスタ） ＧＬアレスタ ＧＬＩ－６Ｇ ８．４ｋＶ　屋内用 音羽電機工業 ＧＬアレスタ　屋内用 ＧＬＩ－６Ｇ　８．４ｋＶ　音羽 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611051328 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用アレスタ ＧＬ－６Ｒ ８．４ｋＶ　一般型　酸化亜鉛形 ＪＲ採用品 音羽電機工業 配電用アレスタ　一般型 ＧＬ－６Ｒ　８．４ｋＶ　音羽 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611051330 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用アレスタ ＧＬ－６ＤＲ ８．４ｋＶ　重耐塩　酸化亜鉛形 ＪＲ採用品 音羽電機工業 配電用アレスタ　重耐塩 ＧＬ－６ＤＲ　８．４ｋＶ　音羽 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611051334 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用アレスタ ＧＬ－Ｂ６ＤＧ５ ８．４ｋＶ　重耐塩　酸化亜鉛形 音羽電機工業 配電用アレスタ　重耐塩 ＧＬＢ６ＤＧ５　８．４ｋＶ音羽 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611051352 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用アレスタ ＧＬ－６ＳＧ ８．４ｋＶ　一般・重耐塩共用形 音羽電機工業 配電用アレスタ　一般重耐塩共用 ＧＬ－６ＳＧ　８．４ｋＶ　音羽 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611051308 高圧用避雷器（アレスタ） キュービクル用アレスタ ＣＡ－６Ｈ ８．４ｋＶ　屋内用 音羽電機工業 キュービクル用アレスタ　屋内用 ＣＡ－６Ｈ　８．４ｋＶ　音羽 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611051346 高圧用避雷器（アレスタ） き電線用アレスタ ＧＬ－１５ＤＲ ＤＣ１５００Ｖ　酸化亜鉛形 ＪＲ採用品 音羽電機工業 き電線用アレスタ ＧＬ－１５ＤＲ　音羽 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611051902 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用避雷器 ＲＶＳＱ－３ＧＰ ４．２ｋＶ　屋内外兼用 東芝インフラシステムズ 配電用避雷器　屋内外兼用 ＲＶＳＱ－３ＧＰ　東芝 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611051904 高圧用避雷器（アレスタ） 配電用避雷器 ＲＶＳＱ－６ＧＰＬ２ ８．４ｋＶ　屋内外兼用 東芝インフラシステムズ 配電用避雷器　屋内外兼用 ＲＶＳＱ－６ＧＰＬ２　東芝 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611051502 高圧用避雷器（アレスタ） 三相断路形避雷器 ３ＤＬ－１ ８．４ｋＶ　屋内用　三極連動 日本高圧電気 三相断路形避雷器　屋内用 ３ＤＬ－１　８．４ｋＶ日本高圧 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611051302 高圧用避雷器関連部材 ＬＡコネクタ ＳＴ－Ｈ ６／３／１．５ｋＶ　共用 ＪＲ採用品 音羽電機工業 避雷器関連部材　ＬＡコネクタ ＳＴ－Ｈ　６／３／１．５ｋＷ 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611051303 高圧用避雷器関連部材 ＬＡコネクタ ＳＴ－Ｄ３ ５．５ＳＱ　１．５ｍリード線付き ＪＲ採用品 音羽電機工業 避雷器関連部材　ＬＡコネクタ ＳＴ－Ｄ３　５．５ＳＱ　音羽 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611051312 高圧用避雷器関連部材 遮断器 ＬＬ－１ ライフリミッタ ＪＲ採用品 音羽電機工業 避雷器関連部材　遮断器 ＬＬ－１　ライフリミッタ　音羽 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611052302 低圧用ＳＰＤ（避雷器） 電力用ＳＰＤ ＭＺＧ－２００ クラスⅠ　１０／３５０μｓ・５０ｋＡ サンコーシヤ 電力用ＳＰＤ　クラス１ ＭＺＧ－２００　サンコーシャ 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611052308 低圧用ＳＰＤ（避雷器） 電力用ＳＰＤ ＭＺＳ－２００ＡＶ クラスⅠ　１０／３５０μｓ・２５ｋＡ サンコーシヤ 電力用ＳＰＤ　クラス１ ＭＺＳ－２００ＡＶサンコーシャ 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611052310 低圧用ＳＰＤ（避雷器） 電力用ＳＰＤ ＭＺＳＲ－２００ＪＫ１ クラスⅡ　８／　２０μｓ・４０ｋＡ サンコーシヤ 電力用ＳＰＤ　クラス２ ＭＺＳＲ２００ＪＫ１サンコシヤ 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611051362
低圧用ＳＰＤ（避雷器） 直撃雷用ＳＰＤ ＬＤ－Ｃ２２ＥＦＳ クラスⅠ＋Ⅱ　Ｕｃ：２５０Ｖ，Ｉｉｍｐ：２５ｋＡ
音羽電機工業

直撃雷用ＳＰＤ　クラス１＋２ ＬＤ－Ｃ２２ＥＦＳ　音羽 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611051360
低圧用ＳＰＤ（避雷器） 協約寸法ＳＰＤ ＬＴ－２Ｔ クラスⅡ　Ｕｃ：２５０Ｖ，Ｉｍａｘ：１０ｋＡ　３φ３Ｗ使用
音羽電機工業

協約寸法ＳＰＤ　クラス２ ＬＴ－２Ｔ　音羽 個 643 ○ ○ 4611 接地材料
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避雷関連機器―ブランド品― 4611051358
低圧用ＳＰＤ（避雷器） 協約寸法ＳＰＤ ＬＴ－２Ｔ２ＨＳ クラスⅡ　Ｕｃ：２５０Ｖ，Ｉｍａｘ：４０ｋＡ　３φ３
Ｗ使用 音羽電機工業

協約寸法ＳＰＤ　クラス２ ＬＴ－２Ｔ２ＨＳ　音羽 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4611051314
低圧用ＳＰＤ（避雷器） 単相用ＳＰＤ ＧＬ－ＬＦ クラスⅡ　Ｕｃ：１１０Ｖ／２２０Ｖ，Ｉｍａｘ：２０ｋＡ 音羽
電機工業

単相用ＳＰＤ　クラス２ ＧＬ－ＬＦ　音羽 個 643 ○ ○ 4611 接地材料

避雷関連機器―ブランド品― 4503020202 襲雷警報器 コロナーム 感知器・受信表示盤各１台 オールテック 襲雷警報器　コロナーム 感知器受信表示盤　オールテック 個 643 ○ ○ 4503 防犯装置

避雷針 4611070002 避雷針 突針 ＪＩＳ規格　中型　クロームめっき　銅製 突針（避雷針用） ＪＩＳ　中型　クロームめっき 基 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070004 避雷針 突針 ＪＩＳ規格　大型　クロームめっき　銅製 突針（避雷針用） ＪＩＳ　大型　クロームめっき 基 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070006 避雷針 突針 国土交通省型　ＬＲ－１　クロームめっき　銅製 突針（避雷針用） 国土交通省型ＬＲ－１　クローム 基 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070008 避雷針 突針 都市再生機構型　クロームめっき　銅製 突針（避雷針用） 都市再生機構　クロームめっき 基 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080002 避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６　４ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通 径４８．６　Ｌ４ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080004 避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６　５ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通 径４８．６　Ｌ５ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080006 避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６～６０．５　６ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通 径４８．６～６０．５　Ｌ６ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080026 避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通 径４８．６～７６．３　Ｌ６ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080008 避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６～７６．３　７ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通 径４８．６～７６．３　Ｌ７ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080010 避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６～７６．３　８ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通 径４８．６～７６．３　Ｌ８ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080028 避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通 径６０．５～８９．１　Ｌ７ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080030 避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ６０．５～８９．１　８ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）国土交通 径６０．５～８９．１　Ｌ８ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080044 避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６　４ｍ　ＳＵＳ－３０４ 避雷針支持管（ＳＵＳ）国土交通 径４８．６　Ｌ４ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080046 避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６～６０．５　５ｍ　ＳＵＳ－３０４ 避雷針支持管（ＳＵＳ）国土交通 径４８．６～６０．５　Ｌ５ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080048 避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６～６０．５　６ｍ　ＳＵＳ－３０４ 避雷針支持管（ＳＵＳ）国土交通 径４８．６～６０．５　Ｌ６ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

2217 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

避雷針 4611080052 避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６～７６．３　７ｍ　ＳＵＳ－３０４ 避雷針支持管（ＳＵＳ）国土交通 径４８．６～７６．３　Ｌ７ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080054 避雷針 支持管 国土交通省型・側壁型　φ４８．６～８９．１　７ｍ　ＳＵＳ－３０４ 避雷針支持管（ＳＵＳ）国土交通 径４８．６～８９．１　Ｌ７ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080040 避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型　φ６０．５　４ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生 径６０．５　Ｌ４ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080018 避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型　φ６０．５　５ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生 径６０．５　Ｌ５ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080042 避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型　φ７６．３　５ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生 径７６．３　Ｌ５ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080020 避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型　φ４８．６～７６．３　６ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生 径４８．６～７６．３　Ｌ６ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080034 避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型　φ６０．５～８９．１　６ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生 径６０．５～８９．１　Ｌ６ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080022 避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型　φ６０．５～８９．１　７ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生 径６０．５～８９．１　Ｌ７ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080036 避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型　φ７６．３～１０１．６　７ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生 径７６．３～１０１．６　Ｌ７ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080024 避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型　φ７６．３～１０１．６　８ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生 径７６．３～１０１．６　Ｌ８ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080038 避雷針 支持管 都市再生機構型・自立型　φ７６．３～１１４．３　８ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）都市再生 径７６．３～１１４．３　Ｌ８ｍ 本 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090002 避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁露出型　φ４８．６ 避雷針支持管取付金物 鋼管用　側壁露出型　径４８．６ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090004 避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁露出型　φ６０．５ 避雷針支持管取付金物 鋼管用　側壁露出型　径６０．５ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090006 避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁露出型　φ７６．３ 避雷針支持管取付金物 鋼管用　側壁露出型　径７６．３ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090008 避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁露出型　φ８９．１ 避雷針支持管取付金物 鋼管用　側壁露出型　径８９．１ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090034 避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁露出型　φ４８．６ 避雷針支持管取付金物 ＳＵＳ　側壁露出型　径４８．６ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090036 避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁露出型　φ６０．５ 避雷針支持管取付金物 ＳＵＳ　側壁露出型　径６０．５ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090038 避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁露出型　φ７６．３ 避雷針支持管取付金物 ＳＵＳ　側壁露出型　径７６．３ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料
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避雷針 4611090040 避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁露出型　φ８９．１ 避雷針支持管取付金物 ＳＵＳ　側壁露出型　径８９．１ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090044 避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁露出型　落下防止底板付　φ４８．６ 避雷針支持管取付金物　底板付 鋼管用　側壁露出型　径４８．６ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090046 避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁露出型　落下防止底板付　φ６０．５ 避雷針支持管取付金物　底板付 鋼管用　側壁露出型　径６０．５ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090048 避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁露出型　落下防止底板付　φ７６．３ 避雷針支持管取付金物　底板付 鋼管用　側壁露出型　径７６．３ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090050 避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁露出型　落下防止底板付　φ８９．１ 避雷針支持管取付金物　底板付 鋼管用　側壁露出型　径８９．１ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090052 避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁露出型　落下防止底板付　φ４８．６ 避雷針支持管取付金物　底板付 ＳＵＳ　側壁露出型　径４８．６ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090054 避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁露出型　落下防止底板付　φ６０．５ 避雷針支持管取付金物　底板付 ＳＵＳ　側壁露出型　径６０．５ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090056 避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁露出型　落下防止底板付　φ７６．３ 避雷針支持管取付金物　底板付 ＳＵＳ　側壁露出型　径７６．３ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090058 避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁露出型　落下防止底板付　φ８９．１ 避雷針支持管取付金物　底板付 ＳＵＳ　側壁露出型　径８９．１ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611100010 避雷針 支持管取付台 支持管　φ４８．６用 避雷針支持管取付台 支持管　径４８．６ｍｍ用 台 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611100012 避雷針 支持管取付台 支持管　φ６０．５用 避雷針支持管取付台 支持管　径６０．５ｍｍ用 台 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611100014 避雷針 支持管取付台 支持管　φ７６．３用 避雷針支持管取付台 支持管　径７６．３ｍｍ用 台 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611100016 避雷針 支持管取付台 支持管　φ８９．１用 避雷針支持管取付台 支持管　径８９．１ｍｍ用 台 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611100018 避雷針 支持管取付台 支持管　φ１０１．６用 避雷針支持管取付台 支持管　径１０１．６ｍｍ用 台 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611110012 避雷針 導線取付金物 露出　４０ｍｍ２用 避雷導線取付金物 露出　４０ｍｍ２用 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611110014 避雷針 導線取付金物 露出　６０ｍｍ２用 避雷導線取付金物 露出　６０ｍｍ２用 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611170006 避雷針 銅帯（避雷導体） ｔ３×２５ｍｍ 銅帯（避雷導体） ｔ３×２５ｍｍ ｍ 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611170004 避雷針 銅帯取付金具 露出用 避雷銅帯取付金具 露出用 個 644 ○ ○ 4611 接地材料
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避雷針 4611120008 避雷針 導線引出金物 鉄骨用　黄銅製端子 避雷導線引出金物 鉄骨用　黄銅製端子 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611120012 避雷針 導線引出金物 鉄筋用　黄銅製端子 避雷導線引出金物 鉄筋用　黄銅製端子 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611130002 避雷針 接続端子 直線型（試験端子）黄銅製・クロームめっき 避雷接続端子 直線型（試験端子）　黄銅製 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611130006 避雷針 接続端子 Ｔ型　銅板付 避雷接続端子 Ｔ型　銅板付 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611130012 避雷針 接続端子 十字型　銅板付 避雷接続端子 十字型　銅板付 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611130014 避雷針 接続端子 伸縮型　銅より線　２．０×１３ 避雷接続端子 伸縮型　銅より線２．０×１３ 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611130004 避雷針 接続端子 水切型　パラペット 避雷接続端子 水切型　パラペット 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611130016 避雷針 接続端子 水切型　ツバ付　６０ｍｍ２用　銅製 避雷接続端子 水切型　６０ｍｍ２用　銅製 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611130018 避雷針 接続端子 銅帯用　直線（Ｉ）型 避雷接続端子 銅帯用　直線（Ｉ）型 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611130020 避雷針 接続端子 銅帯用　Ｔ型 避雷接続端子 銅帯用　Ｔ型 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611130022 避雷針 接続端子 銅帯用　十字型 避雷接続端子 銅帯用　十字型 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611130024 避雷針 接続端子 銅線用　直線型　内側：銅製　外側：耐食アルミ合金製 避雷接続端子 銅線用　直線型 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611130026 避雷針 導線接続クランプ 銅線用　直線用　６０ｍｍ２迄 導線接続クランプ 銅線用　直線用　６０ｍｍ２迄 個 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140018 避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＦ１　国土交通省型　黄銅製　埋込形平板式 避雷接地用端子箱　国土交通省型 ＴＢ－ＡＦ１　黄銅製　埋込形 面 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140020 避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＦ１Ａ　国土交通省型　黄銅製　埋込形平板式 避雷接地用端子箱　国土交通省型 ＴＢ－ＡＦ１Ａ　黄銅製　埋込形 面 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140022 避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＦＹ　国土交通省型　黄銅製　埋込形平板式 避雷接地用端子箱　国土交通省型 ＴＢ－ＡＦＹ　黄銅製　埋込形 面 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140024 避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＦ２　黄銅製　埋込形平板式 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＦ２　黄銅製　埋込形 面 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140026 避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＦ２Ａ　黄銅製　埋込形平板式 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＦ２Ａ　黄銅製　埋込形 面 644 ○ ○ 4611 接地材料
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避雷針 4611140014 避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＳ１　国土交通省型　黄銅製　露出形平板式 避雷接地用端子箱　国土交通省型 ＴＢ－ＡＳ１　黄銅製　露出形 面 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140016 避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＳ１Ａ　国土交通省型　黄銅製　露出形平板式 避雷接地用端子箱　国土交通省型 ＴＢ－ＡＳ１Ａ　黄銅製　露出形 面 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140028 避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＳＹ　国土交通省型　黄銅製　露出形平板式 避雷接地用端子箱　国土交通省型 ＴＢ－ＡＳＹ　黄銅製　露出形 面 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140030 避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＳ２　黄銅製　露出形平板式 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＳ２　黄銅製　露出形 面 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140032 避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＳ２Ａ　黄銅製　露出形平板式 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＡＳ２Ａ　黄銅製　露出形 面 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140034 避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＳＧ１　国土交通省型　ステンレス製　埋込形折曲げ式 避雷接地用端子箱　国土交通省型 ＴＢ－ＳＧ１　ＳＵＳ　埋込形 面 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140036 避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＳＧ１Ａ　国土交通省型　ステンレス製　埋込形折曲げ式 避雷接地用端子箱　国土交通省型 ＴＢ－ＳＧ１Ａ　ＳＵＳ　埋込形 面 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140038 避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＳＧＹ　国土交通省型　ステンレス製　埋込形折曲げ式 避雷接地用端子箱　国土交通省型 ＴＢ－ＳＧＹ　ＳＵＳ　埋込形 面 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140044 避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＳＴ１　国土交通省型　ステンレス製　露出形折曲げ式 避雷接地用端子箱　国土交通省型 ＴＢ－ＳＴ１　ＳＵＳ　露出形 面 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140046 避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＳＴ１Ａ　国土交通省型　ステンレス製　露出形折曲げ式 避雷接地用端子箱　国土交通省型 ＴＢ－ＳＴ１Ａ　ＳＵＳ　露出形 面 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140048 避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＳＴＹ　国土交通省型　ステンレス製　露出形折曲げ式 避雷接地用端子箱　国土交通省型 ＴＢ－ＳＴＹ　ＳＵＳ　露出形 面 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611150002 避雷針 接地極埋設標示板 国土交通省型　１４０×９０ｍｍ　厚１．０ｍｍ以上　黄銅製 接地極埋設標示板（避雷針用） １４０×９０国土交通省型黄銅製 枚 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611150010 避雷針 接地極埋設標示板 国土交通省型　１４０×９０ｍｍ　厚１．０ｍｍ以上　ＳＵＳ製 接地極埋設標示板（避雷針用） １４０×９０国土交通省型ＳＵＳ 枚 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611150006 避雷針 接地極埋設標示板 都市再生機構型　１４０×９０×１．５ｔ（ｍｍ）　黄銅製 接地極埋設標示板（避雷針用） １４０×９０×１．５　都市再生 枚 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611160006 避雷針 接地極銅板 ６００□×１．５ｔ（ｍｍ）　黄銅ロウ付け　リード線付き 接地極銅板（避雷針用） ６００×６００×１．５　黄銅 枚 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611160002 避雷針 接地極銅板 ９００□×１．５ｔ（ｍｍ）　黄銅ロウ付け　リード線付き 接地極銅板（避雷針用） ９００×９００×１．５　黄銅 枚 644 ○ ○ 4611 接地材料

避雷針 4611160004 避雷針 接地極銅板 ９００□×１．５ｔ（ｍｍ）　テルミット２点溶接　リード線付き 接地極銅板（避雷針用） ９００×９００×１．５　溶接 枚 644 ○ ○ 4611 接地材料

がいし 4609051002 発変電用 屋内ドラムがいし Ａ級 ３ｋＶ　８３×７６ｍｍ 屋内ドラムがいし ３ｋＶ　８３×７６ｍｍ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料
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がいし 4609051004 発変電用 屋内ドラムがいし Ａ級 ６ｋＶ　８３×９６ｍｍ 屋内ドラムがいし ６ｋＶ　８３×９６ｍｍ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609052002 発変電用 屋内支持がいし Ａ級 ３ｋＶ　Ｃ－３　多ひだ普通形　ＪＩＳ　Ｃ　３８１４ 屋内支持がいし ３ｋＶ　Ｃ－３　普通形 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609052004 発変電用 屋内支持がいし Ａ級 ６ｋＶ　Ｃ－６　多ひだ普通形　ＪＩＳ　Ｃ　３８１４ 屋内支持がいし ６ｋＶ　Ｃ－６　普通形 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609052006 発変電用 屋内支持がいし Ａ級 １１ｋＶ　Ｃ－１０　多ひだ普通形　ＪＩＳ　Ｃ　３８１４ 屋内支持がいし １１ｋＶ　Ｃ－１０　普通形 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609052008 発変電用 屋内支持がいし Ａ級 ３ｋＶ　ＨＣ－３　多ひだ強力形　ＪＩＳ　Ｃ　３８１４ 屋内支持がいし ３ｋＶ　ＨＣ－３　強力形 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609052010 発変電用 屋内支持がいし Ａ級 ６ｋＶ　ＨＣ－６　多ひだ強力形　ＪＩＳ　Ｃ　３８１４ 屋内支持がいし ６ｋＶ　ＨＣ－６　強力形 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609052012 発変電用 屋内支持がいし Ａ級 １１ｋＶ　ＨＣ－１０　多ひだ強力形　ＪＩＳ　Ｃ　３８１４ 屋内支持がいし １１ｋＶ　ＨＣ－１０　強力形 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609053002 発変電用 中実ＳＰがいし Ａ級 ６号　ＳＰ－６　ＪＩＳ　Ｃ　３８１８ 中実ＳＰがいし ６号　ＳＰ－６ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609053004 発変電用 中実ＳＰがいし Ａ級 １０号　ＳＰ－１０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１８ 中実ＳＰがいし １０号　ＳＰ－１０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609053005 発変電用 中実ＳＰがいし Ａ級 ２０号　ＳＰ－２０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１８ 中実ＳＰがいし ２０号　ＳＰ－２０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609053006 発変電用 中実ＳＰがいし Ａ級 ３０号　ＳＰ－３０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１８ 中実ＳＰがいし ３０号　ＳＰ－３０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609053008 発変電用 中実ＳＰがいし Ａ級 ６０号　ＳＰ－６０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１８ 中実ＳＰがいし ６０号　ＳＰ－６０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609053010 発変電用 中実ＳＰがいし Ａ級 ７０号　ＳＰ－７０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１８ 中実ＳＰがいし ７０号　ＳＰ－７０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061002 電車線用 懸垂がいし Ａ級 １００Ｃ　電車線路用（ＪＲ向け） 懸垂がいし １００Ｃ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061004 電車線用 懸垂がいし Ａ級 １８０ＥＰ　電車線路用（ＪＲ向け） 懸垂がいし １８０ＥＰ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061006 電車線用 懸垂がいし Ａ級 １８０Ｅ　電車線路用（ＪＲ向け） 懸垂がいし １８０Ｅ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061008 電車線用 懸垂がいし Ａ級 １８０Ｃ　電車線路用（ＪＲ向け） 懸垂がいし １８０Ｃ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061010 電車線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０ＥＰ　電車線路用（ＪＲ向け） 懸垂がいし ２５０ＥＰ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料
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がいし 4609061012 電車線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０Ｅ　電車線路用（ＪＲ向け） 懸垂がいし ２５０Ｅ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061014 電車線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０Ｃ　電車線路用（ＪＲ向け） 懸垂がいし ２５０Ｃ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061016 電車線用 懸垂がいし Ａ級 １８０ＥＰ－Ｚ　電車線路用（ＪＲ向け） 懸垂がいし １８０ＥＰ－Ｚ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061018 電車線用 懸垂がいし Ａ級 １８０Ｃ－Ｚ　電車線路用（ＪＲ向け） 懸垂がいし １８０Ｃ－Ｚ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061020 電車線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０ＥＰ－Ｆ　電車線路用（ＪＲ向け） 懸垂がいし ２５０ＥＰ－Ｆ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061022 電車線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０ＥＰ－Ｊ　電車線路用（ＪＲ向け） 懸垂がいし ２５０ＥＰ－Ｊ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061024 電車線用 懸垂がいし Ａ級 １００ＥＰ　電車線路用（ＪＲ向け） 懸垂がいし １００ＥＰ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061026 電車線用 懸垂がいし Ａ級 １８０Ｔ　電車線路用（ＪＲ向け） 懸垂がいし １８０Ｔ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061028 電車線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０Ｔ　電車線路用（ＪＲ向け） 懸垂がいし ２５０Ｔ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061030 電車線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０Ｔ－Ｗ　電車線路用（ＪＲ向け） 懸垂がいし ２５０Ｔ－Ｗ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609063002 電車線用 ベース金具 Ａ級 Ａ　２５０Ｔ用　電車線路用（ＪＲ向け） ベース金具 Ａ　２５０Ｔ用 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609063004 電車線用 ベース金具 Ａ級 Ｂ　２５０ＴＷ用　電車線路用（ＪＲ向け） ベース金具 Ｂ　２５０ＴＷ用 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061032 電車線用 懸垂がいし Ａ級 １００Ｐ　電車線路用（私鉄向け） 懸垂がいし １００Ｐ　私鉄向 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061034 電車線用 懸垂がいし Ａ級 １００Ｅ　電車線路用（私鉄向け） 懸垂がいし １００Ｅ　私鉄向 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609061038 電車線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０ＴＣ　電車線路用（私鉄向け） 懸垂がいし ２５０ＴＣ　私鉄向 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609062002 電車線用 長幹がいし Ａ級 ＤＣ　電車線路用（ＪＲ向け） 長幹がいし ＤＣ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609062004 電車線用 長幹がいし Ａ級 ＡＣＭ－１　電車線路用（ＪＲ向け） 長幹がいし ＡＣＭ－１ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609062006 電車線用 長幹がいし Ａ級 ＡＣＭ－２　電車線路用（ＪＲ向け） 長幹がいし ＡＣＭ－２ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料
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がいし 4609062008 電車線用 長幹がいし Ａ級 ＡＣＨ－１　電車線路用（ＪＲ向け） 長幹がいし ＡＣＨ－１ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609062010 電車線用 長幹がいし Ａ級 ＡＣＨ－２　電車線路用（ＪＲ向け） 長幹がいし ＡＣＨ－２ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609062012 電車線用 長幹がいし Ａ級 ＡＣ－ＣＯ　電車線路用（ＪＲ向け） 長幹がいし ＡＣ－ＣＯ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609062014 電車線用 長幹がいし Ａ級 ＡＣ－ＤＯ　電車線路用（ＪＲ向け） 長幹がいし ＡＣ－ＤＯ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609062016 電車線用 長幹がいし Ａ級 ＳＫ　電車線路用（ＪＲ向け） 長幹がいし ＳＫ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609071002 配電線用 高圧耐張がいし Ａ級 普通形　ＪＲ向け・ＪＩＳ　Ｃ　３８２６ 高圧耐張がいし Ａ級　普通形　ＪＲ向け 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609071202 配電線用 高圧ピンがいし Ａ級 普通形　大　ＪＩＳ　Ｃ　３８２１ 高圧ピンがいし Ａ級　普通形　大 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609071204 配電線用 高圧ピンがいし Ａ級 耐塩形　８８ｍｍ　１．５ｋｇ 高圧ピンがいし Ａ級　耐塩形　８８　１．５ｋｇ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609071206 配電線用 高圧ピンがいし Ａ級 耐塩形　１２０ｍｍ　２．２ｋｇ 高圧ピンがいし Ａ級　耐塩形１２０　２．２ｋｇ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609071208 配電線用 高圧ピンがいし Ａ級 耐塩形　１００ｍｍ　２．４ｋｇ 高圧ピンがいし Ａ級　耐塩形１００　２．４ｋｇ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609071602 配電線用 玉がいし Ａ級 １００×１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３８３２ 玉がいし Ａ級　１００×１００ｍｍ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609072002 配電線用 低圧ピンがいし Ａ級 大　立ピン　ＪＩＳ　Ｃ　３８４４ 低圧ピンがいし Ａ級　大　立ピン 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609072004 配電線用 低圧ピンがいし Ａ級 中　立ピン　ＪＩＳ　Ｃ　３８４４ 低圧ピンがいし Ａ級　中　立ピン 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609071802 配電線用 低圧引留がいし Ａ級 ７５×６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３８４５ 低圧引留がいし Ａ級　７５×６５ｍｍ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609071402 配電線用 多溝がいし Ａ級 低圧用（２溝） 多溝がいし Ａ級　低圧用　２溝 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609077202 配電線用 樹脂製平型がいし Ａ級 フック付き 樹脂製平型がいし Ａ級　フック付き 組 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609081002 送電線用 懸垂がいし Ａ級 ２５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３８１０ 懸垂がいし Ａ級　２５０ｍｍ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609082002 送電線用 長幹がいし Ａ級 １２０ＫＮ　ＬＣ－８００５　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６ 長幹がいし Ａ級１２０ＫＮ　ＬＣ－８００５ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料
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がいし 4609082004 送電線用 長幹がいし Ａ級 １２０ＫＮ　ＬＣ－８００７　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６ 長幹がいし Ａ級１２０ＫＮ　ＬＣ－８００７ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609082006 送電線用 長幹がいし Ａ級 １２０ＫＮ　ＬＣ－８０１０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６ 長幹がいし Ａ級１２０ＫＮ　ＬＣ－８０１０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609082008 送電線用 長幹がいし Ａ級 １２０ＫＮ　ＬＣ－８０１３　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６ 長幹がいし Ａ級１２０ＫＮ　ＬＣ－８０１３ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609082010 送電線用 長幹がいし Ａ級 １２０ＫＮ　ＬＣ－８０１７　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６ 長幹がいし Ａ級１２０ＫＮ　ＬＣ－８０１７ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609082012 送電線用 長幹がいし Ａ級 １２０ＫＮ　ＬＣ－８０２１　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６ 長幹がいし Ａ級１２０ＫＮ　ＬＣ－８０２１ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609082014 送電線用 長幹がいし Ａ級 １２０ＫＮ　ＬＣ－８０２４　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６ 長幹がいし Ａ級１２０ＫＮ　ＬＣ－８０２４ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609083002 送電線用 中実ＬＰがいし Ａ級 １１ｋＶ　ＬＰ－１０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１２ 中実ＬＰがいし Ａ級　１１ｋＶ　ＬＰ－１０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609083004 送電線用 中実ＬＰがいし Ａ級 ２２ｋＶ　ＬＰ－２０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１２ 中実ＬＰがいし Ａ級　２２ｋＶ　ＬＰ－２０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609083006 送電線用 中実ＬＰがいし Ａ級 ３３ｋＶ　ＬＰ－３０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１２ 中実ＬＰがいし Ａ級　３３ｋＶ　ＬＰ－３０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609083008 送電線用 中実ＬＰがいし Ａ級 ４４ｋＶ　ＬＰ－４０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１２ 中実ＬＰがいし Ａ級　４４ｋＶ　ＬＰ－４０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609083010 送電線用 中実ＬＰがいし Ａ級 ６６ｋＶ　ＬＰ－６０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１２ 中実ＬＰがいし Ａ級　６６ｋＶ　ＬＰ－６０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609075002 配電線用 高圧耐張がいし Ｂ級 普通形　ＪＲ向け・ＪＩＳ　Ｃ　３８２６ 高圧耐張がいし Ｂ級　普通形　ＪＲ向け 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609075202 配電線用 高圧ピンがいし Ｂ級 普通形　大　ＪＩＳ　Ｃ　３８２１ 高圧ピンがいし Ｂ級　普通形　大 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609075204 配電線用 高圧ピンがいし Ｂ級 耐塩形　８８ｍｍ　１．５ｋｇ 高圧ピンがいし Ｂ級　耐塩形　８８　１．５ｋｇ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609075206 配電線用 高圧ピンがいし Ｂ級 耐塩形　１２０ｍｍ　２．２ｋｇ 高圧ピンがいし Ｂ級　耐塩形１２０　２．２ｋｇ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609075208 配電線用 高圧ピンがいし Ｂ級 耐塩形　１００ｍｍ　２．４ｋｇ 高圧ピンがいし Ｂ級　耐塩形１００　２．４ｋｇ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609075602 配電線用 玉がいし Ｂ級 １００×１００ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３８３２ 玉がいし Ｂ級　１００×１００ｍｍ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609076002 配電線用 低圧ピンがいし Ｂ級 大　立ピン　ＪＩＳ　Ｃ　３８４４ 低圧ピンがいし Ｂ級　大　立ピン 個 645 ○ ○ 4609 架線材料
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がいし 4609076004 配電線用 低圧ピンがいし Ｂ級 中　立ピン　ＪＩＳ　Ｃ　３８４４ 低圧ピンがいし Ｂ級　中　立ピン 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609075802 配電線用 低圧引留がいし Ｂ級 ７５×６５ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３８４５ 低圧引留がいし Ｂ級　７５×６５ｍｍ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609075404 配電線用 多溝がいし Ｂ級 低圧用（２溝） 多溝がいし Ｂ級　低圧用　２溝 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609077402 配電線用 樹脂製平型がいし Ｂ級 フック付き 樹脂製平型がいし Ｂ級　フック付き 組 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609081004 送電線用 懸垂がいし Ｂ級 ２５０ｍｍ　ＪＩＳ　Ｃ　３８１０ 懸垂がいし Ｂ級　２５０ｍｍ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609082016 送電線用 長幹がいし Ｂ級 １２０ＫＮ　ＬＣ－８００５　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６ 長幹がいし Ｂ級１２０ＫＮ　ＬＣ－８００５ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609082018 送電線用 長幹がいし Ｂ級 １２０ＫＮ　ＬＣ－８００７　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６ 長幹がいし Ｂ級１２０ＫＮ　ＬＣ－８００７ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609082020 送電線用 長幹がいし Ｂ級 １２０ＫＮ　ＬＣ－８０１０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６ 長幹がいし Ｂ級１２０ＫＮ　ＬＣ－８０１０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609082022 送電線用 長幹がいし Ｂ級 １２０ＫＮ　ＬＣ－８０１３　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６ 長幹がいし Ｂ級１２０ＫＮ　ＬＣ－８０１３ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609082024 送電線用 長幹がいし Ｂ級 １２０ＫＮ　ＬＣ－８０１７　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６ 長幹がいし Ｂ級１２０ＫＮ　ＬＣ－８０１７ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609082026 送電線用 長幹がいし Ｂ級 １２０ＫＮ　ＬＣ－８０２１　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６ 長幹がいし Ｂ級１２０ＫＮ　ＬＣ－８０２１ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609082028 送電線用 長幹がいし Ｂ級 １２０ＫＮ　ＬＣ－８０２４　ＪＩＳ　Ｃ　３８１６ 長幹がいし Ｂ級１２０ＫＮ　ＬＣ－８０２４ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609083012 送電線用 中実ＬＰがいし Ｂ級 １１ｋＶ　ＬＰ－１０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１２ 中実ＬＰがいし Ｂ級　１１ｋＶ　ＬＰ－１０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609083014 送電線用 中実ＬＰがいし Ｂ級 ２２ｋＶ　ＬＰ－２０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１２ 中実ＬＰがいし Ｂ級　２２ｋＶ　ＬＰ－２０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609083016 送電線用 中実ＬＰがいし Ｂ級 ３３ｋＶ　ＬＰ－３０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１２ 中実ＬＰがいし Ｂ級　３３ｋＶ　ＬＰ－３０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609083018 送電線用 中実ＬＰがいし Ｂ級 ４４ｋＶ　ＬＰ－４０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１２ 中実ＬＰがいし Ｂ級　４４ｋＶ　ＬＰ－４０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

がいし 4609083020 送電線用 中実ＬＰがいし Ｂ級 ６６ｋＶ　ＬＰ－６０　ＪＩＳ　Ｃ　３８１２ 中実ＬＰがいし Ｂ級　６６ｋＶ　ＬＰ－６０ 個 645 ○ ○ 4609 架線材料

接地抵抗低減剤―ブランド品― 4611020020 接地抵抗低減剤 サンアース（マルコナイト） Ｍ５Ｃ　２５ｋｇ詰 サンコーシヤ 接地抵抗低減剤　サンアース Ｍ５Ｃ　サンコーシヤ 袋 645 ○ ○ 4611 接地材料
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接地抵抗低減剤―ブランド品― 4611020024 接地抵抗低減剤 ＳＫアース ２０ｋｇ詰 四興 接地抵抗低減剤　ＳＫアース ２０ｋｇ詰　四興 箱 645 ○ ○ 4611 接地材料

接地抵抗低減剤―ブランド品― 4611020014 接地抵抗低減剤 ドーデンクリート １０ｋｇ詰 積水フーラー 接地抵抗低減剤ドーデンクリート １０ｋｇ詰　積水フーラー 袋 645 ○ ○ 4611 接地材料

接地抵抗低減剤―ブランド品― 4611020034 接地抵抗低減剤 ニッピアースⅡ １０ｋｇ詰 ＮＩＰエンジニアリング 接地抵抗低減剤　ニッピアース２ １０ｋｇ詰　ＮＩＰエンジニア 袋 645 ○ ○ 4611 接地材料

接地抵抗低減剤―ブランド品― 4611020036 接地抵抗低減剤 アスロン ＲＳ　１２ｋｇ詰 日本製紙 接地抵抗低減剤　アスロン ＲＳ　１２ｋｇ詰　日本製紙 袋 645 ○ ○ 4611 接地材料

接地抵抗低減剤―ブランド品― 4611020010 接地抵抗低減剤 チコーゲル パワーⅠ号　５ｋｇ詰 日本地工 接地抵抗低減剤　チコーゲル パワー１号　５ｋｇ詰　日本地工 袋 645 ○ ○ 4611 接地材料

接地抵抗低減剤―ブランド品― 4611020006 接地抵抗低減剤 ケミアース ３０ｌタイプ 三井化学産資 接地抵抗低減剤　ケミアース ３０Ｌ　三井化学産資 組 645 ○ ○ 4611 接地材料

接地抵抗低減剤―ブランド品― 4611020008 接地抵抗低減剤 ケミアース １００ｌタイプ 三井化学産資 接地抵抗低減剤　ケミアース １００Ｌ　三井化学産資 組 645 ○ ○ 4611 接地材料

接地抵抗低減剤―ブランド品― 4611020028 接地抵抗低減剤 ホクデン　ＥＰ－１ ２０ｋｇ ホクデン 接地抵抗低減剤ホクデンＥＰ－１ ２０ｋｇ　ホクデン 袋 645 ○ ○ 4611 接地材料

接地抵抗低減剤―ブランド品― 4611020030 接地抵抗低減剤 パワーメッシュ 幅２２．５ｃｍ×長１０ｍ ホクデン 接地抵抗低減剤　パワーメッシュ Ｗ２２．５ｃｍ×Ｌ１０ｍ 巻 645 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061502 連結式接地棒 φ１０×９００ｍｍ ＪＲ採用品 恒和工業 連結式接地棒 径１０×９００　ＪＲ　恒和 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061504 連結式接地棒 φ１０×１，５００ｍｍ ＪＲ採用品 恒和工業 連結式接地棒 径１０×１５００　ＪＲ　恒和 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061506 連結式接地棒 φ１４×１，５００ｍｍ　銅厚１ｍｍ ＪＲ採用品 恒和工業 連結式接地棒　銅厚１ｍｍ 径１４×１５００　ＪＲ　恒和 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611011302 連結式接地棒用リード端子 φ１０用　８□×５００ｍｍ ＪＲ採用品 恒和工業 連結式接地棒用リード端子 径１０用　８×５００　ＪＲ恒和 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611011304 連結式接地棒用リード端子 φ１０用　２２□×５００ｍｍ ＪＲ採用品 恒和工業 連結式接地棒用リード端子 径１０用　２２×５００ＪＲ恒和 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611011306 連結式接地棒用リード端子 φ１４用　２２□×５００ｍｍ ＪＲ採用品 恒和工業 連結式接地棒用リード端子 径１４用　２２×５００ＪＲ恒和 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061702 連結式接地棒 φ１０×１，５００ｍｍ 東神電気 連結式接地棒 径１０×１５００　東神 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061704 連結式接地棒 φ１４×１，５００ｍｍ 東神電気 連結式接地棒 径１４×１５００　東神 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611011502 連結式接地棒用リード端子 φ１０用　８□×５００ｍｍ 東神電気 連結式接地棒用リード端子 径１０用　□８×５００ｍｍ東神 本 646 ○ ○ 4611 接地材料
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接地（アース）棒―ブランド品― 4611011504 連結式接地棒用リード端子 φ１４用　２２□×５００ｍｍ 東神電気 連結式接地棒用リード端子 径１４用□２２×５００ｍｍ東神 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061302 丸形アース棒（単独式） Ｅ－Ｂ０　φ７×３００ｍｍ 日動電工 丸形アース棒（単独式） Ｅ－Ｂ０　径７×３００　日動 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061304 丸形アース棒（単独式） Ｅ－Ｂ１　φ７×３００ｍｍ 日動電工 丸形アース棒（単独式） Ｅ－Ｂ１　径７×３００　日動 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061306 丸形アース棒（単独式） Ｅ－Ｂ２　φ１０×５００ｍｍ 日動電工 丸形アース棒（単独式） Ｅ－Ｂ２　径１０×５００　日動 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061308 丸形アース棒（単独式・連結式） Ｅ－Ｂ３　φ１０×１，０００ｍｍ 日動電工 丸形アース棒（単独・連結式） Ｅ－Ｂ３　径１０×１０００日動 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061310 丸形アース棒（単独式・連結式） Ｅ－Ｂ４　φ１４×１，２００ｍｍ 日動電工 丸形アース棒（単独・連結式） Ｅ－Ｂ４　径１４×１２００日動 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061312 丸形アース棒（単独式・連結式） Ｅ－Ｂ５　φ１０×１，５００ｍｍ 日動電工 丸形アース棒（単独・連結式） Ｅ－Ｂ５　径１０×１５００日動 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061314 丸形アース棒（単独式・連結式） Ｅ－Ｂ６　φ１６×１，５００ｍｍ 日動電工 丸形アース棒（単独・連結式） Ｅ－Ｂ６　径１６×１５００日動 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061318 丸形アース棒（単独式・連結式） Ｅ－ＢＫ　φ１４×１，５００ｍｍ 日動電工 丸形アース棒（単独・連結式） Ｅ－ＢＫ　径１４×１５００日動 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061316 丸形アース棒（連結式） Ｅ－Ｂ７　φ１４×１，５００ｍｍ 日動電工 丸形アース棒（連結式） Ｅ－Ｂ７　径１４×１５００日動 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611011102 丸形アース棒用リード端子 Ｅ－Ｂ１０　φ１０用　８□×５００ｍｍ 日動電工 丸形アース棒用リード端子 Ｅ－Ｂ１０　径１０用　日動 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611011104 丸形アース棒用リード端子 Ｅ－Ｂ１４　φ１４用　２２□×５００ｍｍ 日動電工 丸形アース棒用リード端子 Ｅ－Ｂ１４　径１４用　日動 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611011106 丸形アース棒用リード端子 Ｅ－Ｂ１６　φ１６用　３８□×５００ｍｍ 日動電工 丸形アース棒用リード端子 Ｅ－Ｂ１６　径１６用　日動 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061122 スパットアース １．０ｍ　浅打方式 日本地工 スパットアース １ｍ　浅打方式　地工 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061124 スパットアース １．５ｍ　浅打方式 日本地工 スパットアース １．５ｍ　浅打方式　地工 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061128 パラアース ５．０ｍ　準深打方式 日本地工 パラアース ５ｍ　準深打方式　地工 組 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061132 ディープアース Ｂ－Ⅰ　ボウリング方式 日本地工 ディープアース Ｂ－１　ボウリング方式　地工 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061134 ディープアース Ｂ－Ⅱ　ボウリング方式 日本地工 ディープアース Ｂ－２　ボウリング方式　地工 本 646 ○ ○ 4611 接地材料
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接地（アース）棒―ブランド品― 4611061104 ステップアース １９ｍｍ　完全深打方式（異形深打） 日本地工 ステップアース １９ｍｍ　完全・異形深打　地工 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061106 ステップアース ２２ｍｍ　完全深打方式（異形深打） 日本地工 ステップアース ２２ｍｍ　完全・異形深打　地工 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061108 ステップアース ２５ｍｍ　完全深打方式（異形深打） 日本地工 ステップアース ２５ｍｍ　完全・異形深打　地工 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061110 ステップアース ２８ｍｍ　完全深打方式（異形深打） 日本地工 ステップアース ２８ｍｍ　完全・異形深打　地工 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

接地（アース）棒―ブランド品― 4611061112 ステップアース ３２ｍｍ　完全深打方式（異形深打） 日本地工 ステップアース ３２ｍｍ　完全・異形深打　地工 本 646 ○ ○ 4611 接地材料

地中線材料 4907031002 防水鋳鉄管 片Ｒ　７５ｍｍ×６００ｍｍ 防水鋳鉄管 片Ｒ　７５×６００ 本 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907031004 防水鋳鉄管 片Ｒ　７５ｍｍ×９００ｍｍ 防水鋳鉄管 片Ｒ　７５×９００ 本 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907031006 防水鋳鉄管 片Ｒ　１００ｍｍ×６００ｍｍ 防水鋳鉄管 片Ｒ　１００×６００ 本 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907031008 防水鋳鉄管 片Ｒ　１００ｍｍ×９００ｍｍ 防水鋳鉄管 片Ｒ　１００×９００ 本 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907031010 防水鋳鉄管 片Ｒ　１３０ｍｍ×６００ｍｍ 防水鋳鉄管 片Ｒ　１３０×６００ 本 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907031012 防水鋳鉄管 片Ｒ　１３０ｍｍ×９００ｍｍ 防水鋳鉄管 片Ｒ　１３０×９００ 本 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907031014 防水鋳鉄管 片Ｒ　１５０ｍｍ×６００ｍｍ 防水鋳鉄管 片Ｒ　１５０×６００ 本 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907031016 防水鋳鉄管 片Ｒ　１５０ｍｍ×９００ｍｍ 防水鋳鉄管 片Ｒ　１５０×９００ 本 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907071002 管路口防水装置 （一般ケーブル用）７５ 管路口防水装置 ７５ｍｍ　一般ケーブル用 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907071004 管路口防水装置 （一般ケーブル用）１００ 管路口防水装置 １００ｍｍ　一般ケーブル用 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907071006 管路口防水装置 （一般ケーブル用）１３０ 管路口防水装置 １３０ｍｍ　一般ケーブル用 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907071008 管路口防水装置 （一般ケーブル用）１５０ 管路口防水装置 １５０ｍｍ　一般ケーブル用 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907071010 管路口防水装置 （ＣＶＴケーブル用）１００ 管路口防水装置 １００ｍｍ　ＣＶＴケーブル用 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料
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地中線材料 4907071012 管路口防水装置 （ＣＶＴケーブル用）１３０ 管路口防水装置 １３０ｍｍ　ＣＶＴケーブル用 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907071014 管路口防水装置 （ＣＶＴケーブル用）１５０ 管路口防水装置 １５０ｍｍ　ＣＶＴケーブル用 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907081002 空管路防水栓 （防水鋳鉄管用）７５ 空管路防水栓 ７５ｍｍ　防水鋳鉄管用 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907081004 空管路防水栓 （防水鋳鉄管用）１００ 空管路防水栓 １００ｍｍ　防水鋳鉄管用 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907081006 空管路防水栓 （防水鋳鉄管用）１３０ 空管路防水栓 １３０ｍｍ　防水鋳鉄管用 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907081008 空管路防水栓 （防水鋳鉄管用）１５０ 空管路防水栓 １５０ｍｍ　防水鋳鉄管用 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907041002 異物継手 ７５　防鋳／鋼管 異物継手 径７５ｍｍ　防鋳／鋼管 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907041004 異物継手 １００　防鋳／鋼管 異物継手 径１００ｍｍ　防鋳／鋼管 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907041006 異物継手 １３０　防鋳／鋼管 異物継手 径１３０ｍｍ　防鋳／鋼管 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料 4907041008 異物継手 １５０　防鋳／鋼管 異物継手 径１５０ｍｍ　防鋳／鋼管 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907053402 フレキジョインター ＦＪ－Ｄ　φ５０ 水研 フレキジョインター ＦＪ－Ｄ　径５０ｍｍ　水研 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907053404 フレキジョインター ＦＪ－Ｄ　φ７５ 水研 フレキジョインター ＦＪ－Ｄ　径７５ｍｍ　水研 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907053406 フレキジョインター ＦＪ－Ｄ　φ１００ 水研 フレキジョインター ＦＪ－Ｄ　径１００ｍｍ　水研 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907021602 ケーブル受枕 Ｒ４０ 土井製作所 ケーブル受枕 Ｒ４０　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907021604 ケーブル受枕 Ｒ５０ 土井製作所 ケーブル受枕 Ｒ５０　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907021608 ケーブル受枕 Ｒ６５ 土井製作所 ケーブル受枕 Ｒ６５　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907021610 ケーブル受枕 Ｒ７５ 土井製作所 ケーブル受枕 Ｒ７５　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907021612 ケーブル受枕 Ｒ８５ 土井製作所 ケーブル受枕 Ｒ８５　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料
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地中線材料―ブランド品― 4907021614 ケーブル受枕 Ｒ９５ 土井製作所 ケーブル受枕 Ｒ９５　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907021616 ケーブル受枕 Ｒ１１０ 土井製作所 ケーブル受枕 Ｒ１１０　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907021618 ケーブル受枕 Ｒ１３５ 土井製作所 ケーブル受枕 Ｒ１３５　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907021606 ケーブル受枕 ＲＣ 土井製作所 ケーブル受枕 ＲＣ　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907041614 異形異物継手（ねじなし継手） φ７５防水管／鋼管５０Ａ 土井製作所 異形異物継手（ねじなし継手） 径７５防水管／鋼管５０Ａ　土井 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4905051602 マンホール内足場金物 φ１６ 土井製作所 マンホール用足場金物（電力用） 足場金物　径１６ｍｍ　土井 個 646 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

地中線材料―ブランド品― 4905051604 マンホール用フック Ｂ型（２２ｋＶ） 土井製作所 マンホール用足場金物（電力用） フック　Ｂ型　２２ｋＶ用　土井 個 646 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

地中線材料―ブランド品― 4905051606 マンホール用移動梯子 ３００×１０００Ｌ 土井製作所 マンホール用足場金物（電力用） 移動梯子３００×１０００Ｌ土井 本 646 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

地中線材料―ブランド品― 4907011602 ケーブル受金物 ２１０Ｃ 土井製作所 ケーブル受金物 ２１０Ｃ　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907011604 ケーブル受金物 ３１０ＣＪ 土井製作所 ケーブル受金物 ３１０ＣＪ　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907011606 ケーブル受金物 ３７０ＣＪ 土井製作所 ケーブル受金物 ３７０ＣＪ　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907011608 ケーブル受金物 ４４０ＣＪ 土井製作所 ケーブル受金物 ４４０ＣＪ　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907011622 ケーブル受金物 ５００ＣＪ 土井製作所 ケーブル受金物 ５００ＣＪ　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907011624 ケーブル受金物 ６５０Ｊ 土井製作所 ケーブル受金物 ６５０Ｊ　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907011610 ケーブル受金物 ２１０ＣＦ 土井製作所 ケーブル受金物 ２１０ＣＦ　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907011612 ケーブル受金物 ３１０ＣＦ 土井製作所 ケーブル受金物 ３１０ＣＦ　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907011626 ケーブル受金物 ３７０ＣＦ 土井製作所 ケーブル受金物 ３７０ＣＦ　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907011628 ケーブル受金物 ４４０ＣＦ 土井製作所 ケーブル受金物 ４４０ＣＦ　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料
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地中線材料―ブランド品― 4907011614 ケーブル受金物 ２７０ＣＰＦ 土井製作所 ケーブル受金物 ２７０ＣＰＦ　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907011616 ケーブル受金物 ３５０ＣＰＦ 土井製作所 ケーブル受金物 ３５０ＣＰＦ　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

地中線材料―ブランド品― 4907011630 ケーブル受金物 ４５０ＣＰＦ 土井製作所 ケーブル受金物 ４５０ＣＰＦ　土井製作所 個 646 ○ ○ 4907 地中線材料

ハンドホール国土交通省型 4905010002 ハンドホール国土交通省型 ハンドホール Ｈ１－６ ６００ｍｍ×６００ｍｍ×６００ｍｍ 中耐蓋Ｒ２Ｋ－６０付き ハンドホール　Ｈ１－６ ６００×６００　国土交通省型 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905010004 ハンドホール国土交通省型 ハンドホール Ｈ１－９ ６００ｍｍ×６００ｍｍ×９００ｍｍ 中耐蓋Ｒ２Ｋ－６０付き ハンドホール　Ｈ１－９ ６００×９００　国土交通省型 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905010006 ハンドホール国土交通省型 ハンドホール Ｈ２－６ ９００ｍｍ×９００ｍｍ×６００ｍｍ 中耐蓋Ｒ２Ｋ－６０付き ハンドホール　Ｈ２－６ ９００×６００　国土交通省型 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905010008 ハンドホール国土交通省型 ハンドホール Ｈ２－９ ９００ｍｍ×９００ｍｍ×９００ｍｍ 中耐蓋Ｒ２Ｋ－６０付き ハンドホール　Ｈ２－９ ９００×９００　国土交通省型 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905010010 ハンドホール国土交通省型 ハンドホール Ｈ５ ８００ｍｍ×４００ｍｍ×６５０ｍｍ ハンドホール　Ｈ５ ８００×４００　国土交通省型 個 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905010012 ハンドホール国土交通省型 ハンドホール Ｈ６ １，２００ｍｍ×６００ｍｍ×９００ｍｍ ハンドホール　Ｈ６ １２００×６００　国土交通省型 個 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905010014 ハンドホール国土交通省型 ハンドホール（マンホール） Ｍ３ １，８００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，５００ｍｍ ハンドホール　マンホール用Ｍ３ １８００×１０００国土交通省型 個 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905010016 ハンドホール国土交通省型 ハンドホール（マンホール） Ｍ４ ２，３００ｍｍ×１，３００ｍｍ×１，５００ｍｍ ハンドホール　マンホール用Ｍ４ ２３００×１３００国土交通省型 個 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905030002 ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（２ｔ荷重） Ｒ２Ｋ－６０ φ６００　丸枠 現場打ハンドホール用 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｒ２Ｋ－６０　径６００ 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905030004 ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（２ｔ荷重） Ｒ２Ｋ－７５ φ７５０　丸枠 現場打ハンドホール用 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｒ２Ｋ－７５　径７５０ 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905030006 ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（２ｔ荷重） Ｓ２Ｋ－６０ φ６００　角枠 現場打ハンドホール用 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｓ２Ｋ－６０　径６００ 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905030008 ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（２ｔ荷重） Ｓ２Ｋ－７５ φ７５０　角枠 現場打ハンドホール用 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｓ２Ｋ－７５　径７５０ 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905030010 ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（２ｔ荷重） Ｎ２Ｋ－８ φ８００×４００ｍｍ　角型 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｎ２Ｋ－８　８００×４００ 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905030012 ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（２ｔ荷重） Ｎ２Ｋ－１２ φ１，２００×６００ｍｍ　角型 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｎ２Ｋ－１２　１２００×６００ 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905030014 ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（８ｔ荷重） Ｒ８Ｋ－６０ φ６００　丸枠 現場打ハンドホール用 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｒ８Ｋ－６０　径６００ 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール
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ハンドホール国土交通省型 4905030016 ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（８ｔ荷重） Ｒ８Ｋ－７５ φ７５０　丸枠 現場打ハンドホール用 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｒ８Ｋ－７５　径７５０ 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905030018 ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（８ｔ荷重） Ｓ８Ｋ－６０ φ６００　角枠 現場打ハンドホール用 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｓ８Ｋ－６０　径６００ 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905030020 ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（８ｔ荷重） Ｓ８Ｋ－７５ φ７５０　角枠 現場打ハンドホール用 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｓ８Ｋ－７５　径７５０ 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905030022 ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（８ｔ荷重） Ｎ８Ｋ－８ φ８００×４００ｍｍ　角型 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｎ８Ｋ－８　８００×４００ 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール国土交通省型 4905030024 ハンドホール国土交通省型 鉄蓋（８ｔ荷重） Ｎ８Ｋ－１２ φ１，２００×６００ｍｍ　角型 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｎ８Ｋ－１２　１２００×６００ 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905033210 ハンドホール鉄蓋 ＳＦ－４５ＢＫ　４５０φ角型 枠付き価格 福西鋳物 ハンドホール用鉄蓋　角型 ＳＦ－４５ＢＫ　福西鋳物 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905033224 ハンドホール鉄蓋 ＳＤ－１　１，２００×６００φＮＥＸＣＯ仕様 枠付き価格 福西鋳物 ハンドホール用鉄蓋　ＮＥＸＣＯ ＳＤ－１　径１２００　福西鋳物 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905033206 ハンドホール鉄蓋 ＳＤ－５　７５０φＮＥＸＣＯ仕様 枠付き価格 福西鋳物 ハンドホール用鉄蓋　ＮＥＸＣＯ ＳＤ－５　径７５０　福西鋳物 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905033226 ハンドホール鉄蓋 ＳＴ－１　１，２００×６００φＮＥＸＣＯ仕様 枠付き価格 福西鋳物 ハンドホール用鉄蓋　ＮＥＸＣＯ ＳＴ－１　径１２００　福西鋳物 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905033228 ハンドホール鉄蓋 ＳＴ－５　７５０φＮＥＸＣＯ仕様 枠付き価格 福西鋳物 ハンドホール用鉄蓋　ＮＥＸＣＯ ＳＴ－５　径７５０　福西鋳物 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905033208 ハンドホール鉄蓋 ＳＴ－６　７２０φＮＥＸＣＯ仕様 枠付き価格 福西鋳物 ハンドホール用鉄蓋　ＮＥＸＣＯ ＳＴ－６　径７２０　福西鋳物 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905033214 化粧用ハンドホール鉄蓋 ＳＦ－６０ＣＢＬ－１（インター用防水防臭型） 枠付き価格 福西鋳物 ハンドホール用鉄蓋　化粧用 ＳＦ－６０ＣＢＬ－１　福西鋳物 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905033216 化粧用ハンドホール鉄蓋 ＳＦ－６０ＫＣＢ－２（インター用） 枠付き価格 福西鋳物 ハンドホール用鉄蓋　化粧用 ＳＦ－６０ＫＣＢ－２　福西鋳物 組 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905090402 ＦＦジョイント φ３０ サンリツ ＦＦジョイント 径３０　サンリツ 個 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905090404 ＦＦジョイント φ５０ サンリツ ＦＦジョイント 径５０　サンリツ 個 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905090406 ＦＦジョイント φ１００ サンリツ ＦＦジョイント 径１００　サンリツ 個 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905090408 ＦＦジョイント φ３０　ロングタイプ サンリツ ＦＦジョイント 径３０　ロングタイプ　サンリツ 個 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905090410 ＦＦジョイント φ５０　ロングタイプ サンリツ ＦＦジョイント 径５０　ロングタイプ　サンリツ 個 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール
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ハンドホール―ブランド品― 4905090412 ＦＦジョイント φ１００　ロングタイプ サンリツ ＦＦジョイント 径１００ロングタイプ　サンリツ 個 647 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011650 ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ６００ｍｍ×６００ｍｍ×１，３００ｍｍ 土井製作所 ＤＤ型ハンドホール ６００×１３００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011606 ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ７５０ｍｍ×７５０ｍｍ×９００ｍｍ 土井製作所 ＤＤ型ハンドホール ７５０×９００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011608 ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ７５０ｍｍ×７５０ｍｍ×１，３００ｍｍ 土井製作所 ＤＤ型ハンドホール ７５０×１３００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011610 ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ８００ｍｍ×８００ｍｍ×９００ｍｍ 土井製作所 ＤＤ型ハンドホール ８００×９００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011654 ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ８００ｍｍ×８００ｍｍ×１，２００ｍｍ 土井製作所 ＤＤ型ハンドホール ８００×１２００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011656 ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ８００ｍｍ×８００ｍｍ×１，５００ｍｍ 土井製作所 ＤＤ型ハンドホール ８００×１５００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011658 ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，１００ｍｍ 土井製作所 ＤＤ型ハンドホール ９００×１１００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011616 ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，３００ｍｍ 土井製作所 ＤＤ型ハンドホール ９００×１３００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011620 ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×９００ｍｍ 土井製作所 ＤＤ型ハンドホール １０００×９００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011622 ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，３００ｍｍ 土井製作所 ＤＤ型ハンドホール １０００×１３００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011624 ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，２００ｍｍ×１，２００ｍｍ×１，１００ｍｍ 土井製作所 ＤＤ型ハンドホール １２００×１１００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011626 ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，２００ｍｍ×１，２００ｍｍ×１，３００ｍｍ 土井製作所 ＤＤ型ハンドホール １２００×１３００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011628 ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，２００ｍｍ×１，２００ｍｍ×１，５００ｍｍ 土井製作所 ＤＤ型ハンドホール １２００×１５００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011630 ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ 土井製作所 ＤＤ型ハンドホール １５００×１５００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011631 ＤＤ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ×２，０００ｍｍ 土井製作所 ＤＤ型ハンドホール １５００×２０００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011632 ピラボックス用ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，４５０ｍｍ 土井製作所 ピラボックス用ハンドホール １０００×１４５０　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011645 ＮＴＴ型ハンドホール　３号 １２０型　１，２００ｍｍ×６００ｍｍ×１，２００ｍｍ 土井製作所 ハンドホール　ＮＴＴ型３号 １２０型　６００×１２００土井 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール
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ハンドホール―ブランド品― 4905011647 ＮＴＴ型ハンドホール　３号 １５０型　１，２００ｍｍ×６００ｍｍ×１，５００ｍｍ 土井製作所 ハンドホール　ＮＴＴ型３号 １５０型　６００×１５００土井 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905011659 ＮＴＴ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き）２号 ９５型　８００ｍｍ×４００ｍｍ×９５０ｍｍ 土井製作所 ハンドホール　ＮＴＴ型２号 ９５型　４００×９５０　土井 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905021601 ブロックマンホール Ｓ－１　１，５００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，２００ｍｍ 土井製作所 ブロックマンホール Ｓ－１　土井製作所 個 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905021602 ブロックマンホール Ｓ－２　１，８００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，５００ｍｍ 土井製作所 ブロックマンホール Ｓ－２　土井製作所 個 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905021604 ブロックマンホール Ｓ－３　２，３００ｍｍ×１，３００ｍｍ×１，５００ｍｍ 土井製作所 ブロックマンホール Ｓ－３　土井製作所 個 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905021606 ブロックマンホール Ｓ－４　３，０００ｍｍ×１，４００ｍｍ×１，７００ｍｍ 土井製作所 ブロックマンホール Ｓ－４　土井製作所 個 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905021608 ブロックマンホール Ｓ－５　３，２００ｍｍ×１，４００ｍｍ×２，１００ｍｍ 土井製作所 ブロックマンホール Ｓ－５　土井製作所 個 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905041606 東京電力型鉄蓋 密閉型　６００φ 土井製作所 マンホール用鉄蓋　東京電力型 密閉型　径６００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905041604 東京電力型鉄蓋 密閉型　７５０φ 土井製作所 マンホール用鉄蓋　東京電力型 密閉型　径７５０　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905041602 東京電力型鉄蓋 密閉型　９００φ 土井製作所 マンホール用鉄蓋　東京電力型 密閉型　径９００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031606 ハンドホール鉄蓋 Ｄ２Ｂ型　３００φ　２ｔ荷重 土井製作所 ハンドホール用鉄蓋 Ｄ２Ｂ型　径３００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031608 ハンドホール鉄蓋 Ｄ２Ｂ型　４５０φ　２ｔ荷重 土井製作所 ハンドホール用鉄蓋 Ｄ２Ｂ型　径４５０　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031645 ハンドホール鉄蓋 Ｄ２Ｂ型　６００φ　２ｔ荷重 土井製作所 ハンドホール用鉄蓋 Ｄ２Ｂ型　径６００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031616 ハンドホール鉄蓋 Ｄ８Ｂ型　３００φ　８ｔ荷重 土井製作所 ハンドホール用鉄蓋 Ｄ８Ｂ型　径３００　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031618 ハンドホール鉄蓋 Ｄ８Ｂ型　４５０φ　８ｔ荷重 土井製作所 ハンドホール用鉄蓋 Ｄ８Ｂ型　径４５０　土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031632 ハンドホール鉄蓋 Ｄ２４Ｂ型　６００φ　２４ｔ荷重 土井製作所 ハンドホール用鉄蓋 Ｄ２４Ｂ型　径６００土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031650 ハンドホール鉄蓋 Ｄ２４Ｂ型　７５０φ　２４ｔ荷重 土井製作所 ハンドホール用鉄蓋 Ｄ２４Ｂ型　径７５０土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031636 化粧用鉄蓋 ＤＢ８Ａ型　４５０φ　８ｔ荷重 土井製作所 ハンドホール用鉄蓋　化粧用 ＤＢ８Ａ型　径４５０土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール
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ハンドホール―ブランド品― 4905031638 化粧用鉄蓋 ＤＢ８Ａ型　６００φ　８ｔ荷重 土井製作所 ハンドホール用鉄蓋　化粧用 ＤＢ８Ａ型　径６００土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031640 化粧用鉄蓋 ＤＢ８Ｃ型　４５０□　８ｔ荷重 土井製作所 ハンドホール用鉄蓋　化粧用 ＤＢ８Ｃ型　□４５０土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031642 化粧用鉄蓋 ＤＢ８Ｃ型　６００□　８ｔ荷重 土井製作所 ハンドホール用鉄蓋　化粧用 ＤＢ８Ｃ型　□６００土井製作所 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012826 ＫＳハンドホール（中耐鉄蓋付き） ＫＳ－１型　６００ｍｍ×６００ｍｍ×１，２００ｍｍ ヴェインシステムズ ハンドホール　ＫＳ－１型 ６００×１２００　ヴェイン 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012828 ＫＳハンドホール（中耐鉄蓋付き） ＫＳ－２型　７５０ｍｍ×７５０ｍｍ×９００ｍｍ ヴェインシステムズ ハンドホール　ＫＳ－２型 ７５０×９００　ヴェイン 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012812 ＫＳハンドホール（中耐鉄蓋付き） ＫＳ－３型　８００ｍｍ×８００ｍｍ×９００ｍｍ ヴェインシステムズ ハンドホール　ＫＳ－３型 ８００×９００　ヴェイン 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012830 ＫＳハンドホール（中耐鉄蓋付き） ＫＳ－４型　９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，５００ｍｍ ヴェインシステムズ ハンドホール　ＫＳ－４型 ９００×１５００　ヴェイン 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012816 ＫＳハンドホール（中耐鉄蓋付き） ＫＳ－５型　１，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×９００ｍｍ ヴェインシステムズ ハンドホール　ＫＳ－５型 １０００×９００　ヴェイン 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012062 ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ６００ｍｍ×６００ｍｍ×１，２００ｍｍ 杉江製陶 ＳＳ型ハンドホール ６００×１２００　杉江製陶 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905015202 ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ７５０ｍｍ×７５０ｍｍ×１，３００ｍｍ 杉江製陶 ＳＳ型ハンドホール ７５０×１３００　杉江製陶 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905015204 ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ８００ｍｍ×８００ｍｍ×９００ｍｍ 杉江製陶 ＳＳ型ハンドホール ８００×９００　杉江製陶 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905015206 ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，２００ｍｍ 杉江製陶 ＳＳ型ハンドホール ９００×１２００　杉江製陶 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012048 ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，３００ｍｍ 杉江製陶 ＳＳ型ハンドホール ９００×１３００　杉江製陶 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012056 ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，５００ｍｍ 杉江製陶 ＳＳ型ハンドホール １０００×１５００　杉江製陶 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012058 ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ 杉江製陶 ＳＳ型ハンドホール １５００×１５００　杉江製陶 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012060 ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） １，８００ｍｍ×１，８００ｍｍ×１，８００ｍｍ 杉江製陶 ＳＳ型ハンドホール １８００×１８００　杉江製陶 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012054 ＳＳ型ハンドホール（中耐鉄蓋付き） ２，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ×２，０００ｍｍ 杉江製陶 ＳＳ型ハンドホール ２０００×２０００　杉江製陶 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905013802 ＯＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＯＫ０８０９　８００□×９００ｍｍ オーイケ ＯＫ式ハンドホール ＯＫ０８０９　８００×９００ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール
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ハンドホール―ブランド品― 4905013804 ＯＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＯＫ０９１３　９００□×１，３００ｍｍ オーイケ ＯＫ式ハンドホール ＯＫ０９１３　９００×１３００ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905013806 ＯＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＯＫ１０１５　１，０００□×１，５００ｍｍ オーイケ ＯＫ式ハンドホール ＯＫ１０１５　１×１．５ｍ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905013808 ＯＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＯＫ１２１５　１，２００□×１，５００ｍｍ オーイケ ＯＫ式ハンドホール ＯＫ１２１５　１．２×１．５ｍ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905013810 ＯＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＯＫ１５２０　１，５００□×２，０００ｍｍ オーイケ ＯＫ式ハンドホール ＯＫ１５２０　１．５×２ｍ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905013812 ＯＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＯＫ１８２０　１，８００□×２，０００ｍｍ オーイケ ＯＫ式ハンドホール ＯＫ１８２０　１．８×２ｍ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905013814 ＯＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＯＫ２０１９　２，０００□×１，９００ｍｍ オーイケ ＯＫ式ハンドホール ＯＫ２０１９　２×１．９ｍ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905015402 樹脂製ハンドホール（Ｓ２Ｋ鉄蓋付き） ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ×５００ｍｍ マンホール商会 樹脂製ハンドホール ４５０×４５０×５００ｍｍ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905015404 樹脂製ハンドホール（Ｓ２Ｋ鉄蓋付き） ６００ｍｍ×６００ｍｍ×６００ｍｍ マンホール商会 樹脂製ハンドホール ６００×６００×６００ｍｍ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905015412 樹脂製ハンドホール（Ｓ２Ｋ鉄蓋付き） ６００ｍｍ×６００ｍｍ×９００ｍｍ マンホール商会 樹脂製ハンドホール ６００×６００×９００ｍｍ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905015406 樹脂製ハンドホール（Ｓ２Ｋ鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×９００ｍｍ マンホール商会 樹脂製ハンドホール ９００×９００×９００ｍｍ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905015414 樹脂製ハンドホール（Ｓ２Ｋ鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，２００ｍｍ マンホール商会 樹脂製ハンドホール ９００×９００×１２００ｍｍ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905015408 ＭＨＫ型ハンドホール（Ｒ２Ｋ鉄蓋付き） ６００ｍｍ×６００ｍｍ×９００ｍｍ マンホール商会 ＭＨＫ型ハンドホール ６００×６００×９００ｍｍ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905015410 ＭＨＫ型ハンドホール（Ｒ２Ｋ鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，３００ｍｍ マンホール商会 ＭＨＫ型ハンドホール ９００×９００×１３００ｍｍ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905015416
高圧キャビネット用ハンドホール　タイプＡ（Ｒ２Ｋ鉄蓋付き） １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，４５０ｍｍ
マンホール商会

高圧キャビネット用ハンドホール タイプＡ　１０００×１４５０ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905015418
パットマウント用ハンドホール　タイプＡ（Ｒ２Ｋ鉄蓋付き） １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，４５０ｍｍ マ
ンホール商会

パットマウント用ハンドホール タイプＡ　１０００×１４５０ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905015420 集合住宅用ハンドホール（Ｓ２Ｋ鉄蓋付き） １，２００ｍｍ×１，７５０ｍｍ×１，２００ｍｍ マンホール商会 集合住宅用ハンドホール １２００×１７５０×１２００ 組 648 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031406 ハンドホール鉄ぶた ＭＡＳ６００φ中荷重　回転ロック式 枠付き価格 北勢工業 ハンドホール用鉄蓋 ＭＡＳ　径６００　北勢工業 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031408 ハンドホール鉄ぶた ＭＡＵ６００φ重荷重　回転ロック式 枠付き価格 北勢工業 ハンドホール用鉄蓋 ＭＡＵ　径６００　北勢工業 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール
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ハンドホール―ブランド品― 4905031404 ハンドホール鉄ぶた Ｎ－２Ｋ－８型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｎ－２Ｋ－８型　北勢工業 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031414 ハンドホール鉄ぶた Ｎ－２Ｋ－１２型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｎ－２Ｋ－１２型　北勢工業 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031418 ハンドホール鉄ぶた Ｎ－８Ｋ－８型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｎ－８Ｋ－８型　北勢工業 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031434 ハンドホール鉄ぶた Ｎ－８Ｋ－１２型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｎ－８Ｋ－１２型　北勢工業 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031412 ハンドホール鉄ぶた Ｒ－２Ｋ－６０型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｒ－２Ｋ－６０型　北勢工業 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031416 ハンドホール鉄ぶた Ｒ－８Ｋ－６０型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｒ－８Ｋ－６０型　北勢工業 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031402 ハンドホール鉄ぶた Ｓ－２Ｋ－６０型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｓ－２Ｋ－６０型　北勢工業 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031420 ハンドホール鉄ぶた Ｓ－２Ｋ－７５型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｓ－２Ｋ－７５型　北勢工業 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031410 ハンドホール鉄ぶた Ｓ－８Ｋ－６０型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｓ－８Ｋ－６０型　北勢工業 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031422 ハンドホール鉄ぶた Ｓ－８Ｋ－７５型（簡易防水） 国土交通省型 枠付き価格 北勢工業 ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 Ｓ－８Ｋ－７５型　北勢工業 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031426 化粧用ハンドホール鉄蓋 ＫＭＨ－Ｐ　６００□（インターロック用） 枠付き価格 北勢工業 ハンドホール用鉄蓋　化粧用 ＫＭＨ－Ｐ　□６００　北勢工業 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031432 化粧用ハンドホール鉄蓋 ＫＭＨ－Ｌ　６００□（タイル用） 枠付き価格 北勢工業 ハンドホール用鉄蓋　化粧用 ＫＭＨ－Ｌ　□６００　北勢工業 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031428 化粧用ハンドホール鉄蓋 ＫＭＨ－ＭＦＢＫ　６００φ（インターロック用） 枠付き価格 北勢工業 ハンドホール用鉄蓋　化粧用 ＫＭＨ－ＭＦＢＫ　北勢工業 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905031430 化粧用ハンドホール鉄蓋 ＫＭＨ－ＭＫ　６００φ（タイル用） 枠付き価格 北勢工業 ハンドホール用鉄蓋　化粧用 ＫＭＨ－ＭＫ　径６００北勢工業 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905014202 ＰＢ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＳＢ２　６００□×６００ｍｍ 国土交通省型 アートコンクリート工業 ＰＢ式ハンドホール　国交省型 ＳＢ２　６００×６００　アート 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905014204 ＰＢ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＳＢ２　６００□×９００ｍｍ 国土交通省型 アートコンクリート工業 ＰＢ式ハンドホール　国交省型 ＳＢ２　６００×９００　アート 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905014206 ＰＢ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＳＢ２　９００□×６００ｍｍ 国土交通省型 アートコンクリート工業 ＰＢ式ハンドホール　国交省型 ＳＢ２　９００×６００　アート 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905014208 ＰＢ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＳＢ２　９００□×９００ｍｍ 国土交通省型 アートコンクリート工業 ＰＢ式ハンドホール　国交省型 ＳＢ２　９００×９００　アート 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール
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ハンドホール―ブランド品― 4905014210 ＰＢ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＳＢ３　１，５００□×１，５００ｍｍ アートコンクリート工業 ＰＢ式ハンドホール ＳＢ３　１５００×１５００ 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905014802
ＩＴハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＩＴ０６０６　６００ｍｍ×６００ｍｍ×６００ｍｍ 国土交通省型 イン
テック

ハンドホールＩＴ０６０６国交省 ６００×６００　インテック 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905014804
ＩＴハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＩＴ０６０９　６００ｍｍ×６００ｍｍ×９００ｍｍ 国土交通省型 イン
テック

ハンドホールＩＴ０６０９国交省 ６００×９００　インテック 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905014806
ＩＴハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＩＴ０９０６　９００ｍｍ×９００ｍｍ×６００ｍｍ 国土交通省型 イン
テック

ハンドホールＩＴ０９０６国交省 ９００×６００　インテック 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905014808
ＩＴハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＩＴ１５１５　１，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ イン
テック

ハンドホールＩＴ１５１５ １５００×１５００　インテック 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012214 ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０６０６　６００□×６００ｍｍ 国土交通省型 ケイコン ＦＫ式ハンドホール国土交通省型 ＦＫＨ０６０６　ケイコン 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012216 ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０６０９　６００□×９００ｍｍ 国土交通省型 ケイコン ＦＫ式ハンドホール国土交通省型 ＦＫＨ０６０９　ケイコン 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012217 ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０８０６　８００□×６００ｍｍ ケイコン ＦＫ式ハンドホール ＦＫＨ０８０６　ケイコン 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012219 ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０８０９　８００□×９００ｍｍ ケイコン ＦＫ式ハンドホール ＦＫＨ０８０９　ケイコン 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012222 ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０９０６　９００□×６００ｍｍ 国土交通省型 ケイコン ＦＫ式ハンドホール国土交通省型 ＦＫＨ０９０６　ケイコン 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012224 ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０９０９　９００□×９００ｍｍ 国土交通省型 ケイコン ＦＫ式ハンドホール国土交通省型 ＦＫＨ０９０９　ケイコン 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012234 ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０９１２　９００□×１，２００ｍｍ ケイコン ＦＫ式ハンドホール ＦＫＨ０９１２　ケイコン 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012242 ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ１０１２　１，０００□×１，２００ｍｍ ケイコン ＦＫ式ハンドホール ＦＫＨ１０１２　ケイコン 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012226 ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ１０１５　１，０００□×１，５００ｍｍ ケイコン ＦＫ式ハンドホール ＦＫＨ１０１５　ケイコン 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012245 ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ１２０９　１，２００□×９００ｍｍ ケイコン ＦＫ式ハンドホール ＦＫＨ１２０９　ケイコン 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012250 ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ１２１２　１，２００□×１，２００ｍｍ ケイコン ＦＫ式ハンドホール ＦＫＨ１２１２　ケイコン 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012228 ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ１２１５　１，２００□×１，５００ｍｍ ケイコン ＦＫ式ハンドホール ＦＫＨ１２１５　ケイコン 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012255 ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ１５１１　１，５００□×１，１００ｍｍ ケイコン ＦＫ式ハンドホール ＦＫＨ１５１１　ケイコン 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール
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ハンドホール―ブランド品― 4905012260 ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ１５１５　１，５００□×１，５００ｍｍ ケイコン ＦＫ式ハンドホール ＦＫＨ１５１５　ケイコン 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905032412 ハンドホール鉄蓋 ＳＭＲ－８－６００×１，２００－ａ 国土交通省型 枠付き価格 カネソウ ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 ＳＭＲ－８－６００×１２００ａ 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905032414 ハンドホール鉄蓋 ＳＭＲ－８－４００×８００－ａ 国土交通省型 枠付き価格 カネソウ ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 ＳＭＲ－８－４００×８００－ａ 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905032416 ハンドホール鉄蓋 ＳＭＲ－２－６００×１，２００－ａ 国土交通省型 枠付き価格 カネソウ ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 ＳＭＲ－２－６００×１２００ａ 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905032418 ハンドホール鉄蓋 ＳＭＲ－２－４００×８００－ａ 国土交通省型 枠付き価格 カネソウ ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 ＳＭＲ－２－４００×８００－ａ 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905032420 ハンドホール鉄蓋 ＭＫＨＹ－８－６００（丸）－ａ 国土交通省型 枠付き価格 カネソウ ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 ＭＫＨＹ－８－６００（丸）－ａ 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905032422 ハンドホール鉄蓋 ＭＫＨＹ－８－６００（角）－ａ 国土交通省型 枠付き価格 カネソウ ハンドホール用鉄蓋国土交通省型 ＭＫＨＹ－８－６００（角）－ａ 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012668 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ６００ｍｍ×６００ｍｍ×６００ｍｍ 国土交通省型 立基 ＴＨハンドホール　国土交通省型 ６００×６００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012670 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ６００ｍｍ×６００ｍｍ×９００ｍｍ 国土交通省型 立基 ＴＨハンドホール　国土交通省型 ６００×９００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012671 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ６００ｍｍ×６００ｍｍ×１，３００ｍｍ 立基 ＴＨハンドホール ６００×１３００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012675 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ８００ｍｍ×８００ｍｍ×６００ｍｍ 立基 ＴＨハンドホール ８００×６００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012676 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ８００ｍｍ×８００ｍｍ×９００ｍｍ 立基 ＴＨハンドホール ８００×９００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012677 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ８００ｍｍ×８００ｍｍ×１，２００ｍｍ 立基 ＴＨハンドホール ８００×１２００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012678 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×６００ｍｍ 国土交通省型 立基 ＴＨハンドホール　国土交通省型 ９００×６００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012680 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×９００ｍｍ 国土交通省型 立基 ＴＨハンドホール　国土交通省型 ９００×９００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012681 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，２００ｍｍ 立基 ＴＨハンドホール ９００×１２００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012682 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，３００ｍｍ 立基 ＴＨハンドホール ９００×１３００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012683 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ９００ｍｍ×９００ｍｍ×１，５００ｍｍ 立基 ＴＨハンドホール ９００×１５００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール
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ハンドホール―ブランド品― 4905012684 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×９００ｍｍ 立基 ＴＨハンドホール １０００×９００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012685 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，２００ｍｍ 立基 ＴＨハンドホール １０００×１２００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012686 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） １，０００ｍｍ×１，０００ｍｍ×１，５００ｍｍ 立基 ＴＨハンドホール １０００×１５００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012667 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） １，２００ｍｍ×１，２００ｍｍ×９００ｍｍ 立基 ＴＨハンドホール １２００×９００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012650 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） １，２００ｍｍ×１，２００ｍｍ×１，２００ｍｍ 立基 ＴＨハンドホール １２００×１２００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905012652 ＴＨハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） １，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ×１，５００ｍｍ 立基 ＴＨハンドホール １５００×１５００　立基 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905090002 ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ ３０φ用　パッキン付き 立基 ハンドホール用接合部材　径３０ ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905090004 ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ ４０φ用　パッキン付き 立基 ハンドホール用接合部材　径４０ ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905090006 ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ ５０φ用　パッキン付き 立基 ハンドホール用接合部材　径５０ ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905090008 ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ ６５φ用　パッキン付き 立基 ハンドホール用接合部材　径６５ ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905090010 ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ ８０φ用　パッキン付き 立基 ハンドホール用接合部材　径８０ ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905090012 ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ １００φ用　パッキン付き 立基 ハンドホール用接合部材径１００ ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905090014 ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ １２５φ用　パッキン付き 立基 ハンドホール用接合部材径１２５ ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

ハンドホール―ブランド品― 4905090016 ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ １５０φ用　パッキン付き 立基 ハンドホール用接合部材径１５０ ＰＬジョイント／Ｓｔｙｐｅ 組 649 ○ ○ 4905 ハンドホール・マンホール

耐電用品―ブランド品― 4911070004
耐電用品 高圧用防護管（ポリエチレン） 使用電圧７ｋＶ以下　φ２５ｍｍ×長２．５ｍ　継手付き 試験電圧２０ｋＶ
／１分間 ヨツギ

高電圧用防護管　７ｋＶ以下 径２５ｍｍ×２．５ｍ 本 650 ○ ○ 4911 配電用品

耐電用品―ブランド品― 4911070006
耐電用品 高圧用防護管（ポリエチレン） 使用電圧７ｋＶ以下　φ３５ｍｍ×長２．５ｍ　継手付き 試験電圧２０ｋＶ
／１分間 ヨツギ

高電圧用防護管　７ｋＶ以下 径３５ｍｍ×２．５ｍ 本 650 ○ ○ 4911 配電用品

耐電用品―ブランド品― 4911070008
耐電用品 高圧用防護管（ポリエチレン） 使用電圧７ｋＶ以下　φ４５ｍｍ×長２ｍ　継手付き 試験電圧２０ｋＶ／１
分間 ヨツギ

高電圧用防護管　７ｋＶ以下 径４５ｍｍ×２ｍ 本 650 ○ ○ 4911 配電用品

耐電用品―ブランド品― 4911070010
耐電用品 高圧用防護管（ポリエチレン） 使用電圧７ｋＶ以下　φ６５ｍｍ×長２ｍ　継手付き 試験電圧２０ｋＶ／１
分間 ヨツギ

高電圧用防護管　７ｋＶ以下 径６５ｍｍ×２ｍ 本 650 ○ ○ 4911 配電用品
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耐電用品―ブランド品― 4911070012
耐電用品 高圧用防護管（ポリエチレン） 使用電圧７ｋＶ以下　φ１００ｍｍ×長２ｍ　継手付き 試験電圧２０ｋＶ／
１分間 ヨツギ

高電圧用防護管　７ｋＶ以下 径１００ｍｍ×２ｍ 本 650 ○ ○ 4911 配電用品

耐電用品―ブランド品― 4911080004
耐電用品 耐電ゴム板 使用電圧７ｋＶ以下　厚３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１０ｍ　茶 試験電圧２０ｋＶ／１分間
ヨツギ

耐電ゴム板　７ｋＶ以下 ３×１０００ｍｍ×１０ｍ　茶 巻 650 ○ ○ 4911 配電用品

耐電用品―ブランド品― 4911080006
耐電用品 耐電ゴム板 使用電圧７ｋＶ以下　厚６ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１０ｍ　黒 試験電圧２０ｋＶ／１分間
ヨツギ

耐電ゴム板　７ｋＶ以下 ６×１０００ｍｍ×１０ｍ　黒 巻 650 ○ ○ 4911 配電用品

耐電用品―ブランド品― 4911080008
耐電用品 耐電ゴム板 使用電圧７ｋＶ以下　厚１０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長１０ｍ　黒 試験電圧２０ｋＶ／１分間
ヨツギ

耐電ゴム板　７ｋＶ以下 １０×１０００ｍｍ×１０ｍ　黒 巻 650 ○ ○ 4911 配電用品

耐電用品―ブランド品― 4911090002
耐電用品 高圧プラスチックシート 使用電圧７ｋＶ以下　縦９００ｍｍ×横１，０００ｍｍ 試験電圧２０ｋＶ／１分間
ヨツギ

高圧プラスチックシート ７ｋＶ以下９００×１０００ｍｍ 枚 650 ○ ○ 4911 配電用品

耐電用品―ブランド品― 4911090004
耐電用品 低圧ビニルシート 使用電圧６００Ｖ以下　縦５００ｍｍ×横１，０００ｍｍ 試験電圧３ｋＶ／１分間 ヨツ
ギ

低圧ビニル　６００Ｖ以下 ５００×１０００ｍｍ 枚 650 ○ ○ 4911 配電用品

耐電用品―ブランド品― 4911040004 耐電用品 改良ラインホース ３０φ×長８００ｍｍ　き電線用 渡部工業 改良ラインホース 径３０×Ｌ８００ｍｍ 本 650 ○ ○ 4911 配電用品

耐電用品―ブランド品― 4911040006 耐電用品 改良ラインホース ４０φ×長８００ｍｍ　アルミき電線用 渡部工業 改良ラインホース 径４０×Ｌ８００ｍｍ 本 650 ○ ○ 4911 配電用品

耐電用品―ブランド品― 4911080002 耐電用品 耐電用筋入ゴム板 幅１ｍ　厚６ｍｍ　高圧用 渡部工業 耐電用筋入ゴム板 Ｗ１ｍ　Ｔ６ｍｍ　高圧用 ｍ 650 ○ ○ 4911 配電用品

耐電用品―ブランド品― 4911040010 耐電用品 懸垂がいしシールド イカリ型Ａ 渡部工業 懸垂がいしシールド イカリ型Ａ 本 650 ○ ○ 4911 配電用品

耐電用品―ブランド品― 4911040012 耐電用品 懸垂がいしシールド イカリ型Ｂ 渡部工業 懸垂がいしシールド イカリ型Ｂ 本 650 ○ ○ 4911 配電用品

降雪検出器―ブランド品― 4903010020 降雪検出器 スノーアイ ＳＥ－ＴＨ２Ａ　車道用２ｍ 柿本商会 降雪検出器　スノーアイ ＳＥ－ＴＨ２Ａ　車道用　２ｍ 台 650 ○ ○ 4903 検出器

降雪検出器―ブランド品― 4903010002 降雪検出器 スノーアイ ＳＥ－ＴＨ２Ａ　車道用６ｍ 柿本商会 降雪検出器　スノーアイ ＳＥ－ＴＨ２Ａ　車道用　６ｍ 台 650 ○ ○ 4903 検出器

降雪検出器―ブランド品― 4903010022 降雪検出器 スノーアイ ＳＥ－ＴＨ２Ｂ　高精度型２ｍ 柿本商会 降雪検出器　スノーアイ ＳＥ－ＴＨ２Ｂ　高精度型　２ｍ 台 650 ○ ○ 4903 検出器

降雪検出器―ブランド品― 4903010016 降雪検出器 スノーアイ ＳＥ－ＴＨ２Ｂ　高精度型６ｍ 柿本商会 降雪検出器　スノーアイ ＳＥ－ＴＨ２Ｂ　高精度型　６ｍ 台 650 ○ ○ 4903 検出器

降雪検出器―ブランド品― 4903010024 降雪検出器 スノーアイ ＳＥ－００２Ａ　駐車場用２ｍ 柿本商会 降雪検出器　スノーアイ ＳＥ－００２Ａ　駐車場用　２ｍ 台 650 ○ ○ 4903 検出器

降雪検出器―ブランド品― 4903010004 降雪検出器 スノーアイ ＳＥ－００２Ａ　駐車場用６ｍ 柿本商会 降雪検出器　スノーアイ ＳＥ－００２Ａ　駐車場用　６ｍ 台 650 ○ ○ 4903 検出器

降雪検出器―ブランド品― 4903010006 降雪検出器 風防パネル ＳＥ－ＴＨＰ　ケーブル６ｍ付き 柿本商会 降雪検出器　風防パネル ＳＥ－ＴＨＰ　ケーブル付　柿本 台 650 ○ ○ 4903 検出器
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降雪検出器―ブランド品― 4903010026 降雪検出器 風防パネルカバー アクリル製 柿本商会 降雪検出器　風防パネルカバー アクリル製　柿本商会 枚 650 ○ ○ 4903 検出器

降雪検出器―ブランド品― 4903010008 降雪検出器 専用ケーブル 延長ケーブル用 柿本商会 降雪検出器　専用ケーブル 延長ケーブル用　柿本商会 ｍ 650 ○ ○ 4903 検出器

降雪検出器―ブランド品― 4903010010 降雪検出器 ケーブル端末処理 延長両端末処理 柿本商会 降雪検出器　ケーブル端末処理 延長両端末処理　柿本商会 式 650 ○ ○ 4903 検出器

蓄電池 4913031101
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　２０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ２０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031102
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　３０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ３０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031104
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　４０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ４０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031106
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ５０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031108
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　６０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ６０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031110
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　８０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ８０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031112
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　１００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ１００Ｓ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031114
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　１２０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ１２０Ｓ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031116
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　１５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ１５０Ｓ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031118
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　２００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ２００Ｓ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031120
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　２５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ２５０Ｓ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031122
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　３００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ３００Ｓ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031124
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　３５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ３５０Ｓ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031126
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　４００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ４００Ｓ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031127
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　２０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ２０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池
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蓄電池 4913031128
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　３０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ３０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031130
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　４０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ４０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031132
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ５０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031134
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　６０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ６０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031136
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　８０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ８０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031138
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　１００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ１００Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031140
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　１２０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ１２０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031142
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　１５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ１５０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031144
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　２００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ２００Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031146
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　２５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ２５０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031148
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　３００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ３００Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031150
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　３５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ３５０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031152
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　４００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ４００Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031154
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　４５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ４５０Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031156
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　５００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ５００Ｓ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035173
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　２０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ２０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035174
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　３０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ３０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035175
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　４０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ４０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池
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蓄電池 4913035176
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035177
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　６０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ６０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035178
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　８０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ８０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035179
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　１００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ１００Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035180
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　１２０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ１２０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035181
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　１５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ１５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035182
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　２００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ２００Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035183
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　２５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ２５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035184
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　３００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ３００Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035185
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　３５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ３５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035186
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　４００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ４００Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035187
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　４５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ４５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035188
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　５００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ５００Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031501
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　２０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ２０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031502
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　３０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ３０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031504
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　４０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ４０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031506
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ５０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031508
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　６０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ６０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池
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蓄電池 4913031510
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　８０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ８０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031512
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　１００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ１００Ｓ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031514
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　１２０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ１２０Ｓ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031516
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　１５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ１５０Ｓ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031518
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　２００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ２００Ｓ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031520
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　２５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ２５０Ｓ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031522
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　３００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ３００Ｓ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031524
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　３５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ３５０Ｓ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031526
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨＨ　４００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨＨ４００Ｓ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031527
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　２０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ２０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031528
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　３０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ３０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031530
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　４０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ４０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031532
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ５０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031534
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　６０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ６０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031536
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　８０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ８０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031538
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　１００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ１００Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031540
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　１２０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ１２０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031542
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　１５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ１５０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池
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蓄電池 4913031544
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　２００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ２００Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031546
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　２５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ２５０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031548
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　３００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ３００Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031550
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　３５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ３５０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031552
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　４００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ４００Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031554
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　４５０Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ４５０Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913031556
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 焼結式 ＡＨ　５００Ｓ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　焼結式 ＡＨ５００Ｓ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035573
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　２０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ２０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035574
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　３０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ３０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035575
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　４０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ４０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035576
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ５０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035577
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　６０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ６０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035578
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　８０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ８０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035579
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　１００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ１００Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035580
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　１２０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ１２０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035581
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　１５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ１５０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035582
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　２００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ２００Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035583
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　２５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ２５０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池
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蓄電池 4913035584
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　３００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ３００Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035585
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　３５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ３５０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035586
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　４００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ４００Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035587
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　４５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ４５０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035588
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭ　５００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭ５００Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035102
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　３０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ３０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035104
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　４０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ４０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035106
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035108
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　６０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ６０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035110
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　８０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ８０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035112
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　１００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ１００Ｐ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035114
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　１２０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ１２０Ｐ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035116
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　１５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ１５０Ｐ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035118
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　２００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ２００Ｐ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035120
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　２５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ２５０Ｐ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035122
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　３００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ３００Ｐ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035124
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　３５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ３５０Ｐ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035126
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　４００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ４００Ｐ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池
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蓄電池 4913035128
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　４５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ４５０Ｐ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035130
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　５００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ５００Ｐ　１．２Ｖベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035138
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　３０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ３０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035140
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　４０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ４０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035142
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035144
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　６０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ６０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035146
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　８０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ８０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035148
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　１００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ１００Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035150
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　１２０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ１２０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035152
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　１５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ１５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035154
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　２００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ２００Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035156
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　２５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ２５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035158
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　３００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ３００Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035160
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　３５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ３５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035162
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　４００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ４００Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035164
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　４５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ４５０Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035166
蓄電池 ベント形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　５００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ５００Ｐ　１．２Ｖ　ベント 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035502
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　３０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ３０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池
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蓄電池 4913035504
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　４０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ４０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035506
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ５０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035508
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　６０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ６０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035510
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　８０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ８０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035512
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　１００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ１００Ｐ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035514
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　１２０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ１２０Ｐ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035516
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　１５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ１５０Ｐ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035518
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　２００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ２００Ｐ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035520
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　２５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ２５０Ｐ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035522
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　３００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ３００Ｐ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035524
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　３５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ３５０Ｐ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035526
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　４００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ４００Ｐ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035528
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　４５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ４５０Ｐ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035530
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＭＨ　５００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＭＨ５００Ｐ　１．２Ｖシール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035538
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　３０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ３０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035540
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　４０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ４０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035542
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ５０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035544
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　６０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量６０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ６０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池
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蓄電池 4913035546
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　８０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量８０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７
０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ８０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035548
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　１００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ１００Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035550
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　１２０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ１２０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035552
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　１５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ１５０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035554
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　２００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ２００Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035556
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　２５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ２５０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035558
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　３００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ３００Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035560
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　３５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量３５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ３５０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035562
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　４００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ４００Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035564
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　４５０Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量４５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ４５０Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913035566
蓄電池 シール形アルカリ蓄電池 ポケット式 ＡＨ　５００Ｐ 公称電圧１．２Ｖ　定格容量５００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ
８７０６）

アルカリ蓄電池　ポケット式 ＡＨ５００Ｐ　１．２Ｖ　シール 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010002 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　１－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量１２Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ１－２　２Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010004 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　２－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量２４Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ２－２　２Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010006 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　３－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量３６Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ３－２　２Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010008 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　４－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量４８Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ４－２　２Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010010 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　５－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量６０Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ５－２　２Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010012 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　６－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量７２Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ６－２　２Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010014 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　７－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量８４Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ７－２　２Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池
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蓄電池 4913010016 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　８－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量９６Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ８－２　２Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010018 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　９－２ 公称電圧２Ｖ　定格容量１０８Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ９－２　２Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010020 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　１－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量１２Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ１－６　６Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010022 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　２－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量２４Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ２－６　６Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010024 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　３－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量３６Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ３－６　６Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010026 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　４－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量４８Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ４－６　６Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010028 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　５－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量６０Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ５－６　６Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010030 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　６－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量７２Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ６－６　６Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010032 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　７－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量８４Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ７－６　６Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010034 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　８－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量９６Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ８－６　６Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010036 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ　９－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量１０８Ａｈ 鉛蓄電池 ＰＳ９－６　６Ｖ　可搬形 個 651 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010098 蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－３０ 公称電圧２Ｖ　定格容量３０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０４） 鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－３０　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010100 蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－６０ 公称電圧２Ｖ　定格容量６０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０４） 鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－６０　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010102 蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－９０ 公称電圧２Ｖ　定格容量９０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０４） 鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－９０　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010104
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１３０ 公称電圧２Ｖ　定格容量１３０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－１３０　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010106
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１７０ 公称電圧２Ｖ　定格容量１７０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－１７０　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010108
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－２１０ 公称電圧２Ｖ　定格容量２１０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－２１０　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010110
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－２５０ 公称電圧２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－２５０　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池
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蓄電池 4913010112
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－２９０ 公称電圧２Ｖ　定格容量２９０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－２９０　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010114
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－４００ 公称電圧２Ｖ　定格容量４００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－４００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010116
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－５００ 公称電圧２Ｖ　定格容量５００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－５００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010118
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－６００ 公称電圧２Ｖ　定格容量６００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－６００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010120
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－７００ 公称電圧２Ｖ　定格容量７００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－７００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010122
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－８００ 公称電圧２Ｖ　定格容量８００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－８００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010124
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－９００ 公称電圧２Ｖ　定格容量９００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－９００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010126
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１０００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，０００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－１０００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010128
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１２００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，２００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－１２００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010130
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１４００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，４００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－１４００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010132
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１６００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，６００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－１６００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010134
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１８００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，８００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－１８００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010136
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－２０００ 公称電圧２Ｖ　定格容量２，０００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－２０００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010138 蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－３０ 公称電圧２Ｖ　定格容量３０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０４） 鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－３０　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010140 蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－６０ 公称電圧２Ｖ　定格容量６０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０４） 鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－６０　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010142 蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－８０ 公称電圧２Ｖ　定格容量８０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０４） 鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－８０　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010144
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－１００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010146
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１２０ 公称電圧２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－１２０　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池
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蓄電池 4913010148
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１５０ 公称電圧２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－１５０　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010150
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－２００ 公称電圧２Ｖ　定格容量２００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－２００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010152
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－２５０ 公称電圧２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－２５０　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010154
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－３００ 公称電圧２Ｖ　定格容量３００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－３００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010156
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－４００ 公称電圧２Ｖ　定格容量４００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－４００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010158
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－５００ 公称電圧２Ｖ　定格容量５００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－５００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010160
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－６００ 公称電圧２Ｖ　定格容量６００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－６００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010162
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－７００ 公称電圧２Ｖ　定格容量７００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－７００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010164
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－８００ 公称電圧２Ｖ　定格容量８００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－８００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010166
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－９００ 公称電圧２Ｖ　定格容量９００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－９００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010168
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１０００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，０００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－１０００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010170
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１２００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，２００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－１２００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010172
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１５００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，５００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－１５００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010174
蓄電池 ベント形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－２０００ 公称電圧２Ｖ　定格容量２，０００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－２０００　２Ｖ　ベント 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010176 蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－３０ 公称電圧２Ｖ　定格容量３０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０４） 鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－３０　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010178 蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－６０ 公称電圧２Ｖ　定格容量６０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０４） 鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－６０　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010180 蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－９０ 公称電圧２Ｖ　定格容量９０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０４） 鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－９０　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010182
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１３０ 公称電圧２Ｖ　定格容量１３０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－１３０　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池
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蓄電池 4913010184
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１７０ 公称電圧２Ｖ　定格容量１７０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－１７０　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010186
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－２１０ 公称電圧２Ｖ　定格容量２１０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－２１０　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010188
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－２５０ 公称電圧２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－２５０　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010190
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－２９０ 公称電圧２Ｖ　定格容量２９０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－２９０　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010192
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－４００ 公称電圧２Ｖ　定格容量４００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－４００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010194
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－５００ 公称電圧２Ｖ　定格容量５００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－５００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010196
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－６００ 公称電圧２Ｖ　定格容量６００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－６００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010198
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－７００ 公称電圧２Ｖ　定格容量７００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－７００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010200
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－８００ 公称電圧２Ｖ　定格容量８００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－８００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010202
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－９００ 公称電圧２Ｖ　定格容量９００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－９００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010204
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１０００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，０００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－１０００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010206
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１２００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，２００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－１２００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010208
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１４００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，４００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－１４００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010210
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１６００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，６００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－１６００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010212
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－１８００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，８００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－１８００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010214
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 クラッド式 ＣＳ－２０００ 公称電圧２Ｖ　定格容量２，０００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　クラッド式 ＣＳ－２０００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010216 蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－３０ 公称電圧２Ｖ　定格容量３０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０４） 鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－３０　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010218 蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－６０ 公称電圧２Ｖ　定格容量６０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０４） 鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－６０　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池
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蓄電池 4913010220 蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－８０ 公称電圧２Ｖ　定格容量８０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０４） 鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－８０　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010222
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－１００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010224
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１２０ 公称電圧２Ｖ　定格容量１２０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－１２０　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010226
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１５０ 公称電圧２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－１５０　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010228
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－２００ 公称電圧２Ｖ　定格容量２００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－２００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010230
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－２５０ 公称電圧２Ｖ　定格容量２５０Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－２５０　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010232
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－３００ 公称電圧２Ｖ　定格容量３００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－３００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010234
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－４００ 公称電圧２Ｖ　定格容量４００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－４００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010236
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－５００ 公称電圧２Ｖ　定格容量５００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－５００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010238
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－６００ 公称電圧２Ｖ　定格容量６００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－６００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010240
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－７００ 公称電圧２Ｖ　定格容量７００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－７００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010242
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－８００ 公称電圧２Ｖ　定格容量８００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－８００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010244
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－９００ 公称電圧２Ｖ　定格容量９００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８７０
４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－９００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010246
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１０００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，０００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－１０００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010248
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１２００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，２００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－１２００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010250
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－１５００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，５００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－１５００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010252
蓄電池 シール形据置鉛蓄電池 ペースト式 ＨＳ－２０００ 公称電圧２Ｖ　定格容量２，０００Ａｈ （ＪＩＳ　Ｃ　８
７０４）

鉛蓄電池　ペースト式 ＨＳ－２０００　２Ｖ　シール 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010284 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ　５０－１２ 公称電圧１２Ｖ　定格容量５０Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式 ＭＳＥ５０－１２　１２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池
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蓄電池 4913010282 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ　１００－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量１００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式 ＭＳＥ１００－６　６Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010254 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ　１５０ 公称電圧２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式 ＭＳＥ１５０　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010256 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ　２００ 公称電圧２Ｖ　定格容量２００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式 ＭＳＥ２００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010258 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ　３００ 公称電圧２Ｖ　定格容量３００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式 ＭＳＥ３００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010260 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ　４００ 公称電圧２Ｖ　定格容量４００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式 ＭＳＥ４００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010262 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ　５００ 公称電圧２Ｖ　定格容量５００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式 ＭＳＥ５００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010264 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ　６００ 公称電圧２Ｖ　定格容量６００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式 ＭＳＥ６００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010266 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ　７００ 公称電圧２Ｖ　定格容量７００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式 ＭＳＥ７００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010268 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ　８００ 公称電圧２Ｖ　定格容量８００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式 ＭＳＥ８００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010270 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ　９００ 公称電圧２Ｖ　定格容量９００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式 ＭＳＥ９００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010272 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ　１０００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，０００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式 ＭＳＥ１０００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010274 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ　１５００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，５００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式 ＭＳＥ１５００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010276 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ　２０００ 公称電圧２Ｖ　定格容量２，０００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式 ＭＳＥ２０００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010278 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ　２５００ 公称電圧２Ｖ　定格容量２，５００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式 ＭＳＥ２５００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010280 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式 ＭＳＥ　３０００ 公称電圧２Ｖ　定格容量３，０００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式 ＭＳＥ３０００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010300 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当　５０－１２ 公称電圧１２Ｖ　定格容量５０Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式　長寿命 ＭＳＥ相当　５０－１２　１２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010302 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当　１００－６ 公称電圧６Ｖ　定格容量１００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式　長寿命 ＭＳＥ相当　１００－６　６Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010304 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当　１５０ 公称電圧２Ｖ　定格容量１５０Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式　長寿命 ＭＳＥ相当　１５０　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池
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蓄電池 4913010306 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当　２００ 公称電圧２Ｖ　定格容量２００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式　長寿命 ＭＳＥ相当　２００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010308 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当　３００ 公称電圧２Ｖ　定格容量３００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式　長寿命 ＭＳＥ相当　３００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010310 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当　４００ 公称電圧２Ｖ　定格容量４００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式　長寿命 ＭＳＥ相当　４００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010312 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当　５００ 公称電圧２Ｖ　定格容量５００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式　長寿命 ＭＳＥ相当　５００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010314 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当　６００ 公称電圧２Ｖ　定格容量６００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式　長寿命 ＭＳＥ相当　６００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010316 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当　７００ 公称電圧２Ｖ　定格容量７００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式　長寿命 ＭＳＥ相当　７００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010318 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当　８００ 公称電圧２Ｖ　定格容量８００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式　長寿命 ＭＳＥ相当　８００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010320 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当　９００ 公称電圧２Ｖ　定格容量９００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式　長寿命 ＭＳＥ相当　９００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010322 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当　１０００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，０００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式　長寿命 ＭＳＥ相当　１０００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010324 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当　１５００ 公称電圧２Ｖ　定格容量１，５００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式　長寿命 ＭＳＥ相当　１５００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010326 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当　２０００ 公称電圧２Ｖ　定格容量２，０００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式　長寿命 ＭＳＥ相当　２０００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010328 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当　２５００ 公称電圧２Ｖ　定格容量２，５００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式　長寿命 ＭＳＥ相当　２５００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

蓄電池 4913010330 蓄電池 制御弁式据置鉛蓄電池 制御弁式（長寿命） ＭＳＥ相当　３０００ 公称電圧２Ｖ　定格容量３，０００Ａｈ 鉛蓄電池　制御弁式　長寿命 ＭＳＥ相当　３０００　２Ｖ 個 652 ○ ○ 4913 電池

乾電池 4913040002 アルカリ乾電池 単１形 ＪＩＳ　Ｃ　８５１５ アルカリ乾電池 単１形　ＪＩＳ　Ｃ　８５１５ 個 652 ○ ○ 4913 電池

乾電池 4913040004 アルカリ乾電池 単２形 ＪＩＳ　Ｃ　８５１５ アルカリ乾電池 単２形　ＪＩＳ　Ｃ　８５１５ 個 652 ○ ○ 4913 電池

乾電池 4913040006 アルカリ乾電池 単３形 ＪＩＳ　Ｃ　８５１５ アルカリ乾電池 単３形　ＪＩＳ　Ｃ　８５１５ 個 652 ○ ○ 4913 電池

乾電池 4913040008 アルカリ乾電池 単４形 ＪＩＳ　Ｃ　８５１５ アルカリ乾電池 単４形　ＪＩＳ　Ｃ　８５１５ 個 652 ○ ○ 4913 電池

乾電池 4913020002 マンガン乾電池 単１形 ＪＩＳ　Ｃ　８５１５ マンガン乾電池 単１形　ＪＩＳ　Ｃ　８５１５ 個 652 ○ ○ 4913 電池
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乾電池 4913020004 マンガン乾電池 単２形 ＪＩＳ　Ｃ　８５１５ マンガン乾電池 単２形　ＪＩＳ　Ｃ　８５１５ 個 652 ○ ○ 4913 電池

乾電池 4913020006 マンガン乾電池 単３形 ＪＩＳ　Ｃ　８５１５ マンガン乾電池 単３形　ＪＩＳ　Ｃ　８５１５ 個 652 ○ ○ 4913 電池

乾電池 4913020008 マンガン乾電池 単４形 ＪＩＳ　Ｃ　８５１５ マンガン乾電池 単４形　ＪＩＳ　Ｃ　８５１５ 個 652 ○ ○ 4913 電池

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001011152
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ 外径２１．７ｍｍ×厚２．８ｍｍ
１．３１ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 黒ねじ無　１５Ａ　定尺５．５ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001011154
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ 外径２７．２ｍｍ×厚２．８ｍｍ
１．６８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 黒ねじ無　２０Ａ　定尺５．５ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001011156
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ 外径３４．０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ２．４
３ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 黒ねじ無　２５Ａ　定尺５．５ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001011158
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ 外径４２．７ｍｍ×厚３．５ｍｍ
３．３８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 黒ねじ無　３２Ａ　定尺５．５ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001011160
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ 外径４８．６ｍｍ×厚３．５ｍｍ
３．８９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 黒ねじ無　４０Ａ　定尺５．５ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001011162
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ 外径６０．５ｍｍ×厚３．８ｍｍ ５．３
１ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 黒ねじ無　５０Ａ　定尺５．５ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001011164
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ 外径７６．３ｍｍ×厚４．２ｍｍ
７．４７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 黒ねじ無　６５Ａ　定尺５．５ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001011166
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ 外径８９．１ｍｍ×厚４．２ｍｍ ８．７
９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 黒ねじ無　８０Ａ　定尺５．５ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001011168
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 黒ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ 外径１１４．３ｍｍ×厚４．５ｍｍ １
２．２ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 黒ねじ無１００Ａ　定尺５．５ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015202
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ 外径２１．７ｍｍ×厚２．８ｍｍ
１．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ無　１５Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015204
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ 外径２７．２ｍｍ×厚２．８ｍｍ
１．６８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ無　２０Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015206
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ 外径３４．０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ２．４
３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ無　２５Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015208
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ 外径４２．７ｍｍ×厚３．５ｍｍ
３．３８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ無　３２Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015210
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ 外径４８．６ｍｍ×厚３．５ｍｍ
３．８９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ無　４０Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015212
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ 外径６０．５ｍｍ×厚３．８ｍｍ ５．３
１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ無　５０Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）
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配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015214
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ 外径７６．３ｍｍ×厚４．２ｍｍ
７．４７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ無　６５Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015216
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ 外径８９．１ｍｍ×厚４．２ｍｍ ８．７
９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ無　８０Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015218
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ無し管（ＳＧＰ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ 外径１１４．３ｍｍ×厚４．５ｍｍ １
２．２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ無　１００Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015602
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ 外径２１．７ｍｍ×厚２．８ｍｍ
１．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ付　１５Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015604
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ 外径２７．２ｍｍ×厚２．８ｍｍ
１．６８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ付　２０Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015606
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ 外径３４．０ｍｍ×厚３．２ｍｍ ２．４
３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ付　２５Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015608
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ 外径４２．７ｍｍ×厚３．５ｍｍ
３．３８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ付　３２Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015610
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ 外径４８．６ｍｍ×厚３．５ｍｍ
３．８９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ付　４０Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015612
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ 外径６０．５ｍｍ×厚３．８ｍｍ ５．３
１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ付　５０Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015614
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ 外径７６．３ｍｍ×厚４．２ｍｍ
７．４７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ付　６５Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015616
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ 外径８９．１ｍｍ×厚４．２ｍｍ ８．７
９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ付　８０Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 5001015618
配管用炭素鋼鋼管（ガス管） 白ねじ付き管（ＳＧＰ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ 外径１１４．３ｍｍ×厚４．５ｍｍ １
２．２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

配管用炭素鋼鋼管　ＳＧＰ 白ねじ付　１００Ａ　定尺４ｍ 本 654 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001021102
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径１５Ａ １．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４
２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ付　１５Ａ　定尺４ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001021104
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径２０Ａ １．６８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４
２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ付　２０Ａ　定尺４ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001021106
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径２５Ａ ２．４３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４
２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ付　２５Ａ　定尺４ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001021108
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径３２Ａ ３．３８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４
２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ付　３２Ａ　定尺４ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001021110
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径４０Ａ ３．８９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４
２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ付　４０Ａ　定尺４ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001021112
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径５０Ａ ５．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４
２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ付　５０Ａ　定尺４ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）
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水配管用亜鉛めっき鋼管 5001021114
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径６５Ａ ７．４７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４
２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ付　６５Ａ　定尺４ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001021116
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径８０Ａ ８．７９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４
２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ付　８０Ａ　定尺４ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001021118
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ付き管（ＳＧＰＷ） 呼び径１００Ａ １２．２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４
４２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ付　１００Ａ　定尺４ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001081052
耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径１２５Ａ １５．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 黒ねじ無　１２５Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001081054
耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径１５０Ａ １９．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 黒ねじ無　１５０Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001081056
耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径２００Ａ ３０．１ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 黒ねじ無　２００Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001081058
耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径２５０Ａ ４２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 黒ねじ無　２５０Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001081060
耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径３００Ａ ５３．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 黒ねじ無　３００Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001081062
耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径３５０Ａ ６７．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 黒ねじ無　３５０Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001081064
耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径４００Ａ ７７．６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 黒ねじ無　４００Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001081066
耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径４５０Ａ ８７．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 黒ねじ無　４５０Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001081068
耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径５００Ａ ９７．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 黒ねじ無　５００Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001082002
耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径１２５Ａ １５．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 白ねじ無　１２５Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001082004
耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径１５０Ａ １９．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 白ねじ無　１５０Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001082006
耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径２００Ａ ３０．１ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 白ねじ無　２００Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001082008
耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径２５０Ａ ４２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 白ねじ無　２５０Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001082010
耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径３００Ａ ５３．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 白ねじ無　３００Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001082012
耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径３５０Ａ ６７．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 白ねじ無　３５０Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）
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耐溝状腐食電縫鋼管 5001082014
耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径４００Ａ ７７．６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 白ねじ無　４００Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001082016
耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径４５０Ａ ８７．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 白ねじ無　４５０Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001082018
耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径５００Ａ ９７．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 白ねじ無　５００Ａ定尺５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001083002
耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径１２５Ａ １５．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本
ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ 水配管ねじ無１２５Ａ　５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001083004
耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径１５０Ａ １９．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本
ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ 水配管ねじ無１５０Ａ　５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001083006
耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径２００Ａ ３０．１ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本
ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ 水配管ねじ無２００Ａ　５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001083008
耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径２５０Ａ ４２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本
ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ 水配管ねじ無２５０Ａ　５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001083010
耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径３００Ａ ５３．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本
ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ 水配管ねじ無３００Ａ　５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001083012 耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径３５０Ａ ６７．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ 水配管ねじ無３５０Ａ　５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001083014 耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径４００Ａ ７７．６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ 水配管ねじ無４００Ａ　５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001083016 耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径４５０Ａ ８７．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ 水配管ねじ無４５０Ａ　５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001083018 耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ無し）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径５００Ａ ９７．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰＷＭＮ 水配管ねじ無５００Ａ　５．５ｍ 本 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 5001031002
配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 アーク鋼管 ＳＴＰＹ４００（ＵＯＥ） 呼び径４５０Ａ　肉厚８．７～２５．４ｍｍ ６
ｍ・１２ｍ／本

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 ＵＯＥ　４５０Ａ ｋｇ 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 5001031004
配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 アーク鋼管 ＳＴＰＹ４００（ＵＯＥ） 呼び径５００Ａ　肉厚８．７～２５．４ｍｍ ６
ｍ・１２ｍ／本

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 ＵＯＥ　５００Ａ ｋｇ 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 5001031006
配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 アーク鋼管 ＳＴＰＹ４００（ＵＯＥ） 呼び径５５０～１２００Ａ　肉厚８．７～２５．
４ｍｍ ６ｍ・１２ｍ／本

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 ＵＯＥ　５５０～１２００Ａ ｋｇ 658 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001041102
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径２０Ａ
（ＳＣＨ４０）１．７４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２．２４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　黒ねじ無　２０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001041104
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径２５Ａ
（ＳＣＨ４０）２．５７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３．２７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　黒ねじ無　２５Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001041106
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径３２Ａ
（ＳＣＨ４０）３．４７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４．５７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　黒ねじ無　３２Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）
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圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001041108
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径４０Ａ
（ＳＣＨ４０）４．１０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）５．４７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　黒ねじ無　４０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001041110
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径５０Ａ
（ＳＣＨ４０）５．４４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）７．４６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　黒ねじ無　５０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001041112
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径６５Ａ
（ＳＣＨ４０）９．１２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　黒ねじ無　６５Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001041114
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径８０Ａ
（ＳＣＨ４０）１１．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５．３ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　黒ねじ無　８０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001041116
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径９０Ａ
（ＳＣＨ４０）１３．５ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１８．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　黒ねじ無　９０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001041118
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径１００Ａ
（ＳＣＨ４０）１６．０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　黒ねじ無１００Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001041120
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径１２５Ａ
（ＳＣＨ４０）２１．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３０．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　黒ねじ無１２５Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001041122
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径１５０Ａ
（ＳＣＨ４０）２７．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４１．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　黒ねじ無１５０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001041124
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径２００Ａ
（ＳＣＨ４０）４２．１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）６３．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　黒ねじ無２００Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001041126
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径２５０Ａ
（ＳＣＨ４０）５９．２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）９３．９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　黒ねじ無２５０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001041128
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径３００Ａ
（ＳＣＨ４０）７８．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　黒ねじ無３００Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001041130
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径３５０Ａ
（ＳＣＨ４０）９４．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　黒ねじ無３５０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001045100
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１５Ａ （ＳＣＨ４
０）１．３１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１．６４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　１５Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001045102
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２０Ａ （ＳＣＨ４
０）１．７４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２．２４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　２０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001045104
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２５Ａ （ＳＣＨ４
０）２．５７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３．２７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　２５Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001045106
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３２Ａ （ＳＣＨ４
０）３．４７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４．５７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　３２Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001045108
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径４０Ａ （ＳＣＨ４
０）４．１０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）５．４７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　４０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001045110
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径５０Ａ （ＳＣＨ４
０）５．４４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）７．４６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　５０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）
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圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001045112
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径６５Ａ （ＳＣＨ４
０）９．１２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　６５Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001045114
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径８０Ａ （ＳＣＨ４
０）１１．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５．３ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　８０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001045116
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径９０Ａ （ＳＣＨ４
０）１３．５ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１８．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　９０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001045118
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１００Ａ （ＳＣＨ４
０）１６．０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　１００Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001045120
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１２５Ａ （ＳＣＨ４
０）２１．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３０．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　１２５Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001045122
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１５０Ａ （ＳＣＨ４
０）２７．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４１．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　１５０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001045124
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２００Ａ （ＳＣＨ４
０）４２．１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）６３．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　２００Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001045126
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２５０Ａ （ＳＣＨ４
０）５９．２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）９３．９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　２５０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001045128
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３００Ａ （ＳＣＨ４
０）７８．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　３００Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001045130
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３５０Ａ （ＳＣＨ４
０）９４．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　３５０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001043132
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１５Ａ
（ＳＣＨ４０）１．３１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１．６４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　１５Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001043102
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２０Ａ
（ＳＣＨ４０）１．７４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２．２４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　２０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001043104
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２５Ａ
（ＳＣＨ４０）２．５７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３．２７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　２５Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001043106
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３２Ａ
（ＳＣＨ４０）３．４７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４．５７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　３２Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001043108
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径４０Ａ
（ＳＣＨ４０）４．１０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）５．４７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　４０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001043110
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径５０Ａ
（ＳＣＨ４０）５．４４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）７．４６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　５０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001043112
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径６５Ａ
（ＳＣＨ４０）９．１２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　６５Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001043114
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径８０Ａ
（ＳＣＨ４０）１１．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５．３ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　８０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）
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圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001043116
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径９０Ａ
（ＳＣＨ４０）１３．５ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１８．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　９０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001043118
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１００
Ａ （ＳＣＨ４０）１６．０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　１００Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001043120
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１２５
Ａ （ＳＣＨ４０）２１．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３０．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　１２５Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001043122
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１５０
Ａ （ＳＣＨ４０）２７．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４１．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　１５０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001043124
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２００
Ａ （ＳＣＨ４０）４２．１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）６３．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　２００Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001043126
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２５０
Ａ （ＳＣＨ４０）５９．２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）９３．９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　２５０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001043128
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３００
Ａ （ＳＣＨ４０）７８．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　３００Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001043130
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 黒ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３５０
Ａ （ＳＣＨ４０）９４．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　黒ねじ無　３５０Ａ ｋｇ 659 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001042102
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径２０Ａ
（ＳＣＨ４０）１．７４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２．２４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無　２０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001042104
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径２５Ａ
（ＳＣＨ４０）２．５７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３．２７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無　２５Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001042106
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径３２Ａ
（ＳＣＨ４０）３．４７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４．５７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無　３２Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001042108
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径４０Ａ
（ＳＣＨ４０）４．１０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）５．４７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無　４０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001042110
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径５０Ａ
（ＳＣＨ４０）５．４４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）７．４６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無　５０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001042112
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径６５Ａ
（ＳＣＨ４０）９．１２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無　６５Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001042114
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径８０Ａ
（ＳＣＨ４０）１１．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５．３ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無　８０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001042116
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径９０Ａ
（ＳＣＨ４０）１３．５ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１８．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無　９０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001042118
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径１００Ａ
（ＳＣＨ４０）１６．０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無１００Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001042120
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径１２５Ａ
（ＳＣＨ４０）２１．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３０．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無１２５Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

2265 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001042122
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径１５０Ａ
（ＳＣＨ４０）２７．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４１．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無１５０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001042124
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径２００Ａ
（ＳＣＨ４０）４２．１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）６３．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無２００Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001042126
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径２５０Ａ
（ＳＣＨ４０）５９．２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）９３．９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無２５０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001042128
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径３００Ａ
（ＳＣＨ４０）７８．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無３００Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001042130
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 継目無し鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｓ－Ｈ 呼び径３５０Ａ
（ＳＣＨ４０）９４．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　継目無 ３７０Ｓ－Ｈ　白ねじ無３５０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001046100
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１５Ａ （ＳＣＨ４
０）１．３１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１．６４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　白ねじ無　１５Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001046102
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２０Ａ （ＳＣＨ４
０）１．７４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２．２４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　白ねじ無　２０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001046104
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２５Ａ （ＳＣＨ４
０）２．５７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３．２７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　白ねじ無　２５Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001046106
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３２Ａ （ＳＣＨ４
０）３．４７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４．５７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　白ねじ無　３２Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001046108
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径４０Ａ （ＳＣＨ４
０）４．１０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）５．４７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　白ねじ無　４０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001046110
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径５０Ａ （ＳＣＨ４
０）５．４４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）７．４６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　白ねじ無　５０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001046112
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径６５Ａ （ＳＣＨ４
０）９．１２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　白ねじ無　６５Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001046114
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径８０Ａ （ＳＣＨ４
０）１１．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５．３ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　白ねじ無　８０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001046116
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径９０Ａ （ＳＣＨ４
０）１３．５ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１８．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　白ねじ無　９０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001046118
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１００Ａ （ＳＣＨ４
０）１６．０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　白ねじ無　１００Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001046120
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１２５Ａ （ＳＣＨ４
０）２１．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３０．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　白ねじ無　１２５Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001046122
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１５０Ａ （ＳＣＨ４
０）２７．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４１．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　白ねじ無　１５０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001046124
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２００Ａ （ＳＣＨ４
０）４２．１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）６３．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　白ねじ無　２００Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）
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圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001046126
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２５０Ａ （ＳＣＨ４
０）５９．２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）９３．９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　白ねじ無　２５０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001046128
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３００Ａ （ＳＣＨ４
０）７８．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　白ねじ無　３００Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001046130
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 電縫管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３５０Ａ （ＳＣＨ４
０）９４．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　電縫管 ３７０－Ｅ　白ねじ無　３５０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001044132
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１５Ａ
（ＳＣＨ４０）１．３１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１．６４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　白ねじ無　１５Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001044102
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２０Ａ
（ＳＣＨ４０）１．７４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２．２４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　白ねじ無　２０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001044104
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２５Ａ
（ＳＣＨ４０）２．５７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３．２７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　白ねじ無　２５Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001044106
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３２Ａ
（ＳＣＨ４０）３．４７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４．５７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　白ねじ無　３２Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001044108
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径４０Ａ
（ＳＣＨ４０）４．１０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）５．４７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　白ねじ無　４０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001044110
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径５０Ａ
（ＳＣＨ４０）５．４４ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）７．４６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　白ねじ無　５０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001044112
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径６５Ａ
（ＳＣＨ４０）９．１２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　白ねじ無　６５Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001044114
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径８０Ａ
（ＳＣＨ４０）１１．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５．３ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　白ねじ無　８０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001044116
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径９０Ａ
（ＳＣＨ４０）１３．５ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１８．７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　白ねじ無　９０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001044118
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１００
Ａ （ＳＣＨ４０）１６．０ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）２２．４ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　白ねじ無　１００Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001044120
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１２５
Ａ （ＳＣＨ４０）２１．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）３０．５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　白ねじ無　１２５Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001044122
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径１５０
Ａ （ＳＣＨ４０）２７．７ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）４１．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　白ねじ無　１５０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001044124
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２００
Ａ （ＳＣＨ４０）４２．１ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）６３．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　白ねじ無　２００Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001044126
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径２５０
Ａ （ＳＣＨ４０）５９．２ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）９３．９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　白ねじ無　２５０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001044128
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３００
Ａ （ＳＣＨ４０）７８．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１２９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　白ねじ無　３００Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）
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圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 5001044130
圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＣＨ４０・８０） 白ねじ無し管 耐溝状腐食電縫鋼管 ＳＴＰＧ－３７０－Ｅ 呼び径３５０
Ａ （ＳＣＨ４０）９４．３ｋｇ／ｍ （ＳＣＨ８０）１５８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４５４

圧力配管用炭素鋼鋼管　腐食電縫 ３７０－Ｅ　白ねじ無　３５０Ａ ｋｇ 660 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003011202
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径１５Ａ １．４０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ　１５Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003011204
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径２０Ａ １．８２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ　２０Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003011206
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径２５Ａ ２．６１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ　２５Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003011208
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径３２Ａ ３．６１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ　３２Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003011210
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径４０Ａ ４．１６ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ　４０Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003011212
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径５０Ａ ５．６６ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ　５０Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003011214
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径６５Ａ ７．９２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ　６５Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003011216
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径８０Ａ ９．５０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ　８０Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003011218
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径１００Ａ １３．１０ｋｇ／ｍ ４．
０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ　１００Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003011220
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径１２５Ａ １６．２１ｋｇ／ｍ ４．
０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ　１２５Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003011222
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ（ＳＧＰ黒ねじ無し） 呼び径１５０Ａ ２１．５０ｋｇ／ｍ ４．
０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＡ　１５０Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003012402
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径１５Ａ １．４０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ　１５Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003012404
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径２０Ａ １．８２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ　２０Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003012406
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径２５Ａ ２．６１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ　２５Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003012408
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径３２Ａ ３．６１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ　３２Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003012410
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径４０Ａ ４．１６ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ　４０Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003012412
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径５０Ａ ５．６６ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ　５０Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003012414
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径６５Ａ ７．９２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ　６５Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003012416
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径８０Ａ ９．５０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ　８０Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003012418
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径１００Ａ １３．１０ｋｇ／ｍ ４．
０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ　１００Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003012420
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径１２５Ａ １６．２１ｋｇ／ｍ ４．
０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ　１２５Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003012422
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ（ＳＧＰＷねじ無し） 呼び径１５０Ａ ２１．５０ｋｇ／ｍ ４．
０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＢ　１５０Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003014602
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径１５Ａ １．６２ｋｇ／ｍ
４．０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ　１５Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003014604
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径２０Ａ ２．０７ｋｇ／ｍ
４．０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ　２０Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003014606
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径２５Ａ ２．９２ｋｇ／ｍ
４．０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ　２５Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003014608
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径３２Ａ ３．９７ｋｇ／ｍ
４．０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ　３２Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003014610
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径４０Ａ ４．５５ｋｇ／ｍ
４．０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ　４０Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003014612
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径５０Ａ ６．１０ｋｇ／ｍ
４．０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ　５０Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003014614
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径６５Ａ ８．４７ｋｇ／ｍ
４．０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ　６５Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003014616
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径８０Ａ １０．１４ｋｇ／
ｍ ４．０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ　８０Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003014618
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径１００Ａ １４．１２ｋｇ
／ｍ ４．０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ　１００Ａ　４ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121002 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径５０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　５０Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121004 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径６５Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　６５Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121006 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径８０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　８０Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121008 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１００Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ１００Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121010 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１２５Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ１２５Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121012 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１５０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ１５０Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121014 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２００Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ２００Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121016 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２５０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ２５０Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121018 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３００Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ３００Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122002 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　５０Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122004 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　６５Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122006 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　８０Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122008 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ１００Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122010 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ１２５Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122012 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ１５０Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122014 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ２００Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122016 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ２５０Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122018 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ３００Ａ５．５ｍ 本 661 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003021102 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径１５Ａ １．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ　１５Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003021104 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径２０Ａ １．６８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ　２０Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003021106 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径２５Ａ ２．４３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ　２５Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003021108 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径３２Ａ ３．３８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ　３２Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003021110 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径４０Ａ ３．８９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ　４０Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003021112 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径５０Ａ ５．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ　５０Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003021114 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径６５Ａ ７．４７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ　６５Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003021116 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径８０Ａ ８．７９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ　８０Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003021118
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ（黒ねじ無し） 呼び径１００Ａ １２．２０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＡ　１００Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003022102 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径１５Ａ １．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ　１５Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003022104 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径２０Ａ １．６８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ　２０Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003022106 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径２５Ａ ２．４３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ　２５Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003022108 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径３２Ａ ３．３８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ　３２Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003022110 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径４０Ａ ３．８９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ　４０Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003022112 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径５０Ａ ５．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ　５０Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003022114 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径６５Ａ ７．４７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ　６５Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003022116 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径８０Ａ ８．７９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ　８０Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003022118
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ（白ねじ無し） 呼び径１００Ａ １２．２０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ
／本

水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＢ　１００Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003024102
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径１５Ａ １．３１ｋｇ
／ｍ ４．０ｍ／本

水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ　１５Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003024104
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径２０Ａ １．６８ｋｇ
／ｍ ４．０ｍ／本

水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ　２０Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003024106
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径２５Ａ ２．４３ｋｇ
／ｍ ４．０ｍ／本

水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ　２５Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003024108
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径３２Ａ ３．３８ｋｇ
／ｍ ４．０ｍ／本

水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ　３２Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003024110
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径４０Ａ ３．８９ｋｇ
／ｍ ４．０ｍ／本

水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ　４０Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003024112
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径５０Ａ ５．３１ｋｇ
／ｍ ４．０ｍ／本

水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ　５０Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003024114
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径６５Ａ ７．４７ｋｇ
／ｍ ４．０ｍ／本

水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ　６５Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003024116
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径８０Ａ ８．７９ｋｇ
／ｍ ４．０ｍ／本

水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ　８０Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003024118
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ（一層ポリエチレン被覆ねじ無し） 呼び径１００Ａ １２．２０
ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本

水道用ポリ粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＰＤ　１００Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070000 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径６５Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　６５Ａ５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070001 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径８０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　８０Ａ５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070002 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１００Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ１００Ａ５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070004 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１２５Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ１２５Ａ５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070006 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１５０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ１５０Ａ５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070008 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２００Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ２００Ａ５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070010 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２５０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ２５０Ａ５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070012 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３００Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ３００Ａ５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070014 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３５０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ３５０Ａ５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070016 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４００Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ４００Ａ５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070018 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４５０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ４５０Ａ５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070020 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径５００Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ５００Ａ５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

ポリエチレン被覆鋼管 5003110012 ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ２Ｓ（内面塗装） 呼び径５０Ａ ５．５ｍ／本 ５．３１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ２Ｓ　５０Ａ　５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管
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ポリエチレン被覆鋼管 5003110016 ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ２Ｓ（内面塗装） 呼び径８０Ａ ５．５ｍ／本 ８．７９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ２Ｓ　８０Ａ　５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

ポリエチレン被覆鋼管 5003110018 ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ２Ｓ（内面塗装） 呼び径１００Ａ ５．５ｍ／本 １２．２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ２Ｓ　１００Ａ　５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

ポリエチレン被覆鋼管 5003110022 ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ２Ｓ（内面塗装） 呼び径１５０Ａ ５．５ｍ／本 １９．８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ２Ｓ　１５０Ａ　５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

ポリエチレン被覆鋼管 5003110024 ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ２Ｓ（内面塗装） 呼び径２００Ａ ５．５ｍ／本 ３０．１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ２Ｓ　２００Ａ　５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

ポリエチレン被覆鋼管 5003110028 ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ２Ｓ（内面塗装） 呼び径３００Ａ ５．５ｍ／本 ５３．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ２Ｓ　３００Ａ　５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

ポリエチレン被覆鋼管 5003110032 ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ２Ｓ（内面塗装） 呼び径４００Ａ ５．５ｍ／本 ７７．６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ２Ｓ　４００Ａ　５．５ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

ポリエチレン被覆鋼管 5003110036 ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ２Ｓ（内面塗装） 呼び径５００Ａ １１．０ｍ／本 ９７．４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ２Ｓ　５００Ａ　１１ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

ポリエチレン被覆鋼管 5003112202 ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径１５Ａ ４．０ｍ／本 １．３１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ内面無塗装　１５Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

ポリエチレン被覆鋼管 5003112204 ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径２０Ａ ４．０ｍ／本 １．６８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ内面無塗装　２０Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

ポリエチレン被覆鋼管 5003112206 ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径２５Ａ ４．０ｍ／本 ２．４３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ内面無塗装　２５Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

ポリエチレン被覆鋼管 5003112208 ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径３２Ａ ４．０ｍ／本 ３．３８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ内面無塗装　３２Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

ポリエチレン被覆鋼管 5003112210 ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径４０Ａ ４．０ｍ／本 ３．８９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ内面無塗装　４０Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

ポリエチレン被覆鋼管 5003112212 ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径５０Ａ ４．０ｍ／本 ５．３１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ内面無塗装　５０Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

ポリエチレン被覆鋼管 5003112214 ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径６５Ａ ４．０ｍ／本 ７．４７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ内面無塗装　６５Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

ポリエチレン被覆鋼管 5003112216 ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径８０Ａ ４．０ｍ／本 ８．７９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ内面無塗装　８０Ａ　４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

ポリエチレン被覆鋼管 5003112218
ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ（内面無塗装） 呼び径１００Ａ ４．０ｍ／本 １２．２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４６
９

ポリエチレン被覆鋼管 Ｐ１Ｈ内面無塗装　１００Ａ４ｍ 本 662 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003040102 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径１５Ａ １．４６ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用耐熱性塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ　１５Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003040104 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径２０Ａ １．９１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用耐熱性塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ　２０Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003040106 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径２５Ａ ２．７２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用耐熱性塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ　２５Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003040108 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径３２Ａ ３．８４ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用耐熱性塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ　３２Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003040110 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径４０Ａ ４．４３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用耐熱性塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ　４０Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003040112 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径５０Ａ ６．０１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用耐熱性塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ　５０Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003040114 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径６５Ａ ８．５２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用耐熱性塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ　６５Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003040116 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径８０Ａ １０．２２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用耐熱性塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ　８０Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003040118 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ 呼び径１００Ａ １４．０７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 水道用耐熱性塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＨＶＡ　１００Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003100102 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径１５Ａ １．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ　１５Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003100104 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径２０Ａ １．６８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ　２０Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003100106 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径２５Ａ ２．４３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ　２５Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003100108 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径３２Ａ ３．３８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ　３２Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003100110 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径４０Ａ ３．８９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ　４０Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003100112 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径５０Ａ ５．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ　５０Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003100114 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径６５Ａ ７．４７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ　６５Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003100116 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径８０Ａ ８．７９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ　８０Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003100118 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径１００Ａ １２．２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ　１００Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003100120 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径１２５Ａ １５．０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ　１２５Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003100122 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ 呼び径１５０Ａ １９．８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＧＰ－ＶＳ　１５０Ａ　４ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管
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排水用鋼管 5003030002
排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管 ＳＧＰ－ＮＴＡ（ＷＳＰ　０３２） 呼び径３２Ａ ３．３８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／
本

排水用ノンタールエポ塗装鋼管 ＳＧＰ－ＮＴＡ　３２Ａ５．５ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

排水用鋼管 5003030004
排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管 ＳＧＰ－ＮＴＡ（ＷＳＰ　０３２） 呼び径４０Ａ ３．８９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／
本

排水用ノンタールエポ塗装鋼管 ＳＧＰ－ＮＴＡ　４０Ａ５．５ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

排水用鋼管 5003030006
排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管 ＳＧＰ－ＮＴＡ（ＷＳＰ　０３２） 呼び径５０Ａ ５．３１ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／
本

排水用ノンタールエポ塗装鋼管 ＳＧＰ－ＮＴＡ　５０Ａ５．５ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

排水用鋼管 5003030008
排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管 ＳＧＰ－ＮＴＡ（ＷＳＰ　０３２） 呼び径６５Ａ ７．４７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／
本

排水用ノンタールエポ塗装鋼管 ＳＧＰ－ＮＴＡ　６５Ａ５．５ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

排水用鋼管 5003030010
排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管 ＳＧＰ－ＮＴＡ（ＷＳＰ　０３２） 呼び径８０Ａ ８．７９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／
本

排水用ノンタールエポ塗装鋼管 ＳＧＰ－ＮＴＡ　８０Ａ５．５ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

排水用鋼管 5003030012
排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管 ＳＧＰ－ＮＴＡ（ＷＳＰ　０３２） 呼び径１００Ａ １２．２ｋｇ／ｍ ５．５ｍ
／本

排水用ノンタールエポ塗装鋼管 ＳＧＰ－ＮＴＡ１００Ａ５．５ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

排水用鋼管 5003030014
排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管 ＳＧＰ－ＮＴＡ（ＷＳＰ　０３２） 呼び径１２５Ａ １５．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ
／本

排水用ノンタールエポ塗装鋼管 ＳＧＰ－ＮＴＡ１２５Ａ５．５ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

排水用鋼管 5003030016
排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管 ＳＧＰ－ＮＴＡ（ＷＳＰ　０３２） 呼び径１５０Ａ １９．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ
／本

排水用ノンタールエポ塗装鋼管 ＳＧＰ－ＮＴＡ１５０Ａ５．５ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

排水用鋼管 5003060001 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ（ＷＳＰ　０４２） 呼び径４０Ａ ２．５９ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 排水用硬質塩ビライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ　４０Ａ　５．５ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

排水用鋼管 5003060002 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ（ＷＳＰ　０４２） 呼び径５０Ａ ３．２６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 排水用硬質塩ビライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ　５０Ａ　５．５ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

排水用鋼管 5003060004 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ（ＷＳＰ　０４２） 呼び径６５Ａ ４．６７ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 排水用硬質塩ビライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ　６５Ａ　５．５ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

排水用鋼管 5003060006 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ（ＷＳＰ　０４２） 呼び径８０Ａ ５．６６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 排水用硬質塩ビライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ　８０Ａ　５．５ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

排水用鋼管 5003060008 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ（ＷＳＰ　０４２） 呼び径１００Ａ ８．６６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 排水用硬質塩ビライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ　１００Ａ　５．５ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

排水用鋼管 5003060010
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ（ＷＳＰ　０４２） 呼び径１２５Ａ １０．６６ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／
本

排水用硬質塩ビライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ　１２５Ａ　５．５ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

排水用鋼管 5003060012
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ（ＷＳＰ　０４２） 呼び径１５０Ａ １４．５５ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／
本

排水用硬質塩ビライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ　１５０Ａ　５．５ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

排水用鋼管 5003060014
排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ（ＷＳＰ　０４２） 呼び径２００Ａ ２２．２３ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／
本

排水用硬質塩ビライニング鋼管 Ｄ－ＶＡ　２００Ａ　５．５ｍ 本 663 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003081020 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ５０Ａ ５．５ｍ／本 ＤＫコートパイプ ５０Ａ　５．５ｍ　リング付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003081004 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ８０Ａ ５．５ｍ／本 ＤＫコートパイプ ８０Ａ　５．５ｍ　リング付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管
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樹脂被覆鋼管・継手 5003081006 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し １００Ａ ５．５ｍ／本 ＤＫコートパイプ １００Ａ　５．５ｍ　リング付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003081008 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し １２５Ａ ５．５ｍ／本 ＤＫコートパイプ １２５Ａ　５．５ｍ　リング付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003081010 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し １５０Ａ ５．５ｍ／本 ＤＫコートパイプ １５０Ａ　５．５ｍ　リング付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003081012 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ２００Ａ ５．５ｍ／本 ＤＫコートパイプ ２００Ａ　５．５ｍ　リング付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003081014 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ２５０Ａ ５．５ｍ／本 ＤＫコートパイプ ２５０Ａ　５．５ｍ　リング付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003081016 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ３００Ａ ５．５ｍ／本 ＤＫコートパイプ ３００Ａ　５．５ｍ　リング付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003081018 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ３５０Ａ ５．５ｍ／本 ＤＫコートパイプ ３５０Ａ　５．５ｍ　リング付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003081022 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ４００Ａ ５．５ｍ／本 ＤＫコートパイプ ４００Ａ　５．５ｍ　リング付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003081024 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ４５０Ａ ５．５ｍ／本 ＤＫコートパイプ ４５０Ａ　５．５ｍ　リング付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003081026 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ５００Ａ ５．５ｍ／本 ＤＫコートパイプ ５００Ａ　５．５ｍ　リング付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003081028 ナイロン－１２内外面コーティング鋼管 ＤＫコートパイプリング付き端面折り返し ６００Ａ ５．５ｍ／本 ＤＫコートパイプ ６００Ａ　５．５ｍ　リング付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003083020 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ５０Ａ ５．５ｍ／本 ＮＣ１１ナイロンコーティング管 ５０Ａ　５．５ｍ　フランジ付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003083002 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ６５Ａ ５．５ｍ／本 ＮＣ１１ナイロンコーティング管 ６５Ａ　５．５ｍ　フランジ付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003083004 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ８０Ａ ５．５ｍ／本 ＮＣ１１ナイロンコーティング管 ８０Ａ　５．５ｍ　フランジ付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003083006 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き １００Ａ ５．５ｍ／本 ＮＣ１１ナイロンコーティング管 １００Ａ　５．５ｍ　フランジ付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003083008 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き １２５Ａ ５．５ｍ／本 ＮＣ１１ナイロンコーティング管 １２５Ａ　５．５ｍ　フランジ付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003083010 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き １５０Ａ ５．５ｍ／本 ＮＣ１１ナイロンコーティング管 １５０Ａ　５．５ｍ　フランジ付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003083012 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ２００Ａ ５．５ｍ／本 ＮＣ１１ナイロンコーティング管 ２００Ａ　５．５ｍ　フランジ付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管
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樹脂被覆鋼管・継手 5003083014 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ２５０Ａ ５．５ｍ／本 ＮＣ１１ナイロンコーティング管 ２５０Ａ　５．５ｍ　フランジ付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003083016 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ３００Ａ ５．５ｍ／本 ＮＣ１１ナイロンコーティング管 ３００Ａ　５．５ｍ　フランジ付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003083018 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ３５０Ａ ５．５ｍ／本 ＮＣ１１ナイロンコーティング管 ３５０Ａ　５．５ｍ　フランジ付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003083022 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ４００Ａ ５．５ｍ／本 ＮＣ１１ナイロンコーティング管 ４００Ａ　５．５ｍ　フランジ付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003083024 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ４５０Ａ ５．５ｍ／本 ＮＣ１１ナイロンコーティング管 ４５０Ａ　５．５ｍ　フランジ付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5003083026 ＮＣ－１１内外面ナイロンコーティング鋼管 １０Ｋフランジ付き ５００Ａ ５．５ｍ／本 ＮＣ１１ナイロンコーティング管 ５００Ａ　５．５ｍ　フランジ付 本 664 ○ ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5013130002 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０°エルボ １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ９０度エルボ　１００Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130004 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０°エルボ １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ９０度エルボ　１２５Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130006 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０°エルボ １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ９０度エルボ　１５０Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130008 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０°エルボ ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ９０度エルボ　２００Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130010 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０°エルボ ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ９０度エルボ　２５０Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130012 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０°エルボ ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ９０度エルボ　３００Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130014 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０°エルボ ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ９０度エルボ　３５０Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130016 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０°エルボ ４００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ９０度エルボ　４００Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130018 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０°エルボ ４５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ９０度エルボ　４５０Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130020 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０°エルボ ５００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ９０度エルボ　５００Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130022 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ チーズ　１００Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130024 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ チーズ　１２５Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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樹脂被覆鋼管・継手 5013130026 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ チーズ　１５０Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130028 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ チーズ　２００Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130030 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ チーズ　２５０Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130032 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ チーズ　３００Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130034 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ チーズ　３５０Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130036 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ４００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ チーズ　４００Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130038 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ４５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ チーズ　４５０Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130040 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ５００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ チーズ　５００Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130042 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ レジューサー　１００Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130044 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ レジューサー　１２５Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130046 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ レジューサー　１５０Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130048 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ レジューサー　２００Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130050 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ レジューサー　２５０Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130052 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ レジューサー　３００Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130054 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ レジューサー　３５０Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130056 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ４００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ レジューサー　４００Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130058 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ４５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ レジューサー　４５０Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130060 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ５００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ レジューサー　５００Ａ　Ｆ付き 個 664 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010102
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010104
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010106
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２
２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010108
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ
Ｂ　２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　３２Ａ　１．１／４Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010110
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ
Ｂ　２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　４０Ａ　１．１／２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010112
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２
２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010114
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ
Ｂ　２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　６５Ａ　２．１／２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010116
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２
２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010120
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２
２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010122
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２
２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010124
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２
２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010126
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２
２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　２００Ａ　８Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010128
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010130
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径３００Ａ　１２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010132
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径３５０Ａ　１４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010134
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径４００Ａ　１６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010136
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径４５０Ａ　１８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010138
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（５Ｋ） 呼び径５００Ａ　２０Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 ５Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ
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フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010502
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010504
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010506
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２
２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010508
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ
Ｂ　２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　３２Ａ　１．１／４Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010510
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ
Ｂ　２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　４０Ａ　１．１／２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010512
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２
２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010514
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ
Ｂ　２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　６５Ａ　２．１／２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010516
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２
２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010520
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010522
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010524
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010526
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　２００Ａ　８Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010528
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　２５０Ａ　１０Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010530
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径３００Ａ　１２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　３００Ａ　１２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010532
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径３５０Ａ　１４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　３５０Ａ　１４Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010534
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径４００Ａ　１６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　４００Ａ　１６Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010536
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径４５０Ａ　１８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　４５０Ａ　１８Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015010538
鋼製溶接式管フランジ（黒） 差込み溶接式板フランジ（ＳＳ４００）（１０Ｋ） 呼び径５００Ａ　２０Ｂ ＪＩＳ　Ｂ
２２２０

鋼製差込み溶接式板フランジ　黒 １０Ｋ　５００Ａ　２０Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ
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フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020130 鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３９ 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 ５Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020132 鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３９ 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 ５Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020134 鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３９ 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 ５Ｋ　２５Ａ　１Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020136
鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３
９

鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 ５Ｋ　３２Ａ　１．１／４Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020138
鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３
９

鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 ５Ｋ　４０Ａ　１．１／２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020140 鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３９ 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 ５Ｋ　５０Ａ　２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020142
鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３
９

鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 ５Ｋ　６５Ａ　２．１／２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020144 鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３９ 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 ５Ｋ　８０Ａ　３Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020146 鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３９ 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 ５Ｋ　１００Ａ　４Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020148 鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３９ 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 ５Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020150 鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（５Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３９ 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 ５Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020530 鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３９ 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 １０Ｋ　１５Ａ　１／２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020532 鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３９ 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 １０Ｋ　２０Ａ　３／４Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020534 鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３９ 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 １０Ｋ　２５Ａ　１Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020536
鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２
３９

鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 １０Ｋ　３２Ａ　１．１／４Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020538
鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２
３９

鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 １０Ｋ　４０Ａ　１．１／２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020540 鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３９ 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 １０Ｋ　５０Ａ　２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020542
鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２
３９

鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 １０Ｋ　６５Ａ　２．１／２Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ
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フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020544 鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３９ 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 １０Ｋ　８０Ａ　３Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020546 鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３９ 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 １０Ｋ　１００Ａ　４Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020548 鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３９ 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 １０Ｋ　１２５Ａ　５Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

フランジ（鋼板・鋳鉄） 5015020550 鋳鉄製管フランジ（黒） ねじ込み式（ＦＣＤ・ＦＣＭＢ）（１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２３９ 鋳鉄製ねじ込み式管フランジ　黒 １０Ｋ　１５０Ａ　６Ｂ 個 665 ○ ○ 5015 フランジ

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061002 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径１／８Ｂ　６Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 エルボ　１／８Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061202 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 エルボ　１／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061402 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 エルボ　３／８Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061602 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 エルボ　１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061802 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 エルボ　３／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062002 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 エルボ　１Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062202 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 エルボ　１．１／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062402 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 エルボ　１．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062602 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 エルボ　２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062802 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 エルボ　２．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063002 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 エルボ　３Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063202 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 エルボ　４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063402 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 エルボ　５Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063602 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） エルボ（Ｌ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 エルボ　６Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061204 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　普通品　１／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061404 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　普通品　３／８Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061604 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　普通品　１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061804 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　普通品　３／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062004 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　普通品　１Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062204
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ普通品　１．１／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062404
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ普通品　１．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062604 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　普通品　２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062804
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ普通品　２．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063004 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　普通品　３Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063204 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　普通品　４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063404 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　普通品　５Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063604 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　普通品　６Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061606
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　３段落　１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061806
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　３段落　３／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062006 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　３段落　１Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062206
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ３段落　１．１／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062406
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ３段落　１．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062606 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　３段落　２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062806
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ３段落　２．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063006 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　３段落　３Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063206
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　３段落　４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063406
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　３段落　５Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063606
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違エルボ　３段落　６Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061208 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ４５度エルボ　１／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061408 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ４５度エルボ　３／８Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061608 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ４５度エルボ　１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061808 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ４５度エルボ　３／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062008 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ４５度エルボ　１Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062208
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ４５度エルボ　１．１／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062408
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ４５度エルボ　１．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062608 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ４５度エルボ　２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062808
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ４５度エルボ　２．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063008 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ４５度エルボ　３Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063208 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ４５度エルボ　４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063408 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ４５度エルボ　５Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063608 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ４５度エルボ　６Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061010 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径１／８Ｂ　６Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ストリートエルボ　１／８Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061210 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ストリートエルボ　１／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061410 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ストリートエルボ　３／８Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061610 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ストリートエルボ　１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061810 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ストリートエルボ　３／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062010 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ストリートエルボ　１Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062210
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ストリートエルボ　１．１／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062410
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ストリートエルボ　１．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062610 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ストリートエルボ　２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062810
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ストリートエルボ　２．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063010 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ストリートエルボ　３Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063210 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ストリートエルボ　４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061012 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径１／８Ｂ　６Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 チーズ　１／８Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061212 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 チーズ　１／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061412 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 チーズ　３／８Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061612 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 チーズ　１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061812 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 チーズ　３／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062012 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 チーズ　１Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062212 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 チーズ　１．１／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062412 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 チーズ　１．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062612 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 チーズ　２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062812 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 チーズ　２．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063012 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 チーズ　３Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063212 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 チーズ　４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063412 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 チーズ　５Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063612 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） チーズ（Ｔ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 チーズ　６Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061214 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　普通品　１／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061414 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　普通品　３／８Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061614 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　普通品　１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061814 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　普通品　３／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062014 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　普通品　１Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062214
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ普通品　１．１／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062414
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ普通品　１．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062614 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　普通品　２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062814
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ普通品　２．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063014 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　普通品　３Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063214 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　普通品　４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063414 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　普通品　５Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063614 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　普通品　６Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061616
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　３段落　１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061816
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　３段落　３／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062016 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　３段落　１Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062216
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ３段落　１．１／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062416
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ３段落　１．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062616 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　３段落　２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062816
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ３段落　２．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063016 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　３段落　３Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063216
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　３段落　４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063416
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　３段落　５Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063616
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違チーズ　３段落　６Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061418 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 サービスチーズ　３／８Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061618 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 サービスチーズ　１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061818 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 サービスチーズ　３／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062018 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 サービスチーズ　１Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062218 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 サービスチーズ　１．１／４Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062418 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 サービスチーズ　１．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062618 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 サービスチーズ　２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062818 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 サービスチーズ　２．１／２Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063018 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） サービスチーズ（ＳＴ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 サービスチーズ　３Ｂ 個 666 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061020 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径１／８Ｂ　６Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 クロス　１／８Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061220 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 クロス　１／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061420 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 クロス　３／８Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061620 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 クロス　１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061820 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 クロス　３／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062020 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 クロス　１Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062220 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 クロス　１．１／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062420 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 クロス　１．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062620 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 クロス　２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062820 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 クロス　２．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063020 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 クロス　３Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063220 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 クロス　４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063420 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） クロス（Ｃｒ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 クロス　５Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061022 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径１／８Ｂ　６Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 キャップ　１／８Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061222 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 キャップ　１／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061422 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 キャップ　３／８Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061622 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 キャップ　１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061822 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 キャップ　３／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062022 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 キャップ　１Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062222 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 キャップ　１．１／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062422 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 キャップ　１．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062622 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 キャップ　２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062822 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 キャップ　２．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063022 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 キャップ　３Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063222 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 キャップ　４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063422 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 キャップ　５Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063622 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） キャップ（Ｃａ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 キャップ　６Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061024 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径１／８Ｂ　６Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ソケット　１／８Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061224 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ソケット　１／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061424 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ソケット　３／８Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061624 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ソケット　１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061824 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ソケット　３／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062024 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ソケット　１Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062224 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ソケット　１．１／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062424 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ソケット　１．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062624 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ソケット　２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062824 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ソケット　２．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063024 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ソケット　３Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063224 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ソケット　４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063424 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ソケット　５Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063624 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ソケット（Ｓ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ソケット　６Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061226 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　普通品　１／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061426
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　普通品　３／８Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061626
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　普通品　１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061826
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　普通品　３／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062026 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　普通品　１Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062226
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット普通品１．１／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062426
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット普通品１．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062626 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　普通品　２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062826
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット普通品２．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063026 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　普通品　３Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063226 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　普通品　４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063426 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　普通品　５Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063626 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　普通品　６Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061628
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　３段落　１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061828
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　３段落　３／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062028
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　３段落　１Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062228
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット３段落１．１／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062428
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット３段落１．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062628
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　３段落　２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062828
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット３段落２．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063028
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　３段落　３Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063228
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　３段落　４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063428
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　３段落　５Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063628
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 径違ソケット　３段落　６Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061430
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 組みフランジ　３／８Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061630
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 組みフランジ　１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061830
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 組みフランジ　３／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062030 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 組みフランジ　１Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062230
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 組みフランジ　１．１／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062430
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 組みフランジ　１．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062630 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 組みフランジ　２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062830
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 組みフランジ　２．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063030 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 組みフランジ　３Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063230 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 組みフランジ　４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063430 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 組みフランジ　５Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063630 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 組みフランジ　６Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061232 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ロックナット　１／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061432 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ロックナット　３／８Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061632 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ロックナット　１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061832 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ロックナット　３／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062032 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ロックナット　１Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062232 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ロックナット　１．１／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062432 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ロックナット　１．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062632 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ロックナット　２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062832 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ロックナット　２．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063032 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ロックナット　３Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063232 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ロックナット（ＬＮ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ロックナット　４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061234 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　普通品　１／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061434 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　普通品　３／８Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061634 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　普通品　１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061834 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　普通品　３／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062034 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　普通品　１Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062234
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング普通品　１．１／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062434
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング普通品　１．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062634 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　普通品　２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062834
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング普通品　２．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063034 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　普通品　３Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063234 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　普通品　４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063434 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　普通品　５Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063634 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　普通品　６Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061636
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　３段落　１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061836
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　３段落　３／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062036 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　３段落　１Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062236
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング３段落　１．１／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062436
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング３段落　１．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062636 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　３段落　２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062836
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング３段落　２．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063036 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　３段落　３Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063236 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　３段落　４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063436 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　３段落　５Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063636 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ブッシング　３段落　６Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061638 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 プラグ　１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061838 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 プラグ　３／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062038 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 プラグ　１Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062238 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 プラグ　１．１／４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062438 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 プラグ　１．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062638 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 プラグ　２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062838 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 プラグ　２．１／２Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063038 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 プラグ　３Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063238 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 プラグ　４Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063438 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 プラグ　５Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063638 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） プラグ（Ｐ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 プラグ　６Ｂ 個 667 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061040 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１／８Ｂ　６Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ユニオン　１／８Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061240 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ユニオン　１／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061440
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ユニオン　３／８Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061640
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ユニオン　１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061840
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ユニオン　３／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062040 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ユニオン　１Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062240
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ユニオン　１．１／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062440
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ユニオン　１．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062640 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ユニオン　２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062840
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ユニオン　２．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063040 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ユニオン　３Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063240 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ユニオン　４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063440 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ユニオン　５Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063640 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ユニオン　６Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061042 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１／８Ｂ　６Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ニップル　１／８Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061242 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ニップル　１／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061442 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ニップル　３／８Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061642 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ニップル　１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061842 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ニップル　３／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062042 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ニップル　１Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062242 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ニップル　１．１／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062442 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ニップル　１．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062642 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ニップル　２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062842 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ニップル　２．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063042 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ニップル　３Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063242 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ニップル　４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063442 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ニップル　５Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063642 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ニップル（Ｎｉ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ニップル　６Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061244
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径１／４Ｂ　８Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ９０度めすおすベンド　１／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061444
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径３／８Ｂ　１０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ９０度めすおすベンド　３／８Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061644
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ９０度めすおすベンド　１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013061844
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ９０度めすおすベンド　３／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062044 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ９０度めすおすベンド　１Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062244
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ９０度雌雄ベンド　１．１／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062444
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ９０度雌雄ベンド　１．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062644 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ９０度めすおすベンド　２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013062844
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ９０度雌雄ベンド　２．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063044 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ９０度めすおすベンド　３Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063244
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ９０度めすおすベンド　４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063444
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ９０度めすおすベンド　５Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） 5013063644
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒・白） ９０°めすおすベンド（ＭＢｅ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手　黒・白 ９０度めすおすベンド　６Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121002
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 エルボ　１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121004
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 エルボ　３／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121006 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 エルボ　１Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121008
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 エルボ　１．１／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121010
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 エルボ　１．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121012 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 エルボ　２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121014
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 エルボ　２．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121016 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 エルボ　３Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121018 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 エルボ　４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121020 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 エルボ　５Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121022 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） エルボ（Ｌ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 エルボ　６Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121504
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　普通品　３／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121506
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　普通品　１Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121508
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　普通品１．１／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121510
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　普通品１．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121512
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　普通品　２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121514
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　普通品２．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121516
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　普通品　３Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121518
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　普通品　４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121520
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　普通品　５Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121522
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）普通品 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　普通品　６Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121530
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径１　１／４Ｂ　３
２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　３段落１．１／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121532
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径１　１／２Ｂ　４
０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　３段落１．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121534
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　３段落　２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121536
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径２　１／２Ｂ　６
５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　３段落２．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121538
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　３段落　３Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121540
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径４Ｂ　１００Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　３段落　４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121542
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径５Ｂ　１２５Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　３段落　５Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013121544
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いエルボ（ＲＬ）３段落以上 呼び径６Ｂ　１５０Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違エルボ　３段落　６Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122002
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ４５度エルボ　１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122004
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ４５度エルボ　３／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122006
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ４５度エルボ　１Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122008
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ４５度エルボ　１．１／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122010
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ４５度エルボ　１．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122012
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ４５度エルボ　２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122014
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ４５度エルボ　２．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122016
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ４５度エルボ　３Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122018
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ４５度エルボ　４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122020
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ４５度エルボ　５Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122022
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ４５度エルボ　６Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122502
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ストリートエルボ　１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122504
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ストリートエルボ　３／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122506
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ストリートエルボ　１Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122508
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ストリートエルボ　１．１／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122510
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ストリートエルボ　１．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013122512
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ストリートエルボ（ＳＬ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ストリートエルボ　２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123002
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 チーズ　１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123004
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 チーズ　３／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123006 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 チーズ　１Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123008
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 チーズ　１．１／４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123010
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 チーズ　１．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123012 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 チーズ　２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123014
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 チーズ　２．１／２Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123016 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 チーズ　３Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123018 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 チーズ　４Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123020 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 チーズ　５Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123022 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） チーズ（Ｔ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 チーズ　６Ｂ 個 668 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123504
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　普通品　３／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123506
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　普通品　１Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123508
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　普通品１．１／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123510
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　普通品１．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123512
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　普通品　２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123514
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　普通品２．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123516
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　普通品　３Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123518
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　普通品　４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123520
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　普通品　５Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123522
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）普通品 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　普通品　６Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123530
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径１　１／４Ｂ　３
２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　３段落１．１／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123532
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径１　１／２Ｂ　４
０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　３段落１．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123534
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　３段落　２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123536
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径２　１／２Ｂ　６
５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　３段落２．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123538
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　３段落　３Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123540
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径４Ｂ　１００Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　３段落　４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123542
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径５Ｂ　１２５Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　３段落　５Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013123544
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いチーズ（ＲＴ）３段落以上 呼び径６Ｂ　１５０Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違チーズ　３段落　６Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124002
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） クロス（Ｃｒ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 クロス　１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124004
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） クロス（Ｃｒ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 クロス　３／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124006 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） クロス（Ｃｒ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 クロス　１Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124008
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） クロス（Ｃｒ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 クロス　１．１／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124010
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） クロス（Ｃｒ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 クロス　１．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124012 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） クロス（Ｃｒ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 クロス　２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124014
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） クロス（Ｃｒ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 クロス　２．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124016 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） クロス（Ｃｒ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 クロス　３Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124018
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） クロス（Ｃｒ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 クロス　４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124020
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） クロス（Ｃｒ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 クロス　５Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124502
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 キャップ　１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124504
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 キャップ　３／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124506
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 キャップ　１Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124508
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 キャップ　１．１／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124510
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 キャップ　１．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124512
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 キャップ　２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124514
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 キャップ　２．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124516
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 キャップ　３Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124518
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 キャップ　４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124520
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 キャップ　５Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013124522
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） キャップ（Ｃａ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 キャップ　６Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125002
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ソケット　１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125004
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ソケット　３／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125006 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ソケット　１Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125008
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ソケット　１．１／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125010
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ソケット　１．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125012 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ソケット　２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125014
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ソケット　２．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125016 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ソケット　３Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125018
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ソケット　４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125020
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ソケット　５Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125022
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ソケット（Ｓ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ソケット　６Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125504
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット　普通品　３／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125506
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット　普通品　１Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125508
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径１　１／４Ｂ　３２
Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット　普通１．１／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125510
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径１　１／２Ｂ　４０
Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット　普通１．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125512
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット　普通品　２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125514
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径２　１／２Ｂ　６５
Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット　普通２．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125516
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット　普通品　３Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125518
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット　普通品　４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125520
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット　普通品　５Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125522
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）普通品 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット　普通品　６Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125530
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径１　１／４Ｂ
３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット３段落１．１／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125532
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径１　１／２Ｂ
４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット３段落１．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125534
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径２Ｂ　５０Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット　３段落　２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125536
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径２　１／２Ｂ
６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット３段落２．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125538
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径３Ｂ　８０Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット　３段落　３Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125540
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径４Ｂ　１００Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット　３段落　４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125542
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径５Ｂ　１２５Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット　３段落　５Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013125544
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 径違いソケット（ＲＳ）３段落以上 呼び径６Ｂ　１５０Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 径違ソケット　３段落　６Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013128002
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 組みフランジ　１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013128004
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 組みフランジ　３／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013128006
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 組みフランジ　１Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013128008
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径１　１／４Ｂ　３２
Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 組みフランジ　１．１／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013128010
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径１　１／２Ｂ　４０
Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 組みフランジ　１．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013128012
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 組みフランジ　２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013128014
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径２　１／２Ｂ　６５
Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 組みフランジ　２．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013128016
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 組みフランジ　３Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013128018
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 組みフランジ　４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013128020
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 組みフランジ　５Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013128022
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） 組みフランジ（Ｆ）Ｂ．Ｎ．付 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 組みフランジ　６Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126504
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　普通品　３／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126506
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　普通品　１Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126508
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　普通品１．１／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126510
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　普通品１．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126512
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　普通品　２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126514
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　普通品２．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126516
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　普通品　３Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126518
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　普通品　４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126520
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　普通品　５Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126522
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）普通品 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　普通品　６Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126708
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径１　１／４Ｂ　３２
Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　３段落１．１／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126710
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径１　１／２Ｂ　４０
Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　３段落１．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126712
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　３段落　２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126714
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径２　１／２Ｂ　６５
Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　３段落２．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126716
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　３段落　３Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126718
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　３段落　４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126720
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　３段落　５Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126722
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ブッシング（ＢＵ）３段落以上 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ブッシング　３段落　６Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127002
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 プラグ　１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127004
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 プラグ　３／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127006 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 プラグ　１Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127008
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 プラグ　１．１／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127010
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 プラグ　１．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127012 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 プラグ　２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127014
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 プラグ　２．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127016 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 プラグ　３Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127018 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 プラグ　４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127020 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 プラグ　５Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127022 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） プラグ（Ｐ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１ ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 プラグ　６Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127502
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ユニオン　１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127504
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ユニオン　３／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127506
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ユニオン　１Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127508
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１　１／４Ｂ　３２
Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ユニオン　１．１／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127510
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径１　１／２Ｂ　４０
Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ユニオン　１．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127512
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ユニオン　２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127514
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径２　１／２Ｂ　６５
Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ユニオン　２．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127516
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ユニオン　３Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127518
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ユニオン　４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127520
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ユニオン　５Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013127522
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ユニオン（Ｕ）スタンダード形 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ユニオン　６Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126002
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ニップル　１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126004
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ニップル　３／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126006
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ニップル　１Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126008
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ニップル　１．１／４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126010
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ニップル　１．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126012
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ニップル　２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126014
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ニップル　２．１／２Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126016
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３０
１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ニップル　３Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126018
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ニップル　４Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126020
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ニップル　５Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コー
ティング）

5013126022
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（内外面樹脂コーティング） ニップル（Ｎｉ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３
０１

ねじ込可鍛鋳鉄管継手内外面樹脂 ニップル　６Ｂ 個 669 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013230502 水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ 水道ねじ込管端防食　エルボ １／２Ｂ　１５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013230504 水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ 水道ねじ込管端防食　エルボ ３／４Ｂ　２０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013230506 水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ 水道ねじ込管端防食　エルボ １Ｂ　２５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013230508 水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ 水道ねじ込管端防食　エルボ １．１／４Ｂ　３２Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013230510 水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ 水道ねじ込管端防食　エルボ １．１／２Ｂ　４０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013230512 水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ 水道ねじ込管端防食　エルボ ２Ｂ　５０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013230514 水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ 水道ねじ込管端防食　エルボ ２．１／２Ｂ　６５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013230516 水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ 水道ねじ込管端防食　エルボ ３Ｂ　８０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013230518 水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ 水道ねじ込管端防食　エルボ ４Ｂ　１００Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231002 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ 水道ねじ込管端防食　４５エルボ １／２Ｂ　１５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231004 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ 水道ねじ込管端防食　４５エルボ ３／４Ｂ　２０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231006 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１Ｂ　２５Ａ 水道ねじ込管端防食　４５エルボ １Ｂ　２５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231008 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ 水道ねじ込管端防食　４５エルボ １．１／４Ｂ　３２Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231010 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ 水道ねじ込管端防食　４５エルボ １．１／２Ｂ　４０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231012 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径２Ｂ　５０Ａ 水道ねじ込管端防食　４５エルボ ２Ｂ　５０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231014 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ 水道ねじ込管端防食　４５エルボ ２．１／２Ｂ　６５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231016 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径３Ｂ　８０Ａ 水道ねじ込管端防食　４５エルボ ３Ｂ　８０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231018 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径４Ｂ　１００Ａ 水道ねじ込管端防食　４５エルボ ４Ｂ　１００Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231502 水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ 水道ねじ込管端防食　チーズ １／２Ｂ　１５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231504 水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ 水道ねじ込管端防食　チーズ ３／４Ｂ　２０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231506 水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ 水道ねじ込管端防食　チーズ １Ｂ　２５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

2308 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231508 水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ 水道ねじ込管端防食　チーズ １．１／４Ｂ　３２Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231510 水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ 水道ねじ込管端防食　チーズ １．１／２Ｂ　４０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231512 水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ 水道ねじ込管端防食　チーズ ２Ｂ　５０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231514 水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ 水道ねじ込管端防食　チーズ ２．１／２Ｂ　６５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231516 水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ 水道ねじ込管端防食　チーズ ３Ｂ　８０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231518 水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ 水道ねじ込管端防食　チーズ ４Ｂ　１００Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232002 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ 水道ねじ込管端防食　ソケット １／２Ｂ　１５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232004 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ 水道ねじ込管端防食　ソケット ３／４Ｂ　２０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232006 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ 水道ねじ込管端防食　ソケット １Ｂ　２５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232008 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ 水道ねじ込管端防食　ソケット １．１／４Ｂ　３２Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232010 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ 水道ねじ込管端防食　ソケット １．１／２Ｂ　４０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232012 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ 水道ねじ込管端防食　ソケット ２Ｂ　５０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232014 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ 水道ねじ込管端防食　ソケット ２．１／２Ｂ　６５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232016 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ 水道ねじ込管端防食　ソケット ３Ｂ　８０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232018 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ 水道ねじ込管端防食　ソケット ４Ｂ　１００Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232502 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ 水道ねじ込管端防食　ニップル １／２Ｂ　１５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232504 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ 水道ねじ込管端防食　ニップル ３／４Ｂ　２０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232506 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ 水道ねじ込管端防食　ニップル １Ｂ　２５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232508 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ 水道ねじ込管端防食　ニップル １．１／４Ｂ　３２Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232510 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ 水道ねじ込管端防食　ニップル １．１／２Ｂ　４０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232512 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ 水道ねじ込管端防食　ニップル ２Ｂ　５０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232514 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ 水道ねじ込管端防食　ニップル ２．１／２Ｂ　６５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232516 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ 水道ねじ込管端防食　ニップル ３Ｂ　８０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232518 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ 水道ねじ込管端防食　ニップル ４Ｂ　１００Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233002 水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ 水道ねじ込管端防食　プラグ １／２Ｂ　１５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233004 水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ 水道ねじ込管端防食　プラグ ３／４Ｂ　２０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233006 水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ 水道ねじ込管端防食　プラグ １Ｂ　２５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233008 水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ 水道ねじ込管端防食　プラグ １．１／４Ｂ　３２Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233010 水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ 水道ねじ込管端防食　プラグ １．１／２Ｂ　４０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233012 水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ 水道ねじ込管端防食　プラグ ２Ｂ　５０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233014 水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ 水道ねじ込管端防食　プラグ ２．１／２Ｂ　６５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233016 水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ 水道ねじ込管端防食　プラグ ３Ｂ　８０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233018 水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ 水道ねじ込管端防食　プラグ ４Ｂ　１００Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233502 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ 水道ねじ込管端防食　ユニオン １／２Ｂ　１５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233504 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ 水道ねじ込管端防食　ユニオン ３／４Ｂ　２０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233506 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ 水道ねじ込管端防食　ユニオン １Ｂ　２５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233508 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ 水道ねじ込管端防食　ユニオン １．１／４Ｂ　３２Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233510 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ 水道ねじ込管端防食　ユニオン １．１／２Ｂ　４０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233512 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ 水道ねじ込管端防食　ユニオン ２Ｂ　５０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233514 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ 水道ねじ込管端防食　ユニオン ２．１／２Ｂ　６５Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233516 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ 水道ねじ込管端防食　ユニオン ３Ｂ　８０Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233518 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ 水道ねじ込管端防食　ユニオン ４Ｂ　１００Ａ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234002 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径３／４Ｂ×１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違エルボ ３／４×１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234006 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１Ｂ×１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違エルボ １×１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234008 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１Ｂ×３／４Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違エルボ １×３／４Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234012 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１　１／４Ｂ×３／４～１Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違エルボ １．１／４×３／４～１Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234013 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１　１／２Ｂ×１／２～３／４Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違エルボ １．１／２×１／２～３／４Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234015 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１　１／２Ｂ×１～１　１／４Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違エルボ １．１／２×１～１．１／４Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234019 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径２Ｂ×３／４～１Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違エルボ ２×３／４～１Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234021 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径２Ｂ×１　１／４～１　１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違エルボ ２×１．１／４～１．１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234026 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径２　１／２Ｂ×１　１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違エルボ ２．１／２×１．１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234028 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径２　１／２Ｂ×２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違エルボ ２．１／２×２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234036 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径３Ｂ×１　１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違エルボ ３×１．１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234038 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径３Ｂ×２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違エルボ ３×２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234040 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径３Ｂ×２　１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違エルボ ３×２．１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234046 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径４Ｂ×２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違エルボ ４×２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234048 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径４Ｂ×２　１／２～３Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違エルボ ４×２．１／２～３Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234502 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３／４Ｂ×１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ３／４×１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234506 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１Ｂ×１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ １×１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234508 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１Ｂ×３／４Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ １×３／４Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234510 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１　１／４Ｂ×１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ １．１／４×１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234512 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１　１／４Ｂ×３／４～１Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ １．１／４×３／４～１Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234513 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１　１／２Ｂ×１／２～３／４Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ １．１／２×１／２～３／４Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234515 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１　１／２Ｂ×１～１　１／４Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ １．１／２×１～１．１／４Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234518 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２Ｂ×１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ２×１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234519 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２Ｂ×３／４～１Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ２×３／４～１Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234521 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２Ｂ×１　１／４～１　１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ２×１．１／４～１．１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234522 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２　１／２Ｂ×１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ２．１／２×１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234524 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２　１／２Ｂ×３／４～１　１／４Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ２．１／２×３／４～１．１／４ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234526 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２　１／２Ｂ×１　１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ２．１／２×１．１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234528 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２　１／２Ｂ×２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ２．１／２×２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234530 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３Ｂ×１／２～３／４Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ３×１／２～３／４Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234532 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３Ｂ×１Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ３×１Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234534 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３Ｂ×１　１／４Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ３×１．１／４Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234536 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３Ｂ×１　１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ３×１．１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234538 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３Ｂ×２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ３×２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234540 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３Ｂ×２　１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ３×２．１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234542 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径４Ｂ×１／２～１　１／４Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ４×１／２～１．１／４Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234544 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径４Ｂ×１　１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ４×１．１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234546 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径４Ｂ×２Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ４×２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013234548 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径４Ｂ×２　１／２～３Ｂ 水道ねじ込管端防食　径違チーズ ４×２．１／２～３Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235002 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径３／４Ｂ×１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット ３／４×１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235006 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１Ｂ×１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット １×１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235008 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１Ｂ×３／４Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット １×３／４Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235012 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１　１／４Ｂ×３／４～１Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット １．１／４×３／４～１Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235013 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１　１／２Ｂ×１／２～３／４Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット １．１／２×１／２～３／４Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235015 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１　１／２Ｂ×１～１　１／４Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット １．１／２×１～１．１／４Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235019 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径２Ｂ×３／４～１Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット ２×３／４～１Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235021 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径２Ｂ×１　１／４～１　１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット ２×１．１／４～１．１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235024 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径２　１／２Ｂ×３／４～１　１／４Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット ２．１／２×３／４～１．１／４ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235026 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径２　１／２Ｂ×１　１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット ２．１／２×１．１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235028 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径２　１／２Ｂ×２Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット ２．１／２×２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235030 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径３Ｂ×１／２～３／４Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット ３×１／２～３／４Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235036 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径３Ｂ×１　１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット ３×１．１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235038 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径３Ｂ×２Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット ３×２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235040 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径３Ｂ×２　１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット ３×２．１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235044 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径４Ｂ×１　１／２Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット ４×１．１／２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235046 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径４Ｂ×２Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット ４×２Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013235048 水道用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径４Ｂ×２　１／２～３Ｂ 水道ねじ込管端防食径違ソケット ４×２．１／２～３Ｂ 個 670 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013240502 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　エルボ １／２Ｂ　１５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013240504 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　エルボ ３／４Ｂ　２０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013240506 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　エルボ １Ｂ　２５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013240508 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ 耐熱ねじ込管端防食　エルボ １．１／４Ｂ　３２Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013240510 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　エルボ １．１／２Ｂ　４０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013240512 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　エルボ ２Ｂ　５０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013240514 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　エルボ ２．１／２Ｂ　６５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013240516 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　エルボ ３Ｂ　８０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013240518 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ 耐熱ねじ込管端防食　エルボ ４Ｂ　１００Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241002
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１／２Ｂ　１５
Ａ

耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ １／２Ｂ　１５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241004
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径３／４Ｂ　２０
Ａ

耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ ３／４Ｂ　２０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241006 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１Ｂ　２５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ １Ｂ　２５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241008
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１　１／４Ｂ
３２Ａ

耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ １．１／４Ｂ　３２Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241010
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径１　１／２Ｂ
４０Ａ

耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ １．１／２Ｂ　４０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241012 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径２Ｂ　５０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ ２Ｂ　５０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241014
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径２　１／２Ｂ
６５Ａ

耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ ２．１／２Ｂ　６５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241016 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径３Ｂ　８０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ ３Ｂ　８０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241018 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ４５°エルボ（Ｌ４５°） 呼び径４Ｂ　１００Ａ 耐熱ねじ込管端防食　４５エルボ ４Ｂ　１００Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241502 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　チーズ １／２Ｂ　１５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241504 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　チーズ ３／４Ｂ　２０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241506 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　チーズ １Ｂ　２５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241508 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ 耐熱ねじ込管端防食　チーズ １．１／４Ｂ　３２Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241510 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　チーズ １．１／２Ｂ　４０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241512 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　チーズ ２Ｂ　５０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241514 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　チーズ ２．１／２Ｂ　６５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241516 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　チーズ ３Ｂ　８０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013241518 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ 耐熱ねじ込管端防食　チーズ ４Ｂ　１００Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242102 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ユニオン １／２Ｂ　１５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242104 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ユニオン ３／４Ｂ　２０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242106 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ユニオン １Ｂ　２５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242108 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ユニオン １．１／４Ｂ　３２Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242110 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ユニオン １．１／２Ｂ　４０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242112 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ユニオン ２Ｂ　５０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242114 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ユニオン ２．１／２Ｂ　６５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242116 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ユニオン ３Ｂ　８０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242118 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン（Ｕ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ユニオン ４Ｂ　１００Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242502 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ソケット １／２Ｂ　１５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242504 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ソケット ３／４Ｂ　２０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242506 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ソケット １Ｂ　２５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242508 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ソケット １．１／４Ｂ　３２Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242510 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ソケット １．１／２Ｂ　４０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242512 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ソケット ２Ｂ　５０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242514 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ソケット ２．１／２Ｂ　６５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242516 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ソケット ３Ｂ　８０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013242518 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ソケット ４Ｂ　１００Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243002 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ニップル １／２Ｂ　１５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243004 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ニップル ３／４Ｂ　２０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243006 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ニップル １Ｂ　２５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243008 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ニップル １．１／４Ｂ　３２Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243010 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ニップル １．１／２Ｂ　４０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243012 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ニップル ２Ｂ　５０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243014 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ニップル ２．１／２Ｂ　６５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243016 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ニップル ３Ｂ　８０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243018 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ 耐熱ねじ込管端防食　ニップル ４Ｂ　１００Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243502 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径１／２Ｂ　１５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　プラグ １／２Ｂ　１５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243504 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径３／４Ｂ　２０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　プラグ ３／４Ｂ　２０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243506 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径１Ｂ　２５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　プラグ １Ｂ　２５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243508 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ 耐熱ねじ込管端防食　プラグ １．１／４Ｂ　３２Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243510 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　プラグ １．１／２Ｂ　４０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243512 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　プラグ ２Ｂ　５０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243514 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ 耐熱ねじ込管端防食　プラグ ２．１／２Ｂ　６５Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243516 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ 耐熱ねじ込管端防食　プラグ ３Ｂ　８０Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013243518 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ 耐熱ねじ込管端防食　プラグ ４Ｂ　１００Ａ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244002 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径３／４Ｂ×１／２Ｂ 耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ ３／４×１／２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244006 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１Ｂ×３／４Ｂ 耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ １×３／４Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244010
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１　１／４Ｂ×３／
４～１Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ １．１／４×３／４～１Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244014
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１　１／２Ｂ×３／
４Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ １．１／２×３／４Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244015
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径１　１／２Ｂ×１～
１　１／４Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ １．１／２×１～１．１／４Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244018 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径２Ｂ×３／４～１Ｂ 耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ ２×３／４～１Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244019
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径２Ｂ×１　１／４～
１　１／２Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ ２×１．１／４～１．１／２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244022
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径２　１／２Ｂ×１
１／２～２Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ ２．１／２×１．１／２～２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244026
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径３Ｂ×２～２　１／
２Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ ３×２～２．１／２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244030 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径４Ｂ×２Ｂ 耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ ４×２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244032
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いエルボ（ＲＬ） 呼び径４Ｂ×２　１／２～
３Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違エルボ ４×２．１／２～３Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244502 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３／４Ｂ×１／２Ｂ 耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ ３／４×１／２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244504 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１Ｂ×１／２Ｂ 耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ １×１／２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244506 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１Ｂ×３／４Ｂ 耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ １×３／４Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244508
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１　１／４Ｂ×１／
２Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ １．１／４×１／２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244510
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１　１／４Ｂ×３／
４～１Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ １．１／４×３／４～１Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244512
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１　１／２Ｂ×１／
２Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ １．１／２×１／２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244514
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１　１／２Ｂ×３／
４Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ １．１／２×３／４Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244515
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径１　１／２Ｂ×１～
１　１／４Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ １．１／２×１～１．１／４Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244516 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２Ｂ×１／２Ｂ 耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ ２×１／２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244518 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２Ｂ×３／４～１Ｂ 耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ ２×３／４～１Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244519
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２Ｂ×１　１／４～
１　１／２Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ ２×１．１／４～１．１／２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244520
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２　１／２Ｂ×３／
４～１　１／４Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ ２．１／２×３／４～１．１／４ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244522
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径２　１／２Ｂ×１
１／２～２Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ ２．１／２×１．１／２～２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244524
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３Ｂ×３／４～１
１／２Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ ３×３／４～１．１／２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244526
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径３Ｂ×２～２　１／
２Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ ３×２～２．１／２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244528
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径４Ｂ×３／４～１
１／２Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ ４×３／４～１．１／２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244530 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径４Ｂ×２Ｂ 耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ ４×２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013244532
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いチーズ（ＲＴ） 呼び径４Ｂ×２　１／２～
３Ｂ

耐熱ねじ込管端防食　径違チーズ ４×２．１／２～３Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013245002
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径３／４Ｂ×１／２
Ｂ

耐熱ねじ込管端防食径違ソケット ３／４×１／２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013245004 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１Ｂ×１／２Ｂ 耐熱ねじ込管端防食径違ソケット １×１／２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013245006 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１Ｂ×３／４Ｂ 耐熱ねじ込管端防食径違ソケット １×３／４Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013245010
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１　１／４Ｂ×３
／４～１Ｂ

耐熱ねじ込管端防食径違ソケット １．１／４×３／４～１Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013245014
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１　１／２Ｂ×３
／４Ｂ

耐熱ねじ込管端防食径違ソケット １．１／２×３／４Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013245015
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径１　１／２Ｂ×１
～１　１／４Ｂ

耐熱ねじ込管端防食径違ソケット １．１／２×１～１．１／４Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013245018
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径２Ｂ×３／４～１
Ｂ

耐熱ねじ込管端防食径違ソケット ２×３／４～１Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013245019
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径２Ｂ×１　１／４
～１　１／２Ｂ

耐熱ねじ込管端防食径違ソケット ２×１．１／４～１．１／２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013245022
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径２　１／２Ｂ×１
１／２～２Ｂ

耐熱ねじ込管端防食径違ソケット ２．１／２×１．１／２～２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013245026
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径３Ｂ×２～２　１
／２Ｂ

耐熱ねじ込管端防食径違ソケット ３×２～２．１／２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013245030 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径４Ｂ×２Ｂ 耐熱ねじ込管端防食径違ソケット ４×２Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込
み式管端防食管継手

5013245032
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 径違いソケット（ＲＳ） 呼び径４Ｂ×２　１／２
～３Ｂ

耐熱ねじ込管端防食径違ソケット ４×２．１／２～３Ｂ 個 671 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013220502 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　エルボ １／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013220504 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径３／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　エルボ ３／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013220508 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径１Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　エルボ １Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013220512 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径１　１／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　エルボ １．１／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013220516 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径１　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　エルボ １．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013220520 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　エルボ ２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013220524 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径２　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　エルボ ２．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013220528 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径３Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　エルボ ３Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013220530 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　エルボ ４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013220534 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径４×２　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　エルボ ４×２．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013220538 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ（ＨＢＬ） 呼び径５Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　エルボ ５Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013221002 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５°エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手４５エルボ １／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013221004 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５°エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径３／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手４５エルボ ３／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013221008 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５°エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径１Ｂ 圧力配管ねじ込管継手４５エルボ １Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013221012 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５°エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径１　１／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手４５エルボ １．１／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013221016 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５°エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径１　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手４５エルボ １．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013221020 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５°エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手４５エルボ ２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013221024 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５°エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径２　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手４５エルボ ２．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013221028 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５°エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径３Ｂ 圧力配管ねじ込管継手４５エルボ ３Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013221030 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５°エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手４５エルボ ４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013221038 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５°エルボ（ＨＢＬ４５） 呼び径５Ｂ 圧力配管ねじ込管継手４５エルボ ５Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222002 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ １／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222004 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径３／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ ３／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222006 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径３／４×１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ ３／４×１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222008 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径１Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ １Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222010 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径１×１／２～３／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ １×１／２～３／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222012 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径１　１／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ １．１／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222014 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径１　１／４×１Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ １．１／４×１Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222016 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径１　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ １．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222018 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径１　１／２×１　１／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ １．１／２×１．１／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222020 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ ２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222022 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径２×１　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ ２×１．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222024 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径２　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ ２．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222028 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径３Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ ３Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222030 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ ４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222032 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径４×１Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ ４×１Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222040 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径４×２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ ４×２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222034 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径４×２　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ ４×２．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222036 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径４×３Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ ４×３Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222038 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 チーズ（ＨＢＴ，ＨＢＲＴ） 呼び径５Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　チーズ ５Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222502 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ソケット １／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222504 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径３／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ソケット ３／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222506 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径３／４×１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ソケット ３／４×１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222508 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径１Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ソケット １Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222510 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径１×１／２～３／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ソケット １×１／２～３／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222512 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径１　１／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ソケット １．１／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222514 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径１　１／４×１Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ソケット １．１／４×１Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222516 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径１　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ソケット １．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222518 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径１　１／２×１　１／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ソケット １．１／２×１．１／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222520 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ソケット ２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222522 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径２×１　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ソケット ２×１．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222524 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径２　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ソケット ２．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222528 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径３Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ソケット ３Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222530 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ソケット ４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222534 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径４×２　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ソケット ４×２．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013222538 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（ＨＢＳ，ＨＢＲＳ） 呼び径５Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ソケット ５Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013223002 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（ＨＢＣＡ） 呼び径１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　キャップ １／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013223004 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（ＨＢＣＡ） 呼び径３／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　キャップ ３／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013223008 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（ＨＢＣＡ） 呼び径１Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　キャップ １Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013223012 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（ＨＢＣＡ） 呼び径１　１／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　キャップ １．１／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013223016 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（ＨＢＣＡ） 呼び径１　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　キャップ １．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013223020 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（ＨＢＣＡ） 呼び径２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　キャップ ２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013223024 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（ＨＢＣＡ） 呼び径２　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　キャップ ２．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013223028 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ（ＨＢＣＡ） 呼び径３Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　キャップ ３Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013223506 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング（ＨＢＵ） 呼び径３／４Ｂ×１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手ブッシング ３／４×１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013223514 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング（ＨＢＵ） 呼び径１　１／４Ｂ×１Ｂ 圧力配管ねじ込管継手ブッシング １．１／４×１Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013223518 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング（ＨＢＵ） 呼び径１　１／２Ｂ×１　１／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手ブッシング １．１／２×１．１／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013223526 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング（ＨＢＵ） 呼び径２　１／２Ｂ×３／４～２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手ブッシング ２．１／２×３／４～２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013223532 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング（ＨＢＵ） 呼び径４Ｂ×１～２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手ブッシング ４×１～２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013223536 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング（ＨＢＵ） 呼び径４Ｂ×３Ｂ 圧力配管ねじ込管継手ブッシング ４×３Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013224002 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン（ＨＵＳ） 呼び径１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ユニオン １／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013224004 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン（ＨＵＳ） 呼び径３／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ユニオン ３／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013224008 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン（ＨＵＳ） 呼び径１Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ユニオン １Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013224012 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン（ＨＵＳ） 呼び径１　１／４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ユニオン １．１／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013224016 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン（ＨＵＳ） 呼び径１　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ユニオン １．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013224020 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン（ＨＵＳ） 呼び径２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ユニオン ２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013224028 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン（ＨＵＳ） 呼び径３Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　ユニオン ３Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013224520 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 フランジ（２０ＫＦ） 呼び径２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　フランジ ２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013224524 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 フランジ（２０ＫＦ） 呼び径２　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　フランジ ２．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013224528 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 フランジ（２０ＫＦ） 呼び径３Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　フランジ ３Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013224530 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 フランジ（２０ＫＦ） 呼び径４Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　フランジ ４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013224538 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 フランジ（２０ＫＦ） 呼び径５Ｂ 圧力配管ねじ込管継手　フランジ ５Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013225004 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径３／４Ｂ 圧力配管ねじ込管パイプニップル ３／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013225008 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径１Ｂ 圧力配管ねじ込管パイプニップル １Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013225012 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径１　１／４Ｂ 圧力配管ねじ込管パイプニップル １．１／４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013225016 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径１　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管パイプニップル １．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013225020 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径２Ｂ 圧力配管ねじ込管パイプニップル ２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013225024 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径２　１／２Ｂ 圧力配管ねじ込管パイプニップル ２．１／２Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013225028 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径３Ｂ 圧力配管ねじ込管パイプニップル ３Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013225030 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径４Ｂ 圧力配管ねじ込管パイプニップル ４Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 5013225038 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 パイプニップル（ＨＰＮＩ） 呼び径５Ｂ 圧力配管ねじ込管パイプニップル ５Ｂ 個 672 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111168 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５°エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ４５度エルボロング　１５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111170 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５°エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ４５度エルボロング　２０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111172 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５°エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ４５度エルボロング　２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111104 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ４５度エルボロング　３２Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111106 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ４５度エルボロング　４０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111108 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ４５度エルボロング　５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111110 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ４５度エルボロング　６５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111112 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ４５度エルボロング　８０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111114 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ４５度エルボロング　１００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111116 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ４５度エルボロング　１２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111118 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ４５度エルボロング　１５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111120 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ４５度エルボロング　２００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111122 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５°エルボロング 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ４５度エルボロング　２５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111174 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５°エルボロング 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ４５度エルボロング　３００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111176 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ４５°エルボロング 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ４５度エルボロング　３５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111178 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボロング　１５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111180 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボロング　２０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111182 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボロング　２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111126 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボロング　３２Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111128 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボロング　４０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111130 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボロング　５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111132 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボロング　６５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111134 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボロング　８０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111136 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボロング　１００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111138 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボロング　１２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111140 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボロング　１５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111142 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボロング　２００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111144 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボロング 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボロング　２５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111184 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボロング 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボロング　３００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111186 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボロング 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボロング　３５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111188 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボロング　１５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111190 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボロング　２０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111192 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボロング　２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111148 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボロング　３２Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111150 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボロング　４０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111152 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボロング　５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111154 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボロング　６５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111156 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボロング　８０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111158 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボロング　１００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111160 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボロング　１２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111162 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボロング　１５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013111164 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボロング　２００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112128 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボショート 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボショート　２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112130 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボショート 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボショート　３２Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112132 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボショート 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボショート　４０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112134 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボショート 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボショート　５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112136 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボショート 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボショート　６５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112138 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボショート 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボショート　８０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112140 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボショート 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボショート　１００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112142 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボショート 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボショート　１２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112144 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボショート 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボショート　１５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112146 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボショート 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボショート　２００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112148 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボショート 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボショート　２５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112150 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボショート 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボショート　３００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112152 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） ９０°エルボショート 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ ９０度エルボショート　３５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112154 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボショート 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボショート　２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112156 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボショート 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボショート　３２Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112158 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボショート 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボショート　４０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112160 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボショート 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボショート　５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112162 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボショート 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボショート　６５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112164 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボショート 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボショート　８０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112166
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボショート 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１
１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボショート１００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112168
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボショート 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１
１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボショート１２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112170
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボショート 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１
１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボショート１５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013112172
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） １８０°エルボショート 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１
１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ １８０度エルボショート２００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013113120 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ同径　１５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013113122 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ同径　２０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013113124 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ同径　２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013113104 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ同径　３２Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013113106 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ同径　４０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013113108 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ同径　５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013113110 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ同径　６５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013113112 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ同径　８０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013113114 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ同径　１００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013113116 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ同径　１２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013113118 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ同径　１５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013113126 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ同径　２００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013113128 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ同径　２５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013113130 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ同径　３００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013113132 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ同径 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１ 突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ同径　３５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013115102
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２０Ａ×１５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ径違い　２０×１５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013115104
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２５Ａ×２０～１５Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ径違い　２５×２０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013115120
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３２Ａ×２５～１５Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ径違い　３２×２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013115106
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径４０Ａ×３２～２０Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ径違い　４０×３２Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013115108
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径５０Ａ×４０～２５Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ径違い　５０×４０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013115110
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径６５Ａ×５０～３２Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ径違い　６５×５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013115112
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径８０Ａ×６５～４０Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ径違い　８０×６５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013115114
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１００Ａ×９０～６５
Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ径違い　１００×９０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013115116
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１２５Ａ×１００～８
０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ径違い　１２５×１００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013115118
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１５０Ａ×１２５～９
０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ径違い　１５０×１２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013115122
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２００Ａ×１５０～１
００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ径違い　２００×１５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013115124
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２５０Ａ×２００～１
２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ径違い　２５０×２００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013115126
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３００Ａ×２５０～１
５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ径違い　３００×２５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013115128
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３５０Ａ×３００～２
００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ チーズ径違い　３５０×３００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117116
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径２０Ａ×１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１
１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心　２０×１５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117102
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径２５Ａ×２０～１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心　２５×２０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117104
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径３２Ａ×２５～２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心　３２×２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117106
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径４０Ａ×３２～２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心　４０×３２Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117108
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径５０Ａ×４０～３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心　５０×４０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117110
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径６５Ａ×５０～４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心　６５×５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117112
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径８０Ａ×６５～５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心　８０×６５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117114
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径１００Ａ×９０～８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心　１００×９０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117118
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径１２５Ａ×１００～９０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心１２５×１００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117120
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径１５０Ａ×１２５～１００Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心１５０×１２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117122
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径２００Ａ×１５０～１２５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心２００×１５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117124
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径２５０Ａ×２００～１５０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心２５０×２００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117126
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径３００Ａ×２５０～２００Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心３００×２５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117150
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径３５０Ａ×３００～２５０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心３５０×３００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117128
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径３２Ａ×１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１
１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心　３２×１５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117130
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径４０Ａ×２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１
１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心　４０×２０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117132
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径５０Ａ×２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１
１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心　５０×２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117134
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径６５Ａ×３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１
１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心　６５×３２Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117136
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径８０Ａ×４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１
１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心　８０×４０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117138
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径１００Ａ×６５～５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心　１００×６５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117140
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径１２５Ａ×８０～６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心　１２５×８０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117142
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径１５０Ａ×９０～８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心　１５０×９０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117144
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径２００Ａ×１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心２００×１００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117146
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径２５０Ａ×１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心２５０×１２５Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117148
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径３００Ａ×１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心３００×１５０Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（Ｆ
ＳＧＰ）

5013117152
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＦＳＧＰ） レジューサ　同心 呼び径３５０Ａ×２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１１

突合溶接継手　黒　ＦＳＧＰ レジューサ同心３５０×２００Ａ 個 673 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111368
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ４５°エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ４５度エルボロング　１５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111370
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ４５°エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ４５度エルボロング　２０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111372
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ４５°エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ４５度エルボロング　２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111304
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ４５°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ４５度エルボロング　３２Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111306
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ４５°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ４５度エルボロング　４０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111308
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ４５°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ４５度エルボロング　５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111310
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ４５°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ４５度エルボロング　６５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111312
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ４５°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ４５度エルボロング　８０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111314
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ４５°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ４５度エルボロング　１００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111316
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ４５°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ４５度エルボロング　１２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111318
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ４５°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ４５度エルボロング　１５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111320
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ４５°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ４５度エルボロング　２００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111322
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ４５°エルボロング 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ４５度エルボロング　２５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111374
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ４５°エルボロング 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ４５度エルボロング　３００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111376
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ４５°エルボロング 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ４５度エルボロング　３５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111378
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボロング　１５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111380
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボロング　２０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111382
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボロング　２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111326
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボロング　３２Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111328
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボロング　４０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111330
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボロング　５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111332
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボロング　６５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111334
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボロング　８０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111336
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボロング　１００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111338
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボロング　１２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111340
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボロング　１５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111342
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボロング　２００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111344
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボロング 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボロング　２５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111384
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボロング 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボロング　３００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111386
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボロング 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボロング　３５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111388
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボロング　１５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111390
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボロング　２０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111392
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボロング　２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111348
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボロング　３２Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111350
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボロング　４０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111352
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボロング　５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111354
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボロング　６５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111356
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボロング　８０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111358
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボロング　１００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111360
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボロング　１２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111362
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボロング　１５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013111364
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボロング　２００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112328
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボショート 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボショート　２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112330
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボショート 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボショート　３２Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112332
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボショート 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボショート　４０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112334
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボショート 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボショート　５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112336
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボショート 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボショート　６５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112338
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボショート 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボショート　８０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112340
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボショート 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボショート　１００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112342
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボショート 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボショート　１２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112344
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボショート 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボショート　１５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112346
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボショート 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボショート　２００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112348
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボショート 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボショート　２５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112350
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボショート 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボショート　３００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

2334 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112352
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） ９０°エルボショート 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ ９０度エルボショート　３５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112354
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボショート 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボショート　２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112356
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボショート 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボショート　３２Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112358
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボショート 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボショート　４０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112360
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボショート 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボショート　５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112362
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボショート 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボショート　６５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112364
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボショート 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボショート　８０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112366
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボショート 呼び径１００Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボショート１００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112368
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボショート 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボショート１２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112370
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボショート 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボショート１５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013112372
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） １８０°エルボショート 呼び径２００Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ １８０度エルボショート２００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013113320 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ同径 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ同径　１５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013113322 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ同径 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ同径　２０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013113324 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ同径 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ同径　２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013113304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ同径 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ同径　３２Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013113306 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ同径 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ同径　４０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013113308 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ同径 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ同径　５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013113310 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ同径 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ同径　６５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013113312 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ同径 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ同径　８０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013113314 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ同径 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ同径　１００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013113316 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ同径 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ同径　１２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013113318 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ同径 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ同径　１５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013113326 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ同径 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ同径　２００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013113328 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ同径 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ同径　２５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013113330 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ同径 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ同径　３００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013113332 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ同径 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ同径　３５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013115302
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２０Ａ×１
５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ径違い　２０×１５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013115304
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２５Ａ×２
０～１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ径違い　２５×２０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013115320
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３２Ａ×２
５～１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ径違い　３２×２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013115306
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径４０Ａ×３
２～２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ径違い　４０×３２Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013115308
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径５０Ａ×４
０～２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ径違い　５０×４０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013115310
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径６５Ａ×５
０～３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ径違い　６５×５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013115312
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径８０Ａ×６
５～４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ径違い　８０×６５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013115314
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１００Ａ×
９０～６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ径違い　１００×９０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013115316
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１２５Ａ×
１００～８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ径違い　１２５×１００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013115318
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１５０Ａ×
１２５～９０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ径違い　１５０×１２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013115322
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２００Ａ×
１５０～１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ径違い　２００×１５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013115324
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２５０Ａ×
２００～１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ径違い　２５０×２００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013115326
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３００Ａ×
２５０～１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ径違い　３００×２５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013115328
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３５０Ａ×
３００～２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ チーズ径違い　３５０×３００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117316
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径２０Ａ×１５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ　同心　２０×１５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117302
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径２５Ａ×２０～１５Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ　同心　２５×２０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117304
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径３２Ａ×２５～２０Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ　同心　３２×２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117306
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径４０Ａ×３２～２５Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ　同心　４０×３２Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117308
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径５０Ａ×４０～３２Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ　同心　５０×４０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117310
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径６５Ａ×５０～４０Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ　同心　６５×５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117312
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径８０Ａ×６５～５０Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ　同心　８０×６５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117314
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径１００Ａ×９０～８０Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ同心　１００×９０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117318
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径１２５Ａ×１００～９０
Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ同心１２５×１００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117320
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径１５０Ａ×１２５～１０
０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ同心１５０×１２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117322
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径２００Ａ×１５０～１２
５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ同心２００×１５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117324
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径２５０Ａ×２００～１５
０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ同心２５０×２００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117326
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径３００Ａ×２５０～２０
０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ同心３００×２５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117350
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径３５０Ａ×３００～２５
０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ同心３５０×３００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117328
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径３２Ａ×１５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ　同心　３２×１５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117330
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径４０Ａ×２０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ　同心　４０×２０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117332
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径５０Ａ×２５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ　同心　５０×２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117334
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径６５Ａ×３２Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ　同心　６５×３２Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117336
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径８０Ａ×４０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ　同心　８０×４０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117338
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径１００Ａ×６５～５０Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ同心　１００×６５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117340
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径１２５Ａ×８０～６５Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ同心　１２５×８０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117342
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径１５０Ａ×９０～８０Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ同心　１５０×９０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117344
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径２００Ａ×１００Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ同心２００×１００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117346
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径２５０Ａ×１２５Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ同心２５０×１２５Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117348
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径３００Ａ×１５０Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ同心３００×１５０Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ４０）

5013117352
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ４０） レジューサ　同心 呼び径３５０Ａ×２００Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ４０ レジューサ同心３５０×２００Ａ 個 674 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111568
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５°エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ４５度エルボロング　１５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111570
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５°エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ４５度エルボロング　２０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111572
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５°エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ４５度エルボロング　２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111504
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ４５度エルボロング　３２Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111506
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ４５度エルボロング　４０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111508
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ４５度エルボロング　５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111510
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ４５度エルボロング　６５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111512
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ４５度エルボロング　８０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111514
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ４５度エルボロング　１００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111516
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ４５度エルボロング　１２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111518
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ４５度エルボロング　１５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111520
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ４５度エルボロング　２００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111522
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５°エルボロング 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ４５度エルボロング　２５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111574
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５°エルボロング 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ４５度エルボロング　３００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111576
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ４５°エルボロング 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ４５度エルボロング　３５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111578
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボロング　１５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111580
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボロング　２０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111582
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボロング　２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111526
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボロング　３２Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111528
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボロング　４０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111530
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボロング　５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111532
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボロング　６５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111534
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２
３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボロング　８０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111536
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボロング　１００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111538
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボロング　１２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111540
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボロング　１５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111542
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボロング　２００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111544
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボロング 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボロング　２５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111584
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボロング 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボロング　３００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111586
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボロング 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボロング　３５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111588
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボロング 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボロング　１５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111590
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボロング 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボロング　２０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111592
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボロング 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボロング　２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111548
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボロング 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボロング　３２Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111550
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボロング 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボロング　４０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111552
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボロング 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボロング　５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111554
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボロング 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボロング　６５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111556
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボロング 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボロング　８０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111558
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボロング 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボロング　１００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111560
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボロング 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボロング　１２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111562
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボロング 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボロング　１５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013111564
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボロング 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボロング　２００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112528
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボショート 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボショート　２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112530
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボショート 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボショート　３２Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112532
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボショート 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボショート　４０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112534
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボショート 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボショート　５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112536
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボショート 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボショート　６５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112538
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボショート 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボショート　８０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112540
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボショート 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボショート　１００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112542
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボショート 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボショート　１２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112544
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボショート 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボショート　１５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112546
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボショート 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボショート　２００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112548
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボショート 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボショート　２５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112550
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボショート 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボショート　３００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112552
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） ９０°エルボショート 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ ９０度エルボショート　３５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112554
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボショート 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボショート　２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112556
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボショート 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボショート　３２Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112558
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボショート 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボショート　４０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112560
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボショート 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボショート　５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112562
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボショート 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボショート　６５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112564
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボショート 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ
２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボショート　８０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112566
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボショート 呼び径１００Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボショート１００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112568
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボショート 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボショート１２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112570
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボショート 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボショート１５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013112572
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） １８０°エルボショート 呼び径２００Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ １８０度エルボショート２００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013113520 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ同径　１５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013113522 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ同径　２０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013113524 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ同径　２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013113504 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ同径　３２Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013113506 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ同径　４０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013113508 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ同径　５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013113510 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ同径　６５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013113512 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ同径　８０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013113514 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ同径　１００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013113516 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ同径　１２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013113518 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ同径　１５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013113526 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ同径　２００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013113528 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径２５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ同径　２５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013113530 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径３００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ同径　３００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013113532 配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ同径 呼び径３５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２ 突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ同径　３５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013115502
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２０Ａ×１
５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ径違い　２０×１５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013115504
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２５Ａ×２
０～１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ径違い　２５×２０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013115520
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３２Ａ×２
５～１５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ径違い　３２×２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013115506
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径４０Ａ×３
２～２０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ径違い　４０×３２Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013115508
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径５０Ａ×４
０～２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ径違い　５０×４０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013115510
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径６５Ａ×５
０～３２Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ径違い　６５×５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013115512
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径８０Ａ×６
５～４０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ径違い　８０×６５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013115514
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１００Ａ×
９０～６５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ径違い　１００×９０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013115516
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１２５Ａ×
１００～８０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ径違い　１２５×１００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013115518
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径１５０Ａ×
１２５～９０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ径違い　１５０×１２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013115522
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２００Ａ×
１５０～１００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ径違い　２００×１５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013115524
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径２５０Ａ×
２００～１２５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ径違い　２５０×２００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013115526
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３００Ａ×
２５０～１５０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ径違い　３００×２５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013115528
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） チーズ径違い（１～３段落ち） 呼び径３５０Ａ×
３００～２００Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ チーズ径違い　３５０×３００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117516
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径２０Ａ×１５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ　同心　２０×１５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117502
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径２５Ａ×２０～１５Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ　同心　２５×２０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117504
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径３２Ａ×２５～２０Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ　同心　３２×２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117506
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径４０Ａ×３２～２５Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ　同心　４０×３２Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117508
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径５０Ａ×４０～３２Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ　同心　５０×４０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117510
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径６５Ａ×５０～４０Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ　同心　６５×５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117512
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径８０Ａ×６５～５０Ａ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ　同心　８０×６５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117514
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径１００Ａ×９０～８０Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ同心　１００×９０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117518
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径１２５Ａ×１００～９０
Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ同心１２５×１００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117520
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径１５０Ａ×１２５～１０
０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ同心１５０×１２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117522
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径２００Ａ×１５０～１２
５Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ同心２００×１５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117524
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径２５０Ａ×２００～１５
０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ同心２５０×２００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117526
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径３００Ａ×２５０～２０
０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ同心３００×２５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117550
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径３５０Ａ×３００～２５
０Ａ ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ同心３５０×３００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117528
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径３２Ａ×１５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ　同心　３２×１５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117530
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径４０Ａ×２０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ　同心　４０×２０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117532
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径５０Ａ×２５Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ　同心　５０×２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117534
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径６５Ａ×３２Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ　同心　６５×３２Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117536
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径８０Ａ×４０Ａ ＪＩＳ
Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ　同心　８０×４０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117538
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径１００Ａ×６５～５０Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ同心　１００×６５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

2344 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117540
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径１２５Ａ×８０～６５Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ同心　１２５×８０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117542
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径１５０Ａ×９０～８０Ａ
ＪＩＳ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ同心　１５０×９０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117544
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径２００Ａ×１００Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ同心２００×１００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117546
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径２５０Ａ×１２５Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ同心２５０×１２５Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117548
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径３００Ａ×１５０Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ同心３００×１５０Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３
７０－ＳＣＨ８０）

5013117552
配管用鋼製突合せ溶接式管継手（黒）（ＰＴ３７０－ＳＣＨ８０） レジューサ　同心 呼び径３５０Ａ×２００Ａ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２３１２

突合溶接継手　黒　ＳＣＨ８０ レジューサ同心３５０×２００Ａ 個 675 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081502 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°エルボ（９０°Ｌ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＭＤジョイント ９０度エルボ　３２Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081504 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°エルボ（９０°Ｌ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＭＤジョイント ９０度エルボ　４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081506 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°エルボ（９０°Ｌ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＭＤジョイント ９０度エルボ　５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081518 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°エルボ（９０°Ｌ） 呼び径２×１　１／２Ｂ　５０×４０Ａ ＭＤジョイント ９０度エルボ　５０×４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081507 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°エルボ（９０°Ｌ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＭＤジョイント ９０度エルボ　６５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081521 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°エルボ（９０°Ｌ） 呼び径２　１／２×２Ｂ　６５×５０Ａ ＭＤジョイント ９０度エルボ　６５×５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081508 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°エルボ（９０°Ｌ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＭＤジョイント ９０度エルボ　８０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081510 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°エルボ（９０°Ｌ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＭＤジョイント ９０度エルボ　１００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081534 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°エルボ（９０°Ｌ） 呼び径４×３Ｂ　１００×８０Ａ ＭＤジョイント ９０度エルボ　１００×８０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081512 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°エルボ（９０°Ｌ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＭＤジョイント ９０度エルボ　１２５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081513 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°エルボ（９０°Ｌ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＭＤジョイント ９０度エルボ　１５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081556 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°エルボ（９０°Ｌ） 呼び径８Ｂ　２００Ａ ＭＤジョイント ９０度エルボ　２００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082002 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りエルボ　３２Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082004 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りエルボ　４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082005
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径１　１／２×１　１／４Ｂ　４
０×３２Ａ

ＭＤジョイント ９０度大曲りエルボ４０×３２Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082006 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りエルボ　５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082018
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径２×１　１／２Ｂ　５０×４０
Ａ

ＭＤジョイント ９０度大曲りエルボ５０×４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082007 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りエルボ　６５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082020
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径２　１／２×１　１／２Ｂ　６
５×４０Ａ

ＭＤジョイント ９０度大曲りエルボ６５×４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082021
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径２　１／２×２Ｂ　６５×５０
Ａ

ＭＤジョイント ９０度大曲りエルボ６５×５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082008 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りエルボ　８０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082023 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径３×２Ｂ　８０×５０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りエルボ８０×５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082024
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径３×２　１／２Ｂ　８０×６５
Ａ

ＭＤジョイント ９０度大曲りエルボ８０×６５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082010 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りエルボ　１００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082032
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径４×２　１／２Ｂ　１００×６
５Ａ

ＭＤジョイント ９０度大曲り　１００×６５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082034 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径４×３Ｂ　１００×８０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲り　１００×８０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082012 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りエルボ　１２５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082044 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径５×４Ｂ　１２５×１００Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲り　１２５×１００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082013 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りエルボ　１５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082054 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りエルボ（９０°ＬＬ） 呼び径６×５Ｂ　１５０×１２５Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲り　１５０×１２５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013085008 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°汚水用エルボ（９０°ＬＬＳ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＭＤジョイント ９０度汚水用エルボ　８０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013085024
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°汚水用エルボ（９０°ＬＬＳ） 呼び径３×２　１／２Ｂ　８０×６
５Ａ

ＭＤジョイント ９０度汚水用エルボ８０×６５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013085010 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°汚水用エルボ（９０°ＬＬＳ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＭＤジョイント ９０度汚水用エルボ　１００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013085034 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°汚水用エルボ（９０°ＬＬＳ） 呼び径４×３Ｂ　１００×８０Ａ ＭＤジョイント ９０度汚水用　１００×８０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013085012 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°汚水用エルボ（９０°ＬＬＳ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＭＤジョイント ９０度汚水用エルボ　１２５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013085044 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°汚水用エルボ（９０°ＬＬＳ） 呼び径５×４Ｂ　１２５×１００Ａ ＭＤジョイント ９０度汚水用　１２５×１００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013085013 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°汚水用エルボ（９０°ＬＬＳ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＭＤジョイント ９０度汚水用エルボ　１５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013085054 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°汚水用エルボ（９０°ＬＬＳ） 呼び径６×５Ｂ　１５０×１２５Ａ ＭＤジョイント ９０度汚水用　１５０×１２５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013085056 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°汚水用エルボ（９０°ＬＬＳ） 呼び径８Ｂ　２００Ａ ＭＤジョイント ９０度汚水用エルボ　２００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013085064 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°汚水用エルボ（９０°ＬＬＳ） 呼び径８×６Ｂ　２００×１５０Ａ ＭＤジョイント ９０度汚水用　２００×１５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081002 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°エルボ（４５°Ｌ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＭＤジョイント ４５度エルボ　３２Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081004 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°エルボ（４５°Ｌ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＭＤジョイント ４５度エルボ　４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081006 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°エルボ（４５°Ｌ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＭＤジョイント ４５度エルボ　５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081007 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°エルボ（４５°Ｌ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＭＤジョイント ４５度エルボ　６５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081008 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°エルボ（４５°Ｌ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＭＤジョイント ４５度エルボ　８０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081010 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°エルボ（４５°Ｌ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＭＤジョイント ４５度エルボ　１００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081012 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°エルボ（４５°Ｌ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＭＤジョイント ４５度エルボ　１２５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081013 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°エルボ（４５°Ｌ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＭＤジョイント ４５度エルボ　１５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013081056 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°エルボ（４５°Ｌ） 呼び径８Ｂ　２００Ａ ＭＤジョイント ４５度エルボ　２００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082502 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　３２Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082504 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082505 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径１　１／２×１　１／４Ｂ　４０×３２Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　４０×３２Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082506 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082517 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径２×１　１／４Ｂ　５０×３２Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　５０×３２Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082518 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径２×１　１／２Ｂ　５０×４０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　５０×４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082507 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　６５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082520 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径２　１／２×１　１／２Ｂ　６５×４０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　６５×４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082521 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径２　１／２×２Ｂ　６５×５０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　６５×５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082508 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　８０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082509 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径３×１　１／４Ｂ　８０×３２Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　８０×３２Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082522 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径３×１　１／２Ｂ　８０×４０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　８０×４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082523 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径３×２Ｂ　８０×５０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　８０×５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082524 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径３×２　１／２Ｂ　８０×６５Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　８０×６５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082510 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　１００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082528 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径４×１　１／２Ｂ　１００×４０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　１００×４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082530 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径４×２Ｂ　１００×５０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　１００×５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082532 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径４×２　１／２Ｂ　１００×６５Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　１００×６５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082534 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径４×３Ｂ　１００×８０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　１００×８０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082512 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　１２５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082536 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径５×１　１／２Ｂ　１２５×４０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　１２５×４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082538 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径５×２Ｂ　１２５×５０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　１２５×５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082540 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径５×２　１／２Ｂ　１２５×６５Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　１２５×６５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082542 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径５×３Ｂ　１２５×８０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　１２５×８０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082544 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径５×４Ｂ　１２５×１００Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　１２５×１００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082513 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　１５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082546 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径６×２Ｂ　１５０×５０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　１５０×５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082550 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径６×３Ｂ　１５０×８０Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　１５０×８０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082552 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径６×４Ｂ　１５０×１００Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　１５０×１００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082554 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径６×５Ｂ　１５０×１２５Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　１５０×１２５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013082560 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°Ｙ（ＳＴ） 呼び径８×４Ｂ　２００×１００Ａ ＭＤジョイント ９０度Ｙ　２００×１００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083002 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　３２Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083004 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083005 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径１　１／２×１　１／４Ｂ　４０×３２Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　４０×３２Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083006 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083017 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径２×１　１／４Ｂ　５０×３２Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　５０×３２Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083018 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径２×１　１／２Ｂ　５０×４０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　５０×４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083007 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　６５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083020 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径２　１／２×１　１／２Ｂ　６５×４０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　６５×４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083021 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径２　１／２×２Ｂ　６５×５０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　６５×５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083008 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　８０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083022 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径３×１　１／２Ｂ　８０×４０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　８０×４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083023 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径３×２Ｂ　８０×５０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　８０×５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083024 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径３×２　１／２Ｂ　８０×６５Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　８０×６５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083010 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　１００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083028 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径４×１　１／２Ｂ　１００×４０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　１００×４０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083030 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径４×２Ｂ　１００×５０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　１００×５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083032 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径４×２　１／２Ｂ　１００×６５Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　１００×６５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083034 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径４×３Ｂ　１００×８０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　１００×８０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083012 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　１２５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083038 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径５×２Ｂ　１２５×５０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　１２５×５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083040 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径５×２　１／２Ｂ　１２５×６５Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　１２５×６５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083042 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径５×３Ｂ　１２５×８０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　１２５×８０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083044 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径５×４Ｂ　１２５×１００Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ１２５×１００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083013 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　１５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083046 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径６×２Ｂ　１５０×５０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　１５０×５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083050 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径６×３Ｂ　１５０×８０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　１５０×８０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083052 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径６×４Ｂ　１５０×１００Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ１５０×１００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083054 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径６×５Ｂ　１５０×１２５Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ１５０×１２５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083056 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径８Ｂ　２００Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ　２００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083060 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径８×４Ｂ　２００×１００Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ２００×１００Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083062 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径８×５Ｂ　２００×１２５Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ２００×１２５Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083064 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ９０°大曲りＹ（ＴＹ） 呼び径８×６Ｂ　２００×１５０Ａ ＭＤジョイント ９０度大曲りＹ２００×１５０Ａ 個 676 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083502 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　３２Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083504 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　４０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083505 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１　１／２×１　１／４Ｂ　４０×３２Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　４０×３２Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083506 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083517 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径２×１　１／４Ｂ　５０×３２Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　５０×３２Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083518 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径２×１　１／２Ｂ　５０×４０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　５０×４０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083508 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　６５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083520 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径２　１／２×１　１／２Ｂ　６５×４０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　６５×４０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083521 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径２　１／２×２Ｂ　６５×５０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　６５×５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083510 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　８０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083522 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径３×１　１／２Ｂ　８０×４０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　８０×４０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083523 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径３×２Ｂ　８０×５０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　８０×５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083524 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径３×２　１／２Ｂ　８０×６５Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　８０×６５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083512 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　１００Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083528 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径４×１　１／２Ｂ　１００×４０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　１００×４０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083530 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径４×２Ｂ　１００×５０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　１００×５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083532 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径４×２　１／２Ｂ　１００×６５Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　１００×６５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083534 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径４×３Ｂ　１００×８０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　１００×８０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083514 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　１２５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083538 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径５×２Ｂ　１２５×５０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　１２５×５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083540 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径５×２　１／２Ｂ　１２５×６５Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　１２５×６５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083542 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径５×３Ｂ　１２５×８０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　１２５×８０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083544 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径５×４Ｂ　１２５×１００Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　１２５×１００Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083515 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　１５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083546 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径６×２Ｂ　１５０×５０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　１５０×５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083550 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径６×３Ｂ　１５０×８０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　１５０×８０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083552 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径６×４Ｂ　１５０×１００Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　１５０×１００Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083554 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径６×５Ｂ　１５０×１２５Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　１５０×１２５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083556 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径８Ｂ　２００Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　２００Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083560 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径８×４Ｂ　２００×１００Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　２００×１００Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083562 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径８×５Ｂ　２００×１２５Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　２００×１２５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013083564 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径８×６Ｂ　２００×１５０Ａ ＭＤジョイント ４５度Ｙ　２００×１５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084002 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径１　１／４Ｂ　３２Ａ ＭＤジョイント ソケット　３２Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084004 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径１　１／２Ｂ　４０Ａ ＭＤジョイント ソケット　４０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084005 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径１　１／２×１　１／４Ｂ　４０×３２Ａ ＭＤジョイント ソケット　４０×３２Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084006 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径２Ｂ　５０Ａ ＭＤジョイント ソケット　５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084017 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径２×１　１／４Ｂ　５０×３２Ａ ＭＤジョイント ソケット　５０×３２Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084018 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径２×１　１／２Ｂ　５０×４０Ａ ＭＤジョイント ソケット　５０×４０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084008 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＭＤジョイント ソケット　６５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084020 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径２　１／２×１　１／２Ｂ　６５×４０Ａ ＭＤジョイント ソケット　６５×４０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084021 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径２　１／２×２Ｂ　６５×５０Ａ ＭＤジョイント ソケット　６５×５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084010 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＭＤジョイント ソケット　８０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084022 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径３×１　１／２Ｂ　８０×４０Ａ ＭＤジョイント ソケット　８０×４０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084023 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径３×２Ｂ　８０×５０Ａ ＭＤジョイント ソケット　８０×５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084024 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径３×２　１／２Ｂ　８０×６５Ａ ＭＤジョイント ソケット　８０×６５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084012 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径４Ｂ　１００Ａ ＭＤジョイント ソケット　１００Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084030 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径４×２Ｂ　１００×５０Ａ ＭＤジョイント ソケット　１００×５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084032 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径４×２　１／２Ｂ　１００×６５Ａ ＭＤジョイント ソケット　１００×６５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084034 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径４×３Ｂ　１００×８０Ａ ＭＤジョイント ソケット　１００×８０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084014 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ ＭＤジョイント ソケット　１２５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084042 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径５×３Ｂ　１２５×８０Ａ ＭＤジョイント ソケット　１２５×８０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084044 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径５×４Ｂ　１２５×１００Ａ ＭＤジョイント ソケット　１２５×１００Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084016 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ ＭＤジョイント ソケット　１５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084052 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径６×４Ｂ　１５０×１００Ａ ＭＤジョイント ソケット　１５０×１００Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084054 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径６×５Ｂ　１５０×１２５Ａ ＭＤジョイント ソケット　１５０×１２５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084056 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径８Ｂ　２００Ａ ＭＤジョイント ソケット　２００Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084060 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径８×４Ｂ　２００×１００Ａ ＭＤジョイント ソケット　２００×１００Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084062 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径８×５Ｂ　２００×１２５Ａ ＭＤジョイント ソケット　２００×１２５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084064 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ソケット（Ｓ） 呼び径８×６Ｂ　２００×１５０Ａ ＭＤジョイント ソケット　２００×１５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084507 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ロング９０°Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径２　１／２Ｂ　６５Ａ ＭＤジョイント ロング９０度Ｙ　６５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084520
排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ロング９０°Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径２　１／２×１　１／２Ｂ　６５×４０
Ａ

ＭＤジョイント ロング９０度Ｙ　６５×４０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084521 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ロング９０°Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径２　１／２×２Ｂ　６５×５０Ａ ＭＤジョイント ロング９０度Ｙ　６５×５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084508 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ロング９０°Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径３Ｂ　８０Ａ ＭＤジョイント ロング９０度Ｙ　８０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084522 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ロング９０°Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径３×１　１／２Ｂ　８０×４０Ａ ＭＤジョイント ロング９０度Ｙ　８０×４０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084523 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ロング９０°Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径３×２Ｂ　８０×５０Ａ ＭＤジョイント ロング９０度Ｙ　８０×５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084524 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ロング９０°Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径３×２　１／２Ｂ　８０×６５Ａ ＭＤジョイント ロング９０度Ｙ　８０×６５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084528 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ロング９０°Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径４×１　１／２Ｂ　１００×４０Ａ ＭＤジョイント ロング９０度Ｙ　１００×４０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084530 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ロング９０°Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径４×２Ｂ　１００×５０Ａ ＭＤジョイント ロング９０度Ｙ　１００×５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084532 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ロング９０°Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径４×２　１／２Ｂ　１００×６５Ａ ＭＤジョイント ロング９０度Ｙ　１００×６５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084534 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ロング９０°Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径４×３Ｂ　１００×８０Ａ ＭＤジョイント ロング９０度Ｙ　１００×８０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084536 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ロング９０°Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径５×１　１／２Ｂ　１２５×４０Ａ ＭＤジョイント ロング９０度Ｙ　１２５×４０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084538 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ロング９０°Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径５×２Ｂ　１２５×５０Ａ ＭＤジョイント ロング９０度Ｙ　１２５×５０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084540 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ロング９０°Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径５×２　１／２Ｂ　１２５×６５Ａ ＭＤジョイント ロング９０度Ｙ　１２５×６５Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） 5013084542 排水鋼管用可とう継手（ＭＤジョイント） ロング９０°Ｙ（ＬＳＴ） 呼び径５×３Ｂ　１２５×８０Ａ ＭＤジョイント ロング９０度Ｙ　１２５×８０Ａ 個 677 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051102
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径５０Ａ 厚２．０ｍｍ ２．９１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５９
ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ５Ｓ　呼び径５０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051104
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径６５Ａ 厚２．０ｍｍ ３．７０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５９
ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ５Ｓ　呼び径６５Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051106
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径８０Ａ 厚２．０ｍｍ ４．３４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５９
ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ５Ｓ　呼び径８０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051108
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径１００Ａ 厚２．５ｍｍ ６．９６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５
９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ５Ｓ　呼び径１００Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051110
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径１２５Ａ 厚３．０ｍｍ １０．２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
５９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ５Ｓ　呼び径１２５Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051112
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ５Ｓ 呼び径１５０Ａ 厚３．０ｍｍ １２．１０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
５９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ５Ｓ　呼び径１５０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）
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配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051300
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径２０Ａ 厚２．０ｍｍ １．２６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５
９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ１０Ｓ　呼び径２０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051302
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径２５Ａ 厚２．５ｍｍ １．９６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５
９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ１０Ｓ　呼び径２５Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051304
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径３２Ａ 厚３．０ｍｍ ２．９７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５
９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ１０Ｓ　呼び径３２Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051306
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径４０Ａ 厚３．０ｍｍ ３．４１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５
９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ１０Ｓ　呼び径４０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051308
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径５０Ａ 厚３．０ｍｍ ４．３０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５
９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ１０Ｓ　呼び径５０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051310
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径６５Ａ 厚３．０ｍｍ ５．４８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５
９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ１０Ｓ　呼び径６５Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051312
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径８０Ａ 厚３．０ｍｍ ６．４３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５
９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ１０Ｓ　呼び径８０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051314
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径１００Ａ 厚３．０ｍｍ ８．３２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
５９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ１０Ｓ　呼び径１００Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051316
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径１２５Ａ 厚３．５ｍｍ １１．９０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
４５９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ１０Ｓ　呼び径１２５Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051318
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ１０Ｓ 呼び径１５０Ａ 厚３．５ｍｍ １４．１０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
４５９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ１０Ｓ　呼び径１５０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051500
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径２０Ａ 厚２．５ｍｍ １．５４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５
９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ２０Ｓ　呼び径２０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051502
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径２５Ａ 厚３．０ｍｍ ２．３２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５
９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ２０Ｓ　呼び径２５Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051504
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径３２Ａ 厚３．０ｍｍ ２．９７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５
９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ２０Ｓ　呼び径３２Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051506
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径４０Ａ 厚３．０ｍｍ ３．４１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５
９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ２０Ｓ　呼び径４０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051508
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径５０Ａ 厚３．５ｍｍ ４．９７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５
９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ２０Ｓ　呼び径５０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051510
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径６５Ａ 厚３．５ｍｍ ６．３５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５
９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ２０Ｓ　呼び径６５Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051512
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径８０Ａ 厚４．０ｍｍ ８．４８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５
９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ２０Ｓ　呼び径８０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051514
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径１００Ａ 厚４．０ｍｍ １１．００ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
４５９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ２０Ｓ　呼び径１００Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

2356 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051516
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径１２５Ａ 厚５．０ｍｍ １６．８０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
４５９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ２０Ｓ　呼び径１２５Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051518
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径１５０Ａ 厚５．０ｍｍ ２０．００ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
４５９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ２０Ｓ　呼び径１５０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051520
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ２０Ｓ 呼び径２００Ａ 厚６．５ｍｍ ３４．００ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
４５９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ２０Ｓ　呼び径２００Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051700
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径２０Ａ 厚３．０ｍｍ １．８１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５９
ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ４０　呼び径２０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051702
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径２５Ａ 厚３．５ｍｍ ２．６６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５９
ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ４０　呼び径２５Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051704
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径３２Ａ 厚３．５ｍｍ ３．４２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５９
ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ４０　呼び径３２Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051706
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径４０Ａ 厚４．０ｍｍ ４．４４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５９
ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ４０　呼び径４０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051708
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径５０Ａ 厚４．０ｍｍ ５．６３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５９
ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ４０　呼び径５０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051710
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径６５Ａ 厚５．０ｍｍ ８．８８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５９
ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ４０　呼び径６５Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051712
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径８０Ａ 厚５．５ｍｍ １１．５０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４５
９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ４０　呼び径８０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051714
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径１００Ａ 厚６．０ｍｍ １６．２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
５９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ４０　呼び径１００Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051716
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径１２５Ａ 厚７．０ｍｍ ２３．２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
５９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ４０　呼び径１２５Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051718
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径１５０Ａ 厚７．０ｍｍ ２７．６０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
５９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ４０　呼び径１５０Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） 5001051720
配管用ステンレス鋼鋼管（溶接管） Ｓｃｈ４０ 呼び径２００Ａ 厚８．０ｍｍ ４１．５０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３４
５９ ＳＵＳ３０４　ＴＰ－Ａ

配管用ステンレス鋼鋼管　溶接管 Ｓｃｈ４０　呼び径２００Ａ ｋｇ 678 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

一般配管用ステンレス鋼鋼管 5001060002
一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径１３Ｓｕ 厚０．８ｍｍ ０．３０１ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＪＷＷＡ　Ｇ－１１５ Ｊ
ＩＳ　Ｇ　３４４８ ＳＵＳ３０４　ＴＰＤ

一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼径１３Ｓｕ　定尺４ｍ 本 679 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

一般配管用ステンレス鋼鋼管 5001060004
一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径２０Ｓｕ 厚１．０ｍｍ ０．５２９ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＪＷＷＡ　Ｇ－１１５ Ｊ
ＩＳ　Ｇ　３４４８ ＳＵＳ３０４　ＴＰＤ

一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼径２０Ｓｕ　定尺４ｍ 本 679 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

一般配管用ステンレス鋼鋼管 5001060006
一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径２５Ｓｕ 厚１．０ｍｍ ０．６８７ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＪＷＷＡ　Ｇ－１１５ Ｊ
ＩＳ　Ｇ　３４４８ ＳＵＳ３０４　ＴＰＤ

一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼径２５Ｓｕ　定尺４ｍ 本 679 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

一般配管用ステンレス鋼鋼管 5001060008
一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径３０Ｓｕ 厚１．２ｍｍ ０．９８０ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＪＷＷＡ　Ｇ－１１５ Ｊ
ＩＳ　Ｇ　３４４８ ＳＵＳ３０４　ＴＰＤ

一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼径３０Ｓｕ　定尺４ｍ 本 679 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）
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一般配管用ステンレス鋼鋼管 5001060010
一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径４０Ｓｕ 厚１．２ｍｍ １．２４ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＪＷＷＡ　Ｇ－１１５ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　３４４８ ＳＵＳ３０４　ＴＰＤ

一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼径４０Ｓｕ　定尺４ｍ 本 679 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

一般配管用ステンレス鋼鋼管 5001060012
一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径５０Ｓｕ 厚１．２ｍｍ １．４２ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＪＷＷＡ　Ｇ－１１５ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　３４４８ ＳＵＳ３０４　ＴＰＤ

一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼径５０Ｓｕ　定尺４ｍ 本 679 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

一般配管用ステンレス鋼鋼管 5001060014
一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径６０Ｓｕ 厚１．５ｍｍ ２．２０ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４８ ＳＵ
Ｓ３０４　ＴＰＤ

一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼径６０Ｓｕ　定尺４ｍ 本 679 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

一般配管用ステンレス鋼鋼管 5001060016
一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径７５Ｓｕ 厚１．５ｍｍ ２．７９ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４８ ＳＵ
Ｓ３０４　ＴＰＤ

一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼径７５Ｓｕ　定尺４ｍ 本 679 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

一般配管用ステンレス鋼鋼管 5001060018
一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径８０Ｓｕ 厚２．０ｍｍ ４．３４ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４８ ＳＵ
Ｓ３０４　ＴＰＤ

一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼径８０Ｓｕ　定尺４ｍ 本 679 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

一般配管用ステンレス鋼鋼管 5001060020
一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径１００Ｓｕ 厚２．０ｍｍ ５．５９ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４８ Ｓ
ＵＳ３０４　ＴＰＤ

一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼径１００Ｓｕ　定尺４ｍ 本 679 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

一般配管用ステンレス鋼鋼管 5001060022
一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径１２５Ｓｕ 厚２．０ｍｍ ６．８７ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４８ Ｓ
ＵＳ３０４　ＴＰＤ

一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼径１２５Ｓｕ　定尺４ｍ 本 679 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

一般配管用ステンレス鋼鋼管 5001060024
一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径１５０Ｓｕ 厚３．０ｍｍ １２．１０ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４８
ＳＵＳ３０４　ＴＰＤ

一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼径１５０Ｓｕ　定尺４ｍ 本 679 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

一般配管用ステンレス鋼鋼管 5001060026
一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径２００Ｓｕ 厚３．０ｍｍ １５．９０ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４８
ＳＵＳ３０４　ＴＰＤ

一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼径２００Ｓｕ　定尺４ｍ 本 679 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

一般配管用ステンレス鋼鋼管 5001060028
一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径２５０Ｓｕ 厚３．０ｍｍ １９．８０ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４８
ＳＵＳ３０４　ＴＰＤ

一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼径２５０Ｓｕ　定尺４ｍ 本 679 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

一般配管用ステンレス鋼鋼管 5001060030
一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼び径３００Ｓｕ 厚３．０ｍｍ ２３．６０ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４８
ＳＵＳ３０４　ＴＰＤ

一般配管用ステンレス鋼鋼管 呼径３００Ｓｕ　定尺４ｍ 本 679 ○ ○ 5001 鋼管（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191102
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０°エルボＬ 呼び径２５Ａ 呼び径１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ
１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０度エルボＬ　２５Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191104
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０°エルボＬ 呼び径３２Ａ 呼び径１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ
３０４Ｗ　１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０度エルボＬ　３２Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191106
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０°エルボＬ 呼び径４０Ａ 呼び径１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ
３０４Ｗ　１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０度エルボＬ　４０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191108
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０°エルボＬ 呼び径５０Ａ 呼び径２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ
１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０度エルボＬ　５０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191110
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０°エルボＬ 呼び径６５Ａ 呼び径２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ
３０４Ｗ　１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０度エルボＬ　６５Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191112
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０°エルボＬ 呼び径８０Ａ 呼び径３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ
１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０度エルボＬ　８０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191114
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０°エルボＬ 呼び径１００Ａ 呼び径４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４
Ｗ　１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０度エルボＬ　１００Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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配管用ステンレス鋼管継手 5013191116
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０°エルボＬ 呼び径１２５Ａ 呼び径５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４
Ｗ　１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ９０度エルボＬ　１２５Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191202
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５°エルボＬ 呼び径２５Ａ 呼び径１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ
１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５度エルボＬ　２５Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191204
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５°エルボＬ 呼び径３２Ａ 呼び径１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ
３０４Ｗ　１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５度エルボＬ　３２Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191206
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５°エルボＬ 呼び径４０Ａ 呼び径１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ
３０４Ｗ　１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５度エルボＬ　４０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191208
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５°エルボＬ 呼び径５０Ａ 呼び径２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ
１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５度エルボＬ　５０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191210
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５°エルボＬ 呼び径６５Ａ 呼び径２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ
３０４Ｗ　１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５度エルボＬ　６５Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191212
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５°エルボＬ 呼び径８０Ａ 呼び径３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ
１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５度エルボＬ　８０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191214
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５°エルボＬ 呼び径１００Ａ 呼び径４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４
Ｗ　１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５度エルボＬ　１００Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191216
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５°エルボＬ 呼び径１２５Ａ 呼び径５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４
Ｗ　１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ４５度エルボＬ　１２５Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191302
ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ 呼び径２５Ａ 呼び径１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０
Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ　２５Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191304
ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ 呼び径３２Ａ 呼び径１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ
１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ　３２Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191306
ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ 呼び径４０Ａ 呼び径１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ
１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ　４０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191308
ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ 呼び径５０Ａ 呼び径２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０
Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ　５０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191310
ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ 呼び径６５Ａ 呼び径２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ
１０Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ　６５Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191312
ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ 呼び径８０Ａ 呼び径３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０
Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ　８０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191314
ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ 呼び径１００Ａ 呼び径４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０
Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ　１００Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013191316
ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ 呼び径１２５Ａ 呼び径５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２３１３（ＳＵＳ３０４Ｗ　１０
Ｓ）

ステンレス製突合せ溶接式管継手 チーズ　１２５Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192102 ステンレス製ねじ込み管継手 ９０°エルボ 呼び径２０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ９０度エルボ　２０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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配管用ステンレス鋼管継手 5013192104 ステンレス製ねじ込み管継手 ９０°エルボ 呼び径２５Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ９０度エルボ　２５Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192106 ステンレス製ねじ込み管継手 ９０°エルボ 呼び径３２Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ９０度エルボ　３２Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192108 ステンレス製ねじ込み管継手 ９０°エルボ 呼び径４０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ９０度エルボ　４０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192110 ステンレス製ねじ込み管継手 ９０°エルボ 呼び径５０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ９０度エルボ　５０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192112 ステンレス製ねじ込み管継手 ９０°エルボ 呼び径６５Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ９０度エルボ　６５Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192114 ステンレス製ねじ込み管継手 ９０°エルボ 呼び径８０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ９０度エルボ　８０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192116 ステンレス製ねじ込み管継手 ９０°エルボ 呼び径１００Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ９０度エルボ　１００Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192202 ステンレス製ねじ込み管継手 ４５°エルボ 呼び径２０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ４５度エルボ　２０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192204 ステンレス製ねじ込み管継手 ４５°エルボ 呼び径２５Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ４５度エルボ　２５Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192206 ステンレス製ねじ込み管継手 ４５°エルボ 呼び径３２Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ４５度エルボ　３２Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192208 ステンレス製ねじ込み管継手 ４５°エルボ 呼び径４０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ４５度エルボ　４０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192210 ステンレス製ねじ込み管継手 ４５°エルボ 呼び径５０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ４５度エルボ　５０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192212 ステンレス製ねじ込み管継手 ４５°エルボ 呼び径６５Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ４５度エルボ　６５Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192214 ステンレス製ねじ込み管継手 ４５°エルボ 呼び径８０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ４５度エルボ　８０Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192216 ステンレス製ねじ込み管継手 ４５°エルボ 呼び径１００Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ４５度エルボ　１００Ａ 個 679 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192302 ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 呼び径２０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ　２０Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192304 ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 呼び径２５Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ　２５Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192306 ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 呼び径３２Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ　３２Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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配管用ステンレス鋼管継手 5013192308 ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 呼び径４０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ　４０Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192310 ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 呼び径５０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ　５０Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192312 ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 呼び径６５Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ　６５Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192314 ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 呼び径８０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ　８０Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192316 ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ 呼び径１００Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 チーズ　１００Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192402 ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット 呼び径２０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット　２０Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192404 ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット 呼び径２５Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット　２５Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192406 ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット 呼び径３２Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット　３２Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192408 ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット 呼び径４０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット　４０Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192410 ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット 呼び径５０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット　５０Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192412 ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット 呼び径６５Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット　６５Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192414 ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット 呼び径８０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット　８０Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192416 ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット 呼び径１００Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ソケット　１００Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192502 ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径１５Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン　１５Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192504 ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径２０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン　２０Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192506 ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径２５Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン　２５Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192508 ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径３２Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン　３２Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192510 ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径４０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン　４０Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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配管用ステンレス鋼管継手 5013192512 ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径５０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン　５０Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192514 ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径６５Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン　６５Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192516 ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径８０Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン　８０Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

配管用ステンレス鋼管継手 5013192518 ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン 呼び径１００Ａ ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン　１００Ａ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011102 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ９０°エルボ 呼び径１３Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ９０度エルボ　１３Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011104 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ９０°エルボ 呼び径２０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ９０度エルボ　２０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011106 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ９０°エルボ 呼び径２５Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ９０度エルボ　２５Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011108 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ９０°エルボ 呼び径３０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ９０度エルボ　３０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011110 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ９０°エルボ 呼び径４０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ９０度エルボ　４０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011112 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ９０°エルボ 呼び径５０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ９０度エルボ　５０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011114 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ９０°エルボ 呼び径６０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ９０度エルボ　６０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011202 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ４５°エルボ 呼び径１３Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ４５度エルボ　１３Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011204 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ４５°エルボ 呼び径２０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ４５度エルボ　２０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011206 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ４５°エルボ 呼び径２５Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ４５度エルボ　２５Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011208 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ４５°エルボ 呼び径３０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ４５度エルボ　３０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011210 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ４５°エルボ 呼び径４０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ４５度エルボ　４０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011212 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ４５°エルボ 呼び径５０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ４５度エルボ　５０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011214 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ４５°エルボ 呼び径６０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ４５度エルボ　６０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011302 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径１３Ｓｕ モルコ継手（プレス式） チーズ　１３Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011304 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径２０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） チーズ　２０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011306 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径２５Ｓｕ モルコ継手（プレス式） チーズ　２５Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011308 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径３０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） チーズ　３０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011310 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径４０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） チーズ　４０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011312 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径５０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） チーズ　５０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011314 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径６０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） チーズ　６０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011802 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径１３Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ソケット　１３Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011804 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径２０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ソケット　２０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011806 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径２５Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ソケット　２５Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011808 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径３０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ソケット　３０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011810 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径４０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ソケット　４０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011812 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径５０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ソケット　５０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011814 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径６０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ソケット　６０Ｓｕ 個 680 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013012102 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ レジューサ 呼び径２０×１３Ｓｕ モルコ継手（プレス式） レジューサ　２０×１３Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013012104 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ レジューサ 呼び径２５×１３Ｓｕ モルコ継手（プレス式） レジューサ　２５×１３Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013012106 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ レジューサ 呼び径２５×２０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） レジューサ　２５×２０Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013012108 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ レジューサ 呼び径３０×２０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） レジューサ　３０×２０Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

2363 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013012110 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ レジューサ 呼び径３０×２５Ｓｕ モルコ継手（プレス式） レジューサ　３０×２５Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013012112 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ レジューサ 呼び径４０×２０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） レジューサ　４０×２０Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013012114 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ レジューサ 呼び径４０×２５Ｓｕ モルコ継手（プレス式） レジューサ　４０×２５Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013012116 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ レジューサ 呼び径４０×３０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） レジューサ　４０×３０Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011502 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプタ付ソケット１型 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ モルコ継手（プレス式） 雄付ソケット１３Ｓｕ×１／２Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011504 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプタ付ソケット１型 呼び径２０Ｓｕ×３／４Ｂ モルコ継手（プレス式） 雄付ソケット２０Ｓｕ×３／４Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011506 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプタ付ソケット１型 呼び径２５Ｓｕ×１Ｂ モルコ継手（プレス式） 雄付ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011508 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプタ付ソケット２型 呼び径３０Ｓｕ×１Ｂ モルコ継手（プレス式） 雄付ソケット　３０Ｓｕ×１Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011510 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプタ付ソケット２型 呼び径４０Ｓｕ×１　１／４Ｂ モルコ継手（プレス式） 雄付ソケット　４０×１．１／４ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011512 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプタ付ソケット２型 呼び径５０Ｓｕ×１　１／２Ｂ モルコ継手（プレス式） 雄付ソケット　５０×１．１／２ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011514 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプタ付ソケット２型 呼び径６０Ｓｕ×２Ｂ モルコ継手（プレス式） 雄付ソケット　６０Ｓｕ×２Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011602 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプタ付ソケット 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ モルコ継手（プレス式） 雌付ソケット１３Ｓｕ×１／２Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011604 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプタ付ソケット 呼び径２０Ｓｕ×３／４Ｂ モルコ継手（プレス式） 雌付ソケット２０Ｓｕ×３／４Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011606 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプタ付ソケット 呼び径２５Ｓｕ×１Ｂ モルコ継手（プレス式） 雌付ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011608 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプタ付ソケット 呼び径３０Ｓｕ×１Ｂ モルコ継手（プレス式） 雌付ソケット　３０Ｓｕ×１Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011610 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプタ付ソケット 呼び径４０Ｓｕ×１　１／４Ｂ モルコ継手（プレス式） 雌付ソケット　４０×１．１／４ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011612 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプタ付ソケット 呼び径５０Ｓｕ×１　１／２Ｂ モルコ継手（プレス式） 雌付ソケット　５０×１．１／２ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011614 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプタ付ソケット 呼び径６０Ｓｕ×２Ｂ モルコ継手（プレス式） 雌付ソケット　６０Ｓｕ×２Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011402 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 水栓エルボ 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ モルコ継手（プレス式） 水栓エルボ　１３Ｓｕ×１／２Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011404 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 水栓エルボ 呼び径２０Ｓｕ×１／２Ｂ モルコ継手（プレス式） 水栓エルボ　２０Ｓｕ×１／２Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011406 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 水栓エルボ 呼び径２５Ｓｕ×１Ｂ モルコ継手（プレス式） 水栓エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011702 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 水栓ソケット 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ モルコ継手（プレス式） 水栓ソケット１３Ｓｕ×１／２Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011704 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 水栓ソケット 呼び径２０Ｓｕ×３／４Ｂ モルコ継手（プレス式） 水栓ソケット２０Ｓｕ×３／４Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011706 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ 水栓ソケット 呼び径２５Ｓｕ×１Ｂ モルコ継手（プレス式） 水栓ソケット　２５Ｓｕ×１Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013012002 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ キャップ 呼び径１３Ｓｕ モルコ継手（プレス式） キャップ　１３Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013012004 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ キャップ 呼び径２０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） キャップ　２０Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013012006 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ キャップ 呼び径２５Ｓｕ モルコ継手（プレス式） キャップ　２５Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013012008 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ キャップ 呼び径３０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） キャップ　３０Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013012010 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ キャップ 呼び径４０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） キャップ　４０Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013012012 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ キャップ 呼び径５０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） キャップ　５０Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013012014 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ キャップ 呼び径６０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） キャップ　６０Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011902 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ユニオン 呼び径１３Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ユニオン　１３Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011904 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ユニオン 呼び径２０Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ユニオン　２０Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013011906 プレス式管継手（モルコ継手）ＳＡＳ　３２２ ユニオン 呼び径２５Ｓｕ モルコ継手（プレス式） ユニオン　２５Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013102 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ９０°エルボ 呼び径１３Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） ９０度エルボ　１３Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013104 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ９０°エルボ 呼び径２０Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） ９０度エルボ　２０Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013106 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ９０°エルボ 呼び径２５Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） ９０度エルボ　２５Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013202 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ４５°エルボ 呼び径１３Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） ４５度エルボ　１３Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013204 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ４５°エルボ 呼び径２０Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） ４５度エルボ　２０Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013206 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ４５°エルボ 呼び径２５Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） ４５度エルボ　２５Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013902 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径１３Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） ソケット　１３Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013904 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径２０Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） ソケット　２０Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013906 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ ソケット 呼び径２５Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） ソケット　２５Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013014002 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 径違いソケット 呼び径２０×１３Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） 径違いソケット　２０×１３Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013014004 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 径違いソケット 呼び径２５×１３Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） 径違いソケット　２５×１３Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013014006 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 径違いソケット 呼び径２５×２０Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） 径違いソケット　２５×２０Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013302 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径１３Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） チーズ　１３Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013304 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径２０Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） チーズ　２０Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013306 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ チーズ 呼び径２５Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） チーズ　２５Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013014102 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 径違いチーズ 呼び径２０×１３Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） 径違いチーズ　２０×１３Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013014104 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 径違いチーズ 呼び径２５×１３Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） 径違いチーズ　２５×１３Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013014106 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 径違いチーズ 呼び径２５×２０Ｓｕ ＭＲジョイント２（圧縮式） 径違いチーズ　２５×２０Ｓｕ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013402 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプター 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ ＭＲジョイント２（圧縮式） 雄アダプター１３Ｓｕ×１／２Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013404 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプター 呼び径２０Ｓｕ×３／４Ｂ ＭＲジョイント２（圧縮式） 雄アダプター２０Ｓｕ×３／４Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013406 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 雄アダプター 呼び径２５Ｓｕ×１Ｂ ＭＲジョイント２（圧縮式） 雄アダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013602 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプター 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ ＭＲジョイント２（圧縮式） 雌アダプター１３Ｓｕ×１／２Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013604 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプター 呼び径２０Ｓｕ×３／４Ｂ ＭＲジョイント２（圧縮式） 雌アダプター２０Ｓｕ×３／４Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013606 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 雌アダプター 呼び径２５Ｓｕ×１Ｂ ＭＲジョイント２（圧縮式） 雌アダプター　２５Ｓｕ×１Ｂ 個 681 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013802 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 給水栓エルボ 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ ＭＲジョイント２（圧縮式） 給水栓エルボ１３Ｓｕ×１／２Ｂ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013804 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 給水栓エルボ 呼び径２０Ｓｕ×１／２Ｂ ＭＲジョイント２（圧縮式） 給水栓エルボ２０Ｓｕ×１／２Ｂ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013806 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 給水栓エルボ 呼び径２５Ｓｕ×１Ｂ ＭＲジョイント２（圧縮式） 給水栓エルボ　２５Ｓｕ×１Ｂ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013702 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 給水栓ソケット 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ ＭＲジョイント２（圧縮式） 給水栓ソケット１３Ｓｕ×１／２ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013704 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 給水栓ソケット 呼び径２０Ｓｕ×１／２Ｂ ＭＲジョイント２（圧縮式） 給水栓ソケット２０Ｓｕ×１／２ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013502 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 給水栓チーズ 呼び径１３Ｓｕ×１／２Ｂ ＭＲジョイント２（圧縮式） 給水栓チーズ１３Ｓｕ×１／２Ｂ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013013504 圧縮式管継手（ＭＲジョイントⅡ）ＳＡＳ　３２２ 給水栓チーズ 呼び径２０Ｓｕ×３／４Ｂ ＭＲジョイント２（圧縮式） 給水栓チーズ２０Ｓｕ×３／４Ｂ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017102 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｌエルボ 呼び径５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｌエルボ　５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017104 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｌエルボ 呼び径６０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｌエルボ　６０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017106 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｌエルボ 呼び径７５Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｌエルボ　７５Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017108 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｌエルボ 呼び径８０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｌエルボ　８０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017110 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｌエルボ 呼び径１００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｌエルボ　１００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017112 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｌエルボ 呼び径１５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｌエルボ　１５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017114 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｌエルボ 呼び径２００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｌエルボ　２００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017116 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｌエルボ 呼び径２５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｌエルボ　２５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017118 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｌエルボ 呼び径３００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｌエルボ　３００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017202 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｓエルボ 呼び径５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｓエルボ　５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017204 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｓエルボ 呼び径６０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｓエルボ　６０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017206 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｓエルボ 呼び径７５Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｓエルボ　７５Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017208 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｓエルボ 呼び径８０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｓエルボ　８０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017210 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｓエルボ 呼び径１００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｓエルボ　１００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017212 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｓエルボ 呼び径１５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｓエルボ　１５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017214 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｓエルボ 呼び径２００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｓエルボ　２００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017216 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｓエルボ 呼び径２５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｓエルボ　２５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017218 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°Ｓエルボ 呼び径３００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ９０度Ｓエルボ　３００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017302 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５°Ｌエルボ 呼び径５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ４５度Ｌエルボ　５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017304 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５°Ｌエルボ 呼び径６０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ４５度Ｌエルボ　６０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017306 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５°Ｌエルボ 呼び径７５Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ４５度Ｌエルボ　７５Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017308 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５°Ｌエルボ 呼び径８０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ４５度Ｌエルボ　８０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017310 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５°Ｌエルボ 呼び径１００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ４５度Ｌエルボ　１００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017312 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５°Ｌエルボ 呼び径１５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ４５度Ｌエルボ　１５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017314 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５°Ｌエルボ 呼び径２００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ４５度Ｌエルボ　２００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017316 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５°Ｌエルボ 呼び径２５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ４５度Ｌエルボ　２５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017318 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ４５°Ｌエルボ 呼び径３００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 ４５度Ｌエルボ　３００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017402 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 同径チーズ　５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017404 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径６０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 同径チーズ　６０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017406 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径７５Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 同径チーズ　７５Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017408 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径８０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 同径チーズ　８０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017410 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径１００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 同径チーズ　１００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017412 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径１５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 同径チーズ　１５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017414 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径２００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 同径チーズ　２００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017416 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径２５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 同径チーズ　２５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017418 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 同径チーズ 呼び径３００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 同径チーズ　３００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017602 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 レジューサＣ　５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017604 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径６０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 レジューサＣ　６０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017606 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径７５Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 レジューサＣ　７５Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017608 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径８０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 レジューサＣ　８０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017610 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径１００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 レジューサＣ　１００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017612 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径１５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 レジューサＣ　１５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017614 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径２００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 レジューサＣ　２００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017616 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径２５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 レジューサＣ　２５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017618 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レジューサＣ 呼び径３００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 レジューサＣ　３００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017802 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 キャップ　５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017804 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径６０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 キャップ　６０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017806 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径７５Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 キャップ　７５Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017808 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径８０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 キャップ　８０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017810 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径１００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 キャップ　１００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017812 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径１５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 キャップ　１５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017814 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径２００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 キャップ　２００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017816 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径２５０Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 キャップ　２５０Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

一般配管用ステンレス鋼管継手 5013017818 ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 呼び径３００Ｓｕ ＪＩＳ　Ｂ　２３０９（ＳＵＳ３０４　ＷＤ） ステンレス鋼製突合溶接式管継手 キャップ　３００Ｓｕ 個 682 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

特殊管―ブランド品― 1301030530 特殊管 アイポリガードＰ 呼び径５０ ＩＰＧＤ－ＰＳ－０５０ 直管１０ｍ イノアック住環境 アイポリガードＰ　径５０ ＩＰＧＤ－ＰＳ－０５０　１０ｍ ｍ 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030532 特殊管 アイポリガードＰ 呼び径７５ ＩＰＧＤ－ＰＳ－０７５ 直管１０ｍ イノアック住環境 アイポリガードＰ　径７５ ＩＰＧＤ－ＰＳ－０７５　１０ｍ ｍ 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030534 特殊管 アイポリガードＰ 呼び径１００ ＩＰＧＤ－ＰＳ－１００ 直管１０ｍ イノアック住環境 アイポリガードＰ　径１００ ＩＰＧＤ－ＰＳ－１００　１０ｍ ｍ 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030536 特殊管 アイポリガードＰ 呼び径１５０ ＩＰＧＤ－ＰＳ－１５０ 直管１０ｍ イノアック住環境 アイポリガードＰ　径１５０ ＩＰＧＤ－ＰＳ－１５０　１０ｍ ｍ 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030538 特殊管 アイポリガードＰ 呼び径２００ ＩＰＧＤ－ＰＳ－２００ 直管１０ｍ イノアック住環境 アイポリガードＰ　径２００ ＩＰＧＤ－ＰＳ－２００　１０ｍ ｍ 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030540 特殊管 アイポリガードＰ 呼び径２５０ ＩＰＧＤ－ＰＳ－２５０ 直管１０ｍ イノアック住環境 アイポリガードＰ　径２５０ ＩＰＧＤ－ＰＳ－２５０　１０ｍ ｍ 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030514 特殊管 ホットペックス 呼び径２５ ＨＯＴ－Ｐ－０２５ 束巻３６０ｍ イノアック住環境 ホットペックス　径２５ ＨＯＴ－Ｐ－０２５　３６０ｍ ｍ 683 ○ ○ 1301 鋼管
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特殊管―ブランド品― 1301030516 特殊管 ホットペックス 呼び径３２ ＨＯＴ－Ｐ－０３２ 束巻３６０ｍ イノアック住環境 ホットペックス　径３２ ＨＯＴ－Ｐ－０３２　３６０ｍ ｍ 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030518 特殊管 ホットペックス 呼び径４０ ＨＯＴ－Ｐ－０４０ 束巻２５０ｍ イノアック住環境 ホットペックス　径４０ ＨＯＴ－Ｐ－０４０　２５０ｍ ｍ 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030520 特殊管 ホットペックス 呼び径５０ ＨＯＴ－Ｐ－０５０ 束巻２１０ｍ イノアック住環境 ホットペックス　径５０ ＨＯＴ－Ｐ－０５０　２１０ｍ ｍ 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030522 特殊管 ホットペックス 呼び径６５ ＨＯＴ－Ｐ－０６５ 束巻８８ｍ イノアック住環境 ホットペックス　径６５ ＨＯＴ－Ｐ－０６５　８８ｍ ｍ 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030524 特殊管 ホットペックス 呼び径７５ ＨＯＴ－Ｐ－０７５ 束巻８８ｍ イノアック住環境 ホットペックス　径７５ ＨＯＴ－Ｐ－０７５　８８ｍ ｍ 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030526 特殊管 ホットペックス 呼び径１００ ＨＯＴ－Ｐ－１００ 束巻８８ｍ イノアック住環境 ホットペックス　径１００ ＨＯＴ－Ｐ－１００　８８ｍ ｍ 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030528 特殊管 ホットペックス 呼び径１１０ ＨＯＴ－Ｐ－１１０ 束巻４０ｍ イノアック住環境 ホットペックス　径１１０ ＨＯＴ－Ｐ－１１０　４０ｍ ｍ 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030118 特殊管 ＳＬＰ軽量鋼管 呼び径２Ｂ　５０Ａ×厚１．６ｍｍ×長６．０ｍ シンニチ工業 ＳＬＰ軽量鋼管 ５０Ａ×１．６ｍｍ×６ｍ 本 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030112 特殊管 ＳＬＰ軽量鋼管 呼び径２Ｂ　５０Ａ×厚２．０ｍｍ×長６．０ｍ シンニチ工業 ＳＬＰ軽量鋼管 ５０Ａ×２ｍｍ×６ｍ 本 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030102 特殊管 ＳＬＰ軽量鋼管 呼び径３Ｂ　８０Ａ×厚１．６ｍｍ×長６．０ｍ シンニチ工業 ＳＬＰ軽量鋼管 ８０Ａ×１．６ｍｍ×６ｍ 本 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030114 特殊管 ＳＬＰ軽量鋼管 呼び径３Ｂ　８０Ａ×厚２．０ｍｍ×長６．０ｍ シンニチ工業 ＳＬＰ軽量鋼管 ８０Ａ×２ｍｍ×６ｍ 本 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030104 特殊管 ＳＬＰ軽量鋼管 呼び径４Ｂ　１００Ａ×厚１．６ｍｍ×長６．０ｍ シンニチ工業 ＳＬＰ軽量鋼管 １００Ａ×１．６ｍｍ×６ｍ 本 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030116 特殊管 ＳＬＰ軽量鋼管 呼び径４Ｂ　１００Ａ×厚２．０ｍｍ×長６．０ｍ シンニチ工業 ＳＬＰ軽量鋼管 １００Ａ×２ｍｍ×６ｍ 本 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030106 特殊管 ＳＬＰ軽量鋼管 呼び径６Ｂ　１５０Ａ×厚１．６ｍｍ×長６．０ｍ シンニチ工業 ＳＬＰ軽量鋼管 １５０Ａ×１．６ｍｍ×６ｍ 本 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 1301030120 特殊管 ＳＬＰ軽量鋼管 呼び径６Ｂ　１５０Ａ×厚２．０ｍｍ×長６．０ｍ シンニチ工業 ＳＬＰ軽量鋼管 １５０Ａ×２ｍｍ×６ｍ 本 683 ○ ○ 1301 鋼管

特殊管―ブランド品― 5011080252 特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径２５Ａ×肉厚３．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジＦＷパイプ　Ｈタイプ ２５Ａ×肉厚３ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080254 特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径４０Ａ×肉厚３．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジＦＷパイプ　Ｈタイプ ４０Ａ×肉厚３ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080334 特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径５０Ａ×肉厚３．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジＦＷパイプ　Ｈタイプ ５０Ａ×肉厚３ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）
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特殊管―ブランド品― 5011080336 特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径６５Ａ×肉厚３．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジＦＷパイプ　Ｈタイプ ６５Ａ×肉厚３ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080338 特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径７５Ａ×肉厚４．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジＦＷパイプ　Ｈタイプ ７５Ａ×肉厚４ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080340 特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径１００Ａ×肉厚４．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジＦＷパイプ　Ｈタイプ １００Ａ×肉厚４ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080342 特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径１２５Ａ×肉厚５．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジＦＷパイプ　Ｈタイプ １２５Ａ×肉厚５ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080344 特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径１５０Ａ×肉厚５．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジＦＷパイプ　Ｈタイプ １５０Ａ×肉厚５ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080346 特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径２００Ａ×肉厚６．５ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジＦＷパイプ　Ｈタイプ ２００Ａ×肉厚６．５ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080348 特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径２５０Ａ×肉厚７．５ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジＦＷパイプ　Ｈタイプ ２５０Ａ×肉厚７．５ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080350 特殊管 フジＦＷパイプ Ｈタイプ×呼び径３００Ａ×肉厚９．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジＦＷパイプ　Ｈタイプ ３００Ａ×肉厚９ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080274 特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径２５Ａ×肉厚４．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジパイプ７０００　Ｈタイプ ２５Ａ×肉厚４ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080276 特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径４０Ａ×肉厚４．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジパイプ７０００　Ｈタイプ ４０Ａ×肉厚４ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080278 特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径５０Ａ×肉厚４．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジパイプ７０００　Ｈタイプ ５０Ａ×肉厚４ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080280 特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径６５Ａ×肉厚４．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジパイプ７０００　Ｈタイプ ６５Ａ×肉厚４ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080282 特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径７５Ａ×肉厚４．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジパイプ７０００　Ｈタイプ ７５Ａ×肉厚４ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080284 特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径１００Ａ×肉厚５．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジパイプ７０００　Ｈタイプ １００Ａ×肉厚５ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080286 特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径１２５Ａ×肉厚６．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジパイプ７０００　Ｈタイプ １２５Ａ×肉厚６ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080288 特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径１５０Ａ×肉厚７．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジパイプ７０００　Ｈタイプ １５０Ａ×肉厚７ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080290 特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径２００Ａ×肉厚９．５ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジパイプ７０００　Ｈタイプ ２００Ａ×肉厚９．５ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080292 特殊管 フジパイプ７０００ Ｈタイプ×呼び径２５０Ａ×肉厚１２．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジパイプ７０００　Ｈタイプ ２５０Ａ×肉厚１２ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）
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特殊管―ブランド品― 5011080294 特殊管 フジパイプ７０００ Ｌタイプ×呼び径３００Ａ×肉厚９．０ｍｍ×長３ｍ 富士化工 フジパイプ７０００　Ｌタイプ ３００Ａ×肉厚９ｍｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080352 特殊管 ＧＲＰパイプ（強化ポリプロピレン二層管） 排水用　呼び径４０Ａ×肉厚４．０ｍｍ×長４ｍ 富士化工 ＧＲＰパイプ　排水用 ４０Ａ×肉厚４ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080354 特殊管 ＧＲＰパイプ（強化ポリプロピレン二層管） 排水用　呼び径５０Ａ×肉厚５．０ｍｍ×長４ｍ 富士化工 ＧＲＰパイプ　排水用 ５０Ａ×肉厚５ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080356 特殊管 ＧＲＰパイプ（強化ポリプロピレン二層管） 排水用　呼び径７５Ａ×肉厚５．０ｍｍ×長４ｍ 富士化工 ＧＲＰパイプ　排水用 ７５Ａ×肉厚５ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080358 特殊管 ＧＲＰパイプ（強化ポリプロピレン二層管） 排水用　呼び径１００Ａ×肉厚５．０ｍｍ×長４ｍ 富士化工 ＧＲＰパイプ　排水用 １００Ａ×肉厚５ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080360 特殊管 ＧＲＰパイプ（強化ポリプロピレン二層管） 排水用　呼び径１２５Ａ×肉厚６．０ｍｍ×長４ｍ 富士化工 ＧＲＰパイプ　排水用 １２５Ａ×肉厚６ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080362 特殊管 ＧＲＰパイプ（強化ポリプロピレン二層管） 排水用　呼び径１５０Ａ×肉厚７．０ｍｍ×長４ｍ 富士化工 ＧＲＰパイプ　排水用 １５０Ａ×肉厚７ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011080364 特殊管 ＧＲＰパイプ（強化ポリプロピレン二層管） 排水用　呼び径２００Ａ×肉厚８．０ｍｍ×長４ｍ 富士化工 ＧＲＰパイプ　排水用 ２００Ａ×肉厚８ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011081650
特殊管 波付鋼管がい装断熱二重架橋ポリエチレン管（ＧＮＧＡＲ） 呼び径５０ 荷姿束巻５０ｍ 三井金属エンジニア
リング

波付鋼管ポリ管　ＧＮＧＡＲ 径５０　荷姿束巻５０ｍ ｍ 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011081652
特殊管 波付鋼管がい装断熱二重架橋ポリエチレン管（ＧＮＧＡＲ） 呼び径７５ 荷姿束巻４５ｍ 三井金属エンジニア
リング

波付鋼管ポリ管　ＧＮＧＡＲ 径７５　荷姿束巻４５ｍ ｍ 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011081654
特殊管 波付鋼管がい装断熱二重架橋ポリエチレン管（ＧＮＧＡＲ） 呼び径１００ 荷姿束巻４５ｍ 三井金属エンジニ
アリング

波付鋼管ポリ管　ＧＮＧＡＲ 径１００　荷姿束巻４５ｍ ｍ 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011081620
特殊管 アラミドがい装ポリエチレン管（ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ）（ＩＳＯ規格準拠品） 呼び径４０ 荷姿束巻１００ｍ 三
井金属エンジニアリング

アラミドポリ管ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ ＩＳＯ径４０　荷姿束巻１００ｍ ｍ 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011081622
特殊管 アラミドがい装ポリエチレン管（ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ）（ＩＳＯ規格準拠品） 呼び径５０ 荷姿束巻１００ｍ 三
井金属エンジニアリング

アラミドポリ管ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ ＩＳＯ径５０　荷姿束巻１００ｍ ｍ 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011081624
特殊管 アラミドがい装ポリエチレン管（ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ）（ＩＳＯ規格準拠品） 呼び径７５ 荷姿束巻１００ｍ 三
井金属エンジニアリング

アラミドポリ管ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ ＩＳＯ径７５　荷姿束巻１００ｍ ｍ 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011081626
特殊管 アラミドがい装ポリエチレン管（ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ）（ＩＳＯ規格準拠品） 呼び径１００ 荷姿束巻５０ｍ 三
井金属エンジニアリング

アラミドポリ管ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ ＩＳＯ径１００　荷姿束巻５０ｍ ｍ 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011081630
特殊管 アラミドがい装ポリエチレン管（ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ）（ＩＳＯ規格準拠品） 呼び径１５０ 荷姿直管８．５ｍ
三井金属エンジニアリング

アラミドポリ管ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ ＩＳＯ径１５０荷姿直管８．５ｍ ｍ 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011081634
特殊管 アラミドがい装ポリエチレン管（ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ）（ＩＳＯ規格準拠品） 呼び径２００ 荷姿直管８．５ｍ
三井金属エンジニアリング

アラミドポリ管ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ ＩＳＯ径２００荷姿直管８．５ｍ ｍ 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011081638
特殊管 アラミドがい装ポリエチレン管（ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ）（ＩＳＯ規格準拠品） 呼び径２５０ 荷姿直管８．５ｍ
三井金属エンジニアリング

アラミドポリ管ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ ＩＳＯ径２５０荷姿直管８．５ｍ ｍ 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）
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特殊管―ブランド品― 5011081640
特殊管 アラミドがい装ポリエチレン管（ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ）（ＩＳＯ規格準拠品） 呼び径３００ 荷姿直管８．５ｍ
三井金属エンジニアリング

アラミドポリ管ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ ＩＳＯ径３００荷姿直管８．５ｍ ｍ 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

特殊管―ブランド品― 5011081644
特殊管 アラミドがい装ポリエチレン管（ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ）（ＩＳＯ規格準拠品） 呼び径３５０ 荷姿直管８．５ｍ
三井金属エンジニアリング

アラミドポリ管ＷＥＥＴ（Ｄ）Ａ ＩＳＯ径３５０荷姿直管８．５ｍ ｍ 683 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築用銅管 5009011002 建築用銅管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径１／４（８） 肉厚０．７６ｍｍ ０．１８７ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｌ型 呼径１／４Ｂ　８Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009011004 建築用銅管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径３／８（１０） 肉厚０．８９ｍｍ ０．２９５ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｌ型 呼径３／８Ｂ　１０Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009011006 建築用銅管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径１／２（１５） 肉厚１．０２ｍｍ ０．４２６ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｌ型 呼径１／２Ｂ　１５Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009011008 建築用銅管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径５／８ 肉厚１．０７ｍｍ ０．５４０ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｌ型 呼径５／８Ｂ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009011010 建築用銅管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径３／４（２０） 肉厚１．１４ｍｍ ０．６７５ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｌ型 呼径３／４Ｂ　２０Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009011012 建築用銅管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径１（２５） 肉厚１．２７ｍｍ ０．９７４ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｌ型 呼径１Ｂ　２５Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009011014 建築用銅管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径１　１／４（３２） 肉厚１．４０ｍｍ １．３２０ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｌ型 呼径１・１／４Ｂ　３２Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009011016 建築用銅管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径１　１／２（４０） 肉厚１．５２ｍｍ １．７００ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｌ型 呼径１・１／２Ｂ　４０Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009011018 建築用銅管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径２（５０） 肉厚１．７８ｍｍ ２．６１０ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｌ型 呼径２Ｂ　５０Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009011020 建築用銅管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径２　１／２（６５） 肉厚２．０３ｍｍ ３．６９０ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｌ型 呼径２・１／２Ｂ　６５Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009011022 建築用銅管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径３（８０） 肉厚２．２９ｍｍ ４．９６０ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｌ型 呼径３Ｂ　８０Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009011024 建築用銅管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径４（１００） 肉厚２．７９ｍｍ ７．９９０ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｌ型 呼径４Ｂ　１００Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009011026 建築用銅管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径５（１２５） 肉厚３．１８ｍｍ １１．３００ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｌ型 呼径５Ｂ　１２５Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009011028 建築用銅管 Ｌ型（４ｍ） 呼び径６（１５０） 肉厚３．５６ｍｍ １５．２００ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｌ型 呼径６Ｂ　１５０Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009013002 建築用銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径３／８（１０） 肉厚０．６４ｍｍ ０．２１７ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｍ型 呼径３／８Ｂ　１０Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009013004 建築用銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径１／２（１５） 肉厚０．７１ｍｍ ０．３０３ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｍ型 呼径１／２Ｂ　１５Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管
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建築用銅管 5009013006 建築用銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径３／４（２０） 肉厚０．８１ｍｍ ０．４８７ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｍ型 呼径３／４Ｂ　２０Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009013008 建築用銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径１（２５） 肉厚０．８９ｍｍ ０．６９２ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｍ型 呼径１Ｂ　２５Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009013010 建築用銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径１　１／４（３２） 肉厚１．０７ｍｍ １．０２０ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｍ型 呼径１・１／４Ｂ　３２Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009013012 建築用銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径１　１／２（４０） 肉厚１．２４ｍｍ １．３９０ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｍ型 呼径１・１／２Ｂ　４０Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009013014 建築用銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径２（５０） 肉厚１．４７ｍｍ ２．１７０ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｍ型 呼径２Ｂ　５０Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009013016 建築用銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径２　１／２（６５） 肉厚１．６５ｍｍ ３．０１０ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｍ型 呼径２・１／２Ｂ　６５Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009013018 建築用銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径３（８０） 肉厚１．８３ｍｍ ３．９９０ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｍ型 呼径３Ｂ　８０Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009013020 建築用銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径４（１００） 肉厚２．４１ｍｍ ６．９３０ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｍ型 呼径４Ｂ　１００Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009013022 建築用銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径５（１２５） 肉厚２．７７ｍｍ ９．９１０ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｍ型 呼径５Ｂ　１２５Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009013024 建築用銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径６（１５０） 肉厚３．１０ｍｍ １３．３００ｋｇ／ｍ 建築用銅管　Ｍ型 呼径６Ｂ　１５０Ａ　４ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009021002 被覆銅管 Ｌ型（２５ｍ） 呼び径１／４（８） 外径９．５２ｍｍ 被覆銅管　Ｌ型 呼径１／４Ｂ　８Ａ　２５ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009021004 被覆銅管 Ｌ型（２５ｍ） 呼び径３／８（１０） 外径１２．７ｍｍ 被覆銅管　Ｌ型 呼径３／８Ｂ　１０Ａ　２５ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009021006 被覆銅管 Ｌ型（２５ｍ） 呼び径１／２（１５） 外径１５．８８ｍｍ 被覆銅管　Ｌ型 呼径１／２Ｂ　１５Ａ　２５ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009021008 被覆銅管 Ｌ型（２５ｍ） 呼び径３／４（２０） 外径２２．２２ｍｍ 被覆銅管　Ｌ型 呼径３／４Ｂ　２０Ａ　２５ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009023002 被覆銅管 Ｍ型（２５ｍ） 呼び径３／８（１０） 外径１２．７ｍｍ 被覆銅管　Ｍ型 呼径３／８Ｂ　１０Ａ　２５ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009023004 被覆銅管 Ｍ型（２５ｍ） 呼び径１／２（１５） 外径１５．８８ｍｍ 被覆銅管　Ｍ型 呼径１／２Ｂ　１５Ａ　２５ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009023006 被覆銅管 Ｍ型（２５ｍ） 呼び径３／４（２０） 外径２２．２２ｍｍ 被覆銅管　Ｍ型 呼径３／４Ｂ　２０Ａ　２５ｍ ｍ 684 ○ ○ 5009 銅管

銅管継手 5013031102 銅管継手 ソケット 呼び径１／４Ｂ 建築配管用銅管継手 ソケット　呼径１／４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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銅管継手 5013031104 銅管継手 ソケット 呼び径３／８Ｂ 建築配管用銅管継手 ソケット　呼径３／８Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031106 銅管継手 ソケット 呼び径１／２Ｂ 建築配管用銅管継手 ソケット　呼径１／２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031108 銅管継手 ソケット 呼び径５／８Ｂ 建築配管用銅管継手 ソケット　呼径５／８Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031110 銅管継手 ソケット 呼び径３／４Ｂ 建築配管用銅管継手 ソケット　呼径３／４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031112 銅管継手 ソケット 呼び径１Ｂ 建築配管用銅管継手 ソケット　呼径１Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031114 銅管継手 ソケット 呼び径１　１／４Ｂ 建築配管用銅管継手 ソケット　呼径１・１／４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031116 銅管継手 ソケット 呼び径１　１／２Ｂ 建築配管用銅管継手 ソケット　呼径１・１／２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031118 銅管継手 ソケット 呼び径２Ｂ 建築配管用銅管継手 ソケット　呼径２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031120 銅管継手 ソケット 呼び径２　１／２Ｂ 建築配管用銅管継手 ソケット　呼径２・１／２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031122 銅管継手 ソケット 呼び径３Ｂ 建築配管用銅管継手 ソケット　呼径３Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031124 銅管継手 ソケット 呼び径４Ｂ 建築配管用銅管継手 ソケット　呼径４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031302 銅管継手 チーズ 呼び径１／４Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 チーズ　呼径１／４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031304 銅管継手 チーズ 呼び径３／８Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 チーズ　呼径３／８Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031306 銅管継手 チーズ 呼び径１／２Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 チーズ　呼径１／２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031308 銅管継手 チーズ 呼び径５／８Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 チーズ　呼径５／８Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031310 銅管継手 チーズ 呼び径３／４Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 チーズ　呼径３／４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031312 銅管継手 チーズ 呼び径１Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 チーズ　呼径１Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031314 銅管継手 チーズ 呼び径１　１／４Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 チーズ　呼径１・１／４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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銅管継手 5013031316 銅管継手 チーズ 呼び径１　１／２Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 チーズ　呼径１・１／２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031318 銅管継手 チーズ 呼び径２Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 チーズ　呼径２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031320 銅管継手 チーズ 呼び径２　１／２Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 チーズ　呼径２・１／２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031322 銅管継手 チーズ 呼び径３Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 チーズ　呼径３Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031324 銅管継手 チーズ 呼び径４Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 チーズ　呼径４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031502 銅管継手 ９０°エルボ 呼び径１／２・　３／８Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 ９０度エルボ　１／２・３／８Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031504 銅管継手 ９０°エルボ 呼び径５／８Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 ９０度エルボ　呼径５／８Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031506 銅管継手 ９０°エルボ 呼び径３／４Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 ９０度エルボ　呼径３／４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031508 銅管継手 ９０°エルボ 呼び径１Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 ９０度エルボ　呼径１Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031510 銅管継手 ９０°エルボ 呼び径１　１／４Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 ９０度エルボ　呼径１・１／４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031512 銅管継手 ９０°エルボ 呼び径１　１／２Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 ９０度エルボ　呼径１・１／２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031514 銅管継手 ９０°エルボ 呼び径２Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 ９０度エルボ　呼径２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031702 銅管継手 ４５°エルボ 呼び径１／２Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 ４５度エルボ　呼径１／２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031704 銅管継手 ４５°エルボ 呼び径５／８Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 ４５度エルボ　呼径５／８Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031706 銅管継手 ４５°エルボ 呼び径３／４Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 ４５度エルボ　呼径３／４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031708 銅管継手 ４５°エルボ 呼び径１Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 ４５度エルボ　呼径１Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031710 銅管継手 ４５°エルボ 呼び径１　１／４Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 ４５度エルボ　呼径１・１／４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031712 銅管継手 ４５°エルボ 呼び径１　１／２Ｂ （ＪＩＳ　Ｈ　３４０１） 建築配管用銅管継手 ４５度エルボ　呼径１・１／２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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銅管継手 5013031902 銅管継手 雄アダプター（Ａ） 呼び径３／８Ｂ 建築配管用銅管継手 雄アダプター（Ａ）呼径３／８Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031904 銅管継手 雄アダプター（Ａ） 呼び径１／２Ｂ 建築配管用銅管継手 雄アダプター（Ａ）呼径１／２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031906 銅管継手 雄アダプター（Ａ） 呼び径３／４Ｂ 建築配管用銅管継手 雄アダプター（Ａ）呼径３／４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031908 銅管継手 雄アダプター（Ａ） 呼び径１Ｂ 建築配管用銅管継手 雄アダプター（Ａ）　呼径１Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031910 銅管継手 雄アダプター（Ａ） 呼び径１　１／４Ｂ 建築配管用銅管継手 雄アダプター（Ａ）１・１／４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031912 銅管継手 雄アダプター（Ａ） 呼び径１　１／２Ｂ 建築配管用銅管継手 雄アダプター（Ａ）１・１／２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013031914 銅管継手 雄アダプター（Ａ） 呼び径２Ｂ 建築配管用銅管継手 雄アダプター（Ａ）　呼径２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013032102 銅管継手 雌アダプター（Ａ） 呼び径３／８Ｂ 建築配管用銅管継手 雌アダプター（Ａ）呼径３／８Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013032104 銅管継手 雌アダプター（Ａ） 呼び径１／２Ｂ 建築配管用銅管継手 雌アダプター（Ａ）呼径１／２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013032106 銅管継手 雌アダプター（Ａ） 呼び径３／４Ｂ 建築配管用銅管継手 雌アダプター（Ａ）呼径３／４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013032108 銅管継手 雌アダプター（Ａ） 呼び径１Ｂ 建築配管用銅管継手 雌アダプター（Ａ）　呼径１Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013032110 銅管継手 雌アダプター（Ａ） 呼び径１　１／４Ｂ 建築配管用銅管継手 雌アダプター（Ａ）１・１／４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管継手 5013032112 銅管継手 雌アダプター（Ａ） 呼び径１　１／２Ｂ 建築配管用銅管継手 雌アダプター（Ａ）１・１／２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013181002 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ９０°エルボ 呼び径１５Ａ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ９０度エルボ　１５Ａ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013181004 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ９０°エルボ 呼び径２０Ａ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ９０度エルボ　２０Ａ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013181006 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ９０°エルボ 呼び径２５Ａ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ９０度エルボ　２５Ａ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013181502 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ティー 呼び径１５Ａ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ティー　１５Ａ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013181504 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ティー 呼び径２０Ａ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ティー　２０Ａ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013181506 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ティー 呼び径２５Ａ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ティー　２５Ａ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013181508 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ティー 呼び径２０×１５Ａ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ティー　２０×１５Ａ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013181510 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ティー 呼び径２５×２０Ａ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ティー　２５×２０Ａ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013182002 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ＡＳオス 呼び径１５Ａ×１／２Ｂ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ＡＳオス　１５Ａ×１／２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013182004 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ＡＳオス 呼び径２０Ａ×３／４Ｂ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ＡＳオス　２０Ａ×３／４Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013182006 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ＡＳオス 呼び径２５Ａ×１Ｂ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ＡＳオス　２５Ａ×１Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013182502 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） レジューサ 呼び径２０×１５Ａ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス レジューサ　２０×１５Ａ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013182504 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） レジューサ 呼び径２５×２０Ａ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス レジューサ　２５×２０Ａ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013181008 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） 座付水栓エルボ 呼び径１５Ａ×１／２Ｂ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス 座付水栓エルボ１５Ａ×１／２Ｂ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013183002 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ソケット 呼び径１５Ａ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ソケット　１５Ａ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013183004 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ソケット 呼び径２０Ａ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ソケット　２０Ａ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013183006 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ソケット 呼び径２５Ａ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ソケット　２５Ａ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013183502 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ベアタイプソケット 呼び径１５Ａ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ベアタイプソケット　１５Ａ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013183504 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ベアタイプソケット 呼び径２０Ａ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ベアタイプソケット　２０Ａ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス）―ブラン
ド品―

5013183506 銅管用プレス式継手（ＣＵ－プレス） ベアタイプソケット 呼び径２５Ａ ベンカン 銅管用プレス式継手　ＣＵプレス ベアタイプソケット　２５Ａ 個 684 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

空調用銅管 5009031502 冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１／４Ｂ 銅管外径６．３５ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ 冷媒銅管　直管１／２Ｈ材 ４ｍ　１／４Ｂ 本 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009031504 冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径３／８Ｂ 銅管外径９．５２ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ 冷媒銅管　直管１／２Ｈ材 ４ｍ　３／８Ｂ 本 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009031506 冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１／２Ｂ 銅管外径１２．７ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ 冷媒銅管　直管１／２Ｈ材 ４ｍ　１／２Ｂ 本 685 ○ ○ 5009 銅管
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空調用銅管 5009031508 冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径５／８Ｂ 銅管外径１５．８８ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ 冷媒銅管　直管１／２Ｈ材 ４ｍ　５／８Ｂ 本 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009031510 冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径３／４Ｂ 銅管外径１９．０５ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ 冷媒銅管　直管１／２Ｈ材 ４ｍ　３／４Ｂ 本 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009031512 冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径７／８Ｂ 銅管外径２２．２２ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ 冷媒銅管　直管１／２Ｈ材 ４ｍ　７／８Ｂ 本 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009031514 冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１Ｂ 銅管外径２５．４ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ 冷媒銅管　直管１／２Ｈ材 ４ｍ　１Ｂ 本 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009031516 冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１　１／８Ｂ 銅管外径２８．５８ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ 冷媒銅管　直管１／２Ｈ材 ４ｍ　１．１／８Ｂ 本 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009031518 冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１　１／４Ｂ 銅管外径３１．７５ｍｍ 銅管肉厚１．１ｍｍ 冷媒銅管　直管１／２Ｈ材 ４ｍ　１．１／４Ｂ 本 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009031520 冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１　３／８Ｂ 銅管外径３４．９２ｍｍ 銅管肉厚１．１ｍｍ 冷媒銅管　直管１／２Ｈ材 ４ｍ　１．３／８Ｂ 本 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009031522 冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１　１／２Ｂ 銅管外径３８．１ｍｍ 銅管肉厚１．１５ｍｍ 冷媒銅管　直管１／２Ｈ材 ４ｍ　１．１／２Ｂ 本 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009031524 冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１　５／８Ｂ 銅管外径４１．２８ｍｍ 銅管肉厚１．２ｍｍ 冷媒銅管　直管１／２Ｈ材 ４ｍ　１．５／８Ｂ 本 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009031526 冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径１　３／４Ｂ 銅管外径４４．４５ｍｍ 銅管肉厚１．２５ｍｍ 冷媒銅管　直管１／２Ｈ材 ４ｍ　１．３／４Ｂ 本 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009031528 冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径２Ｂ 銅管外径５０．８ｍｍ 銅管肉厚１．４ｍｍ 冷媒銅管　直管１／２Ｈ材 ４ｍ　２Ｂ 本 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009031530 冷媒用銅管直管　１／２Ｈ材（４ｍ） 呼び径２　１／８Ｂ 銅管外径５３．９８ｍｍ 銅管肉厚１．５ｍｍ 冷媒銅管　直管１／２Ｈ材 ４ｍ　２．１／８Ｂ 本 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032002 冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１／４Ｂ 銅管外径６．３５ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ 保温厚８ｍｍ 冷媒被覆銅管　シングル直管 ４ｍ　１／４Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032004 冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径３／８Ｂ 銅管外径９．５２ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ 保温厚８ｍｍ 冷媒被覆銅管　シングル直管 ４ｍ　３／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032006 冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１／２Ｂ 銅管外径１２．７ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ 保温厚１０ｍｍ 冷媒被覆銅管　シングル直管 ４ｍ　１／２Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032008 冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径５／８Ｂ 銅管外径１５．８８ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ 保温厚１０ｍｍ 冷媒被覆銅管　シングル直管 ４ｍ　５／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032010 冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径３／４Ｂ 銅管外径１９．０５ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ 保温厚１０ｍｍ 冷媒被覆銅管　シングル直管 ４ｍ　３／４Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032012 冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径７／８Ｂ 銅管外径２２．２２ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ 保温厚１０ｍｍ 冷媒被覆銅管　シングル直管 ４ｍ　７／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管
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空調用銅管 5009032014 冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１Ｂ 銅管外径２５．４ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ 保温厚１０ｍｍ 冷媒被覆銅管　シングル直管 ４ｍ　１Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032016
冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１　１／８Ｂ 銅管外径２８．５８ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ 保温厚１０
ｍｍ

冷媒被覆銅管　シングル直管 ４ｍ　１．１／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032018
冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１　１／４Ｂ 銅管外径３１．７５ｍｍ 銅管肉厚１．１ｍｍ 保温厚１０
ｍｍ

冷媒被覆銅管　シングル直管 ４ｍ　１．１／４Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032020
冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１　３／８Ｂ 銅管外径３４．９２ｍｍ 銅管肉厚１．１ｍｍ 保温厚１０
ｍｍ

冷媒被覆銅管　シングル直管 ４ｍ　１．３／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032030
冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１　１／２Ｂ 銅管外径３８．１ｍｍ 銅管肉厚１．３５ｍｍ 保温厚１０
ｍｍ

冷媒被覆銅管　シングル直管 ４ｍ　１．１／２Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032024
冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１　５／８Ｂ 銅管外径４１．２８ｍｍ 銅管肉厚１．２ｍｍ 保温厚１０
ｍｍ

冷媒被覆銅管　シングル直管 ４ｍ　１．５／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032026
冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１　３／４Ｂ 銅管外径４４．４５ｍｍ 銅管肉厚１．２５ｍｍ 保温厚１
０ｍｍ

冷媒被覆銅管　シングル直管 ４ｍ　１．３／４Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032028 冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径２Ｂ 銅管外径５０．８ｍｍ 銅管肉厚１．４ｍｍ 保温厚１０ｍｍ 冷媒被覆銅管　シングル直管 ４ｍ　２Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032502
冷媒用被覆銅管ハイグレード直管（４ｍ） 呼び径１／４Ｂ 銅管外径６．３５ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ 保温厚２０ｍ
ｍ

冷媒被覆銅管　ハイグレード直管 ４ｍ　１／４Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032504
冷媒用被覆銅管ハイグレード直管（４ｍ） 呼び径３／８Ｂ 銅管外径９．５２ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ 保温厚２０ｍ
ｍ

冷媒被覆銅管　ハイグレード直管 ４ｍ　３／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032506
冷媒用被覆銅管ハイグレード直管（４ｍ） 呼び径１／２Ｂ 銅管外径１２．７ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ 保温厚２０ｍ
ｍ

冷媒被覆銅管　ハイグレード直管 ４ｍ　１／２Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032508
冷媒用被覆銅管ハイグレード直管（４ｍ） 呼び径５／８Ｂ 銅管外径１５．８８ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ 保温厚２０
ｍｍ

冷媒被覆銅管　ハイグレード直管 ４ｍ　５／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032510
冷媒用被覆銅管ハイグレード直管（４ｍ） 呼び径３／４Ｂ 銅管外径１９．０５ｍｍ 銅管肉厚１．０５ｍｍ 保温厚２
０ｍｍ

冷媒被覆銅管　ハイグレード直管 ４ｍ　３／４Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032512
冷媒用被覆銅管ハイグレード直管（４ｍ） 呼び径７／８Ｂ 銅管外径２２．２２ｍｍ 銅管肉厚１．２ｍｍ 保温厚２０
ｍｍ

冷媒被覆銅管　ハイグレード直管 ４ｍ　７／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032514 冷媒用被覆銅管ハイグレード直管（４ｍ） 呼び径１Ｂ 銅管外径２５．４ｍｍ 銅管肉厚１．３５ｍｍ 保温厚２０ｍｍ 冷媒被覆銅管　ハイグレード直管 ４ｍ　１Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032516
冷媒用被覆銅管ハイグレード直管（４ｍ） 呼び径１　１／８Ｂ 銅管外径２８．５８ｍｍ 銅管肉厚１．５５ｍｍ 保温
厚２０ｍｍ

冷媒被覆銅管　ハイグレード直管 ４ｍ　１．１／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032518
冷媒用被覆銅管ハイグレード直管（４ｍ） 呼び径１　１／４Ｂ 銅管外径３１．７５ｍｍ 銅管肉厚１．７ｍｍ 保温厚
２０ｍｍ

冷媒被覆銅管　ハイグレード直管 ４ｍ　１．１／４Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009032520
冷媒用被覆銅管ハイグレード直管（４ｍ） 呼び径１　３／８Ｂ 銅管外径３４．９２ｍｍ 銅管肉厚１．８５ｍｍ 保温
厚２０ｍｍ

冷媒被覆銅管　ハイグレード直管 ４ｍ　１．３／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管
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空調用銅管 5009032522
冷媒用被覆銅管ハイグレード直管（４ｍ） 呼び径１　１／２Ｂ 銅管外径３８．１ｍｍ 銅管肉厚２．０ｍｍ 保温厚２
０ｍｍ

冷媒被覆銅管　ハイグレード直管 ４ｍ　１．１／２Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009033002 冷媒用被覆銅管シングルコイル（２０ｍ） 呼び径１／４Ｂ 銅管外径６．３５ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ 保温厚８ｍｍ 冷媒被覆銅管　シングルコイル ２０ｍ　１／４Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009033004 冷媒用被覆銅管シングルコイル（２０ｍ） 呼び径３／８Ｂ 銅管外径９．５２ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ 保温厚８ｍｍ 冷媒被覆銅管　シングルコイル ２０ｍ　３／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009033006
冷媒用被覆銅管シングルコイル（２０ｍ） 呼び径１／２Ｂ 銅管外径１２．７ｍｍ 銅管肉厚０．８ｍｍ 保温厚１０ｍ
ｍ

冷媒被覆銅管　シングルコイル ２０ｍ　１／２Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009033008
冷媒用被覆銅管シングルコイル（２０ｍ） 呼び径５／８Ｂ 銅管外径１５．８８ｍｍ 銅管肉厚１．０ｍｍ 保温厚１０
ｍｍ

冷媒被覆銅管　シングルコイル ２０ｍ　５／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009033014
冷媒用被覆銅管シングルコイル（２０ｍ） 呼び径３／４Ｂ 銅管外径１９．０５ｍｍ 銅管肉厚１．２ｍｍ 保温厚１０
ｍｍ

冷媒被覆銅管　シングルコイル ２０ｍ　３／４Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009033012
冷媒用被覆銅管シングルコイル（２０ｍ） 呼び径７／８Ｂ 銅管外径２２．２２ｍｍ 銅管肉厚１．１５ｍｍ 保温厚１
０ｍｍ

冷媒被覆銅管　シングルコイル ２０ｍ　７／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009033502
冷媒用被覆銅管ペアコイル（２０ｍ） 呼び径１／４×３／８Ｂ 銅管外径６．３５／９．５２ｍｍ 銅管肉厚０．８／
０．８ｍｍ 保温厚８／８ｍｍ

冷媒被覆銅管　ペアコイル ２０ｍ　１／４×３／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009033504
冷媒用被覆銅管ペアコイル（２０ｍ） 呼び径１／４×１／２Ｂ 銅管外径６．３５／１２．７ｍｍ 銅管肉厚０．８／
０．８ｍｍ 保温厚８／１０ｍｍ

冷媒被覆銅管　ペアコイル ２０ｍ　１／４×１／２Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009033506
冷媒用被覆銅管ペアコイル（２０ｍ） 呼び径１／４×５／８Ｂ 銅管外径６．３５／１５．８８ｍｍ 銅管肉厚０．８／
１．０ｍｍ 保温厚８／１０ｍｍ

冷媒被覆銅管　ペアコイル ２０ｍ　１／４×５／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009033508
冷媒用被覆銅管ペアコイル（２０ｍ） 呼び径３／８×５／８Ｂ 銅管外径９．５２／１５．８８ｍｍ 銅管肉厚０．８／
１．０ｍｍ 保温厚８／１０ｍｍ

冷媒被覆銅管　ペアコイル ２０ｍ　３／８×５／８Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009033514
冷媒用被覆銅管ペアコイル（２０ｍ） 呼び径３／８×３／４Ｂ 銅管外径９．５２／１９．０５ｍｍ 銅管肉厚０．８／
１．２ｍｍ 保温厚８／１０ｍｍ

冷媒被覆銅管　ペアコイル ２０ｍ　３／８×３／４Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

空調用銅管 5009033516
冷媒用被覆銅管ペアコイル（２０ｍ） 呼び径１／２×３／４Ｂ 銅管外径１２．７０／１９．０５ｍｍ 銅管肉厚０．８
／１．２ｍｍ 保温厚１０／１０ｍｍ

冷媒被覆銅管　ペアコイル ２０ｍ　１／２×３／４Ｂ ｍ 685 ○ ○ 5009 銅管

さや管ヘッダー工法用部材 5013286002 架橋ポリエチレン管 呼び径１０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６９，６７８７ 架橋ポリエチレン管 呼径１０ｍｍ ｍ 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013286004 架橋ポリエチレン管 呼び径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６９，６７８７ 架橋ポリエチレン管 呼径１３ｍｍ ｍ 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013286006 架橋ポリエチレン管 呼び径１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６９ 架橋ポリエチレン管 呼径１６ｍｍ ｍ 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013286008 架橋ポリエチレン管 呼び径２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６９，６７８７ 架橋ポリエチレン管 呼径２０ｍｍ ｍ 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013280502 ポリブテン管 呼び径１０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７７８，６７９２ ポリブテン管 呼径１０ｍｍ ｍ 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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さや管ヘッダー工法用部材 5013280504 ポリブテン管 呼び径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７７８，６７９２ ポリブテン管 呼径１３ｍｍ ｍ 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013280506 ポリブテン管 呼び径１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７７８ ポリブテン管 呼径１６ｍｍ ｍ 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013280508 ポリブテン管 呼び径２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７７８，６７９２ ポリブテン管 呼径２０ｍｍ ｍ 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013281002 さや管 呼び径１６ｍｍ さや管 呼径１６ｍｍ ｍ 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013281012 さや管 呼び径１８ｍｍ さや管 呼径１８ｍｍ ｍ 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013281004 さや管 呼び径２２ｍｍ さや管 呼径２２ｍｍ ｍ 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013281006 さや管 呼び径２５ｍｍ さや管 呼径２５ｍｍ ｍ 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013281008 さや管 呼び径２８ｍｍ さや管 呼径２８ｍｍ ｍ 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013281014 さや管 呼び径３０ｍｍ さや管 呼径３０ｍｍ ｍ 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013281010 さや管 呼び径３６ｍｍ さや管 呼径３６ｍｍ ｍ 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013285002 シーリングキャップ 呼び径１６ｍｍ（適合さや管径） シーリングキャップ 呼径１６ｍｍ（適合さや管径） 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013285004 シーリングキャップ 呼び径１８ｍｍ（適合さや管径） シーリングキャップ 呼径１８ｍｍ（適合さや管径） 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013285006 シーリングキャップ 呼び径２２ｍｍ（適合さや管径） シーリングキャップ 呼径２２ｍｍ（適合さや管径） 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013285008 シーリングキャップ 呼び径２５ｍｍ（適合さや管径） シーリングキャップ 呼径２５ｍｍ（適合さや管径） 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013285010 シーリングキャップ 呼び径２８ｍｍ（適合さや管径） シーリングキャップ 呼径２８ｍｍ（適合さや管径） 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013285012 シーリングキャップ 呼び径３０ｍｍ（適合さや管径） シーリングキャップ 呼径３０ｍｍ（適合さや管径） 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013285014 シーリングキャップ 呼び径３６ｍｍ（適合さや管径） シーリングキャップ 呼径３６ｍｍ（適合さや管径） 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013281512 オスネジアダプター 呼び径１０ｍｍ　ねじ１／２ オスネジアダプター 呼径１０ｍｍ　ねじ１／２ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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さや管ヘッダー工法用部材 5013281514 オスネジアダプター 呼び径１３ｍｍ　ねじ１／２ オスネジアダプター 呼径１３ｍｍ　ねじ１／２ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013281516 オスネジアダプター 呼び径１６ｍｍ　ねじ１／２ オスネジアダプター 呼径１６ｍｍ　ねじ１／２ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013281518 オスネジアダプター 呼び径１６ｍｍ　ねじ３／４ オスネジアダプター 呼径１６ｍｍ　ねじ３／４ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013281520 オスネジアダプター 呼び径２０ｍｍ　ねじ３／４ オスネジアダプター 呼径２０ｍｍ　ねじ３／４ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013281522 メスネジアダプター 呼び径１０ｍｍ　ねじ１／２ メスネジアダプター 呼径１０ｍｍ　ねじ１／２ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013281524 メスネジアダプター 呼び径１３ｍｍ　ねじ１／２ メスネジアダプター 呼径１３ｍｍ　ねじ１／２ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013281526 メスネジアダプター 呼び径１６ｍｍ　ねじ１／２ メスネジアダプター 呼径１６ｍｍ　ねじ１／２ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013281528 メスネジアダプター 呼び径１６ｍｍ　ねじ３／４ メスネジアダプター 呼径１６ｍｍ　ねじ３／４ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013281530 メスネジアダプター 呼び径２０ｍｍ　ねじ３／４ メスネジアダプター 呼径２０ｍｍ　ねじ３／４ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013282002 砲金ヘッダー（プラグ付） 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ×２Ｐ 砲金ヘッダー（プラグ付） 呼径２０ｍｍ×１３ｍｍ×２Ｐ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013282004 砲金ヘッダー（プラグ付） 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ×３Ｐ 砲金ヘッダー（プラグ付） 呼径２０ｍｍ×１３ｍｍ×３Ｐ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013282006 砲金ヘッダー（プラグ付） 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ×４Ｐ 砲金ヘッダー（プラグ付） 呼径２０ｍｍ×１３ｍｍ×４Ｐ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013282008 砲金ヘッダー（プラグ付） 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ×５Ｐ 砲金ヘッダー（プラグ付） 呼径２０ｍｍ×１３ｍｍ×５Ｐ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013282010 砲金ヘッダー（プラグ付） 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ×６Ｐ 砲金ヘッダー（プラグ付） 呼径２０ｍｍ×１３ｍｍ×６Ｐ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013282012 砲金ヘッダー（プラグ付） 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ×７Ｐ 砲金ヘッダー（プラグ付） 呼径２０ｍｍ×１３ｍｍ×７Ｐ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013282014 砲金ヘッダー（プラグ付） 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ×８Ｐ 砲金ヘッダー（プラグ付） 呼径２０ｍｍ×１３ｍｍ×８Ｐ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013282502 給水栓エルボ 呼び径１０ｍｍ　ショート 給水栓エルボ 呼径１０ｍｍ　ショート 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013282504 給水栓エルボ 呼び径１３ｍｍ　ショート 給水栓エルボ 呼径１３ｍｍ　ショート 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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さや管ヘッダー工法用部材 5013283002 給水栓エルボ 呼び径１０ｍｍ　ロング 給水栓エルボ 呼径１０ｍｍ　ロング 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013283004 給水栓エルボ 呼び径１３ｍｍ　ロング 給水栓エルボ 呼径１３ｍｍ　ロング 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013283502 給水栓エルボボックス 呼び径２２ｍｍ　壁空間４０ｍｍ以上 給水栓エルボボックス 呼径２２ｍｍ壁空間４０ｍｍ以上 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013283504 給水栓エルボボックス 呼び径２５ｍｍ　壁空間４０ｍｍ以上 給水栓エルボボックス 呼径２５ｍｍ壁空間４０ｍｍ以上 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013284002 給水栓ソケット 呼び径１０ｍｍ 給水栓ソケット 呼径１０ｍｍ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013284004 給水栓ソケット 呼び径１３ｍｍ 給水栓ソケット 呼径１３ｍｍ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013284502 給水栓ソケットボックス Ｔ－１　Ｂ－１ 給水栓ソケットボックス Ｔ－１　Ｂ－１ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

さや管ヘッダー工法用部材 5013284504 給水栓ソケットボックス Ｔ－１　Ｂ－２ 給水栓ソケットボックス Ｔ－１　Ｂ－２ 個 685 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管 5011071005 ポリエチレン管 水道用二層管 １種（軟質） 呼び径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６２ 水道用ポリエチレン二層管 １種　軟質　呼径１３ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011071010 ポリエチレン管 水道用二層管 １種（軟質） 呼び径２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６２ 水道用ポリエチレン二層管 １種　軟質　呼径２０ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011071015 ポリエチレン管 水道用二層管 １種（軟質） 呼び径２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６２ 水道用ポリエチレン二層管 １種　軟質　呼径２５ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011071020 ポリエチレン管 水道用二層管 １種（軟質） 呼び径３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６２ 水道用ポリエチレン二層管 １種　軟質　呼径３０ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011071025 ポリエチレン管 水道用二層管 １種（軟質） 呼び径４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６２ 水道用ポリエチレン二層管 １種　軟質　呼径４０ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011071030 ポリエチレン管 水道用二層管 １種（軟質） 呼び径５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６２ 水道用ポリエチレン二層管 １種　軟質　呼径５０ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072005 ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 １種　軟質　呼径１３ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072010 ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 １種　軟質　呼径２０ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072015 ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 １種　軟質　呼径２５ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072020 ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 １種　軟質　呼径３０ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）
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ポリエチレン管 5011072025 ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 １種　軟質　呼径４０ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072030 ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 １種　軟質　呼径５０ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072035 ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 １種　軟質　呼径６５ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072040 ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 １種　軟質　呼径７５ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072045 ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 １種　軟質　呼径１００ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072050 ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径１２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 １種　軟質　呼径１２５ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072055 ポリエチレン管 一般用 １種（軟質） 呼び径１５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 １種　軟質　呼径１５０ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072060 ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 ２種　硬質　呼径１３ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072065 ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 ２種　硬質　呼径２０ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072070 ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 ２種　硬質　呼径２５ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072075 ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 ２種　硬質　呼径３０ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072080 ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 ２種　硬質　呼径４０ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072085 ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 ２種　硬質　呼径５０ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072090 ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 ２種　硬質　呼径６５ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072095 ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 ２種　硬質　呼径７５ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072100 ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 ２種　硬質　呼径１００ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072105 ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径１２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 ２種　硬質　呼径１２５ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

ポリエチレン管 5011072110 ポリエチレン管 一般用 ２種（硬質） 呼び径１５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７６１ 一般用ポリエチレン管 ２種　硬質　呼径１５０ｍｍ ｍ 686 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）
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鉛管 5007013102 排水用鉛管（ＳＨＡＳＥ－Ｓ　２０３） 内径３０ｍｍ×厚３．０ｍｍ×長２ｍ ３．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｈ　４３１１ 排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３ 内径３０×Ｔ３ｍｍ×Ｌ２ｍ ｍ 686 ○ ○ 5007 鉛管

鉛管 5007013104 排水用鉛管（ＳＨＡＳＥ－Ｓ　２０３） 内径４０ｍｍ×厚３．０ｍｍ×長２ｍ ４．６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｈ　４３１１ 排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３ 内径４０×Ｔ３ｍｍ×Ｌ２ｍ ｍ 686 ○ ○ 5007 鉛管

鉛管 5007013106 排水用鉛管（ＳＨＡＳＥ－Ｓ　２０３） 内径５０ｍｍ×厚３．０ｍｍ×長２ｍ ５．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｈ　４３１１ 排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３ 内径５０×Ｔ３ｍｍ×Ｌ２ｍ ｍ 686 ○ ○ 5007 鉛管

鉛管 5007013108 排水用鉛管（ＳＨＡＳＥ－Ｓ　２０３） 内径６５ｍｍ×厚３．０ｍｍ×長２ｍ ７．３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｈ　４３１１ 排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３ 内径６５×Ｔ３ｍｍ×Ｌ２ｍ ｍ 686 ○ ○ 5007 鉛管

鉛管 5007015102
排水用鉛管（ＳＨＡＳＥ－Ｓ　２０３） 内径７５ｍｍ×厚４．５ｍｍ×長２ｍ １２．７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｈ　４３１
１

排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３ 内径７５×Ｔ４．５ｍｍ×Ｌ２ｍ ｍ 686 ○ ○ 5007 鉛管

鉛管 5007015104
排水用鉛管（ＳＨＡＳＥ－Ｓ　２０３） 内径１００ｍｍ×厚４．５ｍｍ×長２ｍ １６．８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｈ　４３
１１

排水用鉛管ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３ 内径１００×Ｔ４．５ｍｍ×２ｍ ｍ 686 ○ ○ 5007 鉛管

鉛管 5007013110 排水用鉛管 内径７５ｍｍ×厚３．０ｍｍ×長２ｍ ８．３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｈ　４３１１ 排水用鉛管 内径７５×Ｔ３ｍｍ×Ｌ２ｍ ｍ 686 ○ ○ 5007 鉛管

鉛管 5007013112 排水用鉛管 内径１００ｍｍ×厚３．０ｍｍ×長２ｍ １１．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｈ　４３１１ 排水用鉛管 内径１００×Ｔ３ｍｍ×Ｌ２ｍ ｍ 686 ○ ○ 5007 鉛管

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040002 水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット　径１３ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040004 水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット　径２０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040006 水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット　径２５ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040008 水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径３０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット　径３０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040010 水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径４０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット　径４０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040012 水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット　径５０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040014 水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット 呼び径５０×３０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット　径５０×３０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040022 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット　径１３ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040024 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット　径２０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040026 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット　径２５ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ポリエチレン管金属継手 5013040028 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径３０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット　径３０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040030 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径４０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット　径４０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040032 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット　径５０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040042 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット　径１３ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040044 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット　径２０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040046 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット　径２５ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040048 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径３０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット　径３０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040050 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径４０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット　径４０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040052 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用めねじ付ソケット　径５０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040062 水道用ポリエチレン管金属継手 銅管用ソケット 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 銅管用ソケット　径１３ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040064 水道用ポリエチレン管金属継手 銅管用ソケット 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 銅管用ソケット　径２０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040066 水道用ポリエチレン管金属継手 銅管用ソケット 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 銅管用ソケット　径２５ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040082 水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット　径１３ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040084 水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット　径２０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040086 水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット　径２５ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040088 水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径３０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット　径３０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040090 水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径４０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット　径４０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040092 水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 塩ビ管用ソケット　径５０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ポリエチレン管金属継手 5013040102 水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット　径１３ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040104 水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット　径２０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040106 水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット　径２５ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040108 水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径３０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット　径３０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040110 水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径４０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット　径４０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040112 水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 メーター用ソケット　径５０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040122 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ　径１３ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040124 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ　径２０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040126 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ　径２５ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040128 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径３０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ　径３０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040130 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径４０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ　径４０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040132 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ　径５０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040134 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ 呼び径５０×３０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ　径５０×３０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040142 水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ　径１３ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040144 水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ　径２０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040146 水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ　径２５ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040148 水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径３０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ　径３０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040150 水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径４０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ　径４０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ポリエチレン管金属継手 5013040152 水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 エルボ　径５０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040162 水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径１３ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド　径１３ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040164 水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径２０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド　径２０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040166 水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径２５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド　径２５ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040168 水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径３０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド　径３０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040170 水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径４０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド　径４０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040172 水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド 呼び径５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 パイプエンド　径５０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040182 水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径１３ｍｍ×２０Ｐ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 径違メータソケット１３×２０Ｐ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040184 水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径１３ｍｍ×２５Ｐ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 径違メータソケット１３×２５Ｐ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040186 水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径２０ｍｍ×１３Ｐ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 径違メータソケット２０×１３Ｐ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040188 水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径２０ｍｍ×２５Ｐ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 径違メータソケット２０×２５Ｐ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040190 水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径２５ｍｍ×１３Ｐ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 径違メータソケット２５×１３Ｐ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040192 水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径２５ｍｍ×２０Ｐ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 径違メータソケット２５×２０Ｐ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ポリエチレン管金属継手 5013040194 水道用ポリエチレン管金属継手 径違いメーター用ソケット 呼び径２５ｍｍ×３０Ｐ ＪＷＷＡ　Ｂ　１１６ 水道用ポリエチレン管金属継手 径違メータソケット２５×３０Ｐ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045102 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） エルボ 呼び径１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 エルボ　１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045104 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） エルボ 呼び径２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 エルボ　２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045106 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） エルボ 呼び径２５ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 エルボ　２５ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045108 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） エルボ 呼び径３０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 エルボ　３０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045110 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） エルボ 呼び径４０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 エルボ　４０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045112 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） エルボ 呼び径５０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 エルボ　５０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045114 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） エルボ 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 エルボ　２０×１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045116 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） エルボ 呼び径２５ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 エルボ　２５×１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045118 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） エルボ 呼び径２５ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 エルボ　２５×２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045202 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ソケット　１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045204 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ソケット　２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045206 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径２５ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ソケット　２５ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045208 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径３０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ソケット　３０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045210 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径４０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ソケット　４０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045212 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径５０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ソケット　５０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045214 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ソケット　２０×１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045216 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径２５ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ソケット　２５×１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045218 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ソケット 呼び径２５ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ソケット　２５×２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045302 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ロングソケット 呼び径１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ロングソケット　１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045304 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ロングソケット 呼び径２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ロングソケット　２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045306 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ロングソケット 呼び径２５ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ロングソケット　２５ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045308 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ロングソケット 呼び径３０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ロングソケット　３０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045310 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ロングソケット 呼び径４０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ロングソケット　４０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045312 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ロングソケット 呼び径５０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ロングソケット　５０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045314 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ロングソケット 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ロングソケット　２０×１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045316 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ロングソケット 呼び径２５ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ロングソケット　２５×１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045318 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） ロングソケット 呼び径２５ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 ロングソケット　２５×２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045402 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径１３ｍｍ オス・メス共 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　１３ｍｍ　雄・雌共 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045404 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径２０ｍｍ オス・メス共 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　２０ｍｍ　雄・雌共 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045406 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径２５ｍｍ オス・メス共 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　２５ｍｍ　雄・雌共 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045408 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径３０ｍｍ オス・メス共 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　３０ｍｍ　雄・雌共 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045410 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径４０ｍｍ オス・メス共 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　４０ｍｍ　雄・雌共 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045412 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径５０ｍｍ オス・メス共 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　５０ｍｍ　雄・雌共 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045414 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ オス・メス共 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　２０×１３雄・雌共 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045416 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径２５ｍｍ×１３ｍｍ オス・メス共 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　２５×１３雄・雌共 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045418 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径２５ｍｍ×２０ｍｍ オス・メス共 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　２５×２０雄・雌共 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045702 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径１３ｍｍ 塩ビ用 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　１３ｍｍ　塩ビ用 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045704 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径２０ｍｍ 塩ビ用 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　２０ｍｍ　塩ビ用 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045706 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径２５ｍｍ 塩ビ用 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　２５ｍｍ　塩ビ用 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045708 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径３０ｍｍ 塩ビ用 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　３０ｍｍ　塩ビ用 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045710 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径４０ｍｍ 塩ビ用 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　４０ｍｍ　塩ビ用 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045712 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径５０ｍｍ 塩ビ用 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　５０ｍｍ　塩ビ用 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045714 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ 塩ビ用 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　２０×１３　塩ビ用 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045716 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径２５ｍｍ×１３ｍｍ 塩ビ用 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　２５×１３　塩ビ用 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045718 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） アダプター 呼び径２５ｍｍ×２０ｍｍ 塩ビ用 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 アダプター　２５×２０　塩ビ用 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045602 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターアダプター 呼び径１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターアダプター　１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045604 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターアダプター 呼び径２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターアダプター　２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045606 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターアダプター 呼び径２５ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターアダプター　２５ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045608 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターアダプター 呼び径３０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターアダプター　３０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045610 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターアダプター 呼び径４０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターアダプター　４０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045612 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターアダプター 呼び径５０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターアダプター　５０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045614 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターアダプター 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターアダプター　２０×１３ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045616 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターアダプター 呼び径２５ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターアダプター　２５×１３ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045618 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターアダプター 呼び径２５ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターアダプター　２５×２０ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045802 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターユニオン 呼び径１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターユニオン　１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045804 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターユニオン 呼び径２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターユニオン　２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045806 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターユニオン 呼び径２５ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターユニオン　２５ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045808 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターユニオン 呼び径３０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターユニオン　３０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045810 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターユニオン 呼び径４０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターユニオン　４０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045812 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターユニオン 呼び径５０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターユニオン　５０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045814 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターユニオン 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターユニオン２０×１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045816 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターユニオン 呼び径２５ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターユニオン２５×１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013045818 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） メーターユニオン 呼び径２５ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 メーターユニオン２５×２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046102 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 チーズ　１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046104 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 チーズ　２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046106 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径２５ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 チーズ　２５ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046108 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径３０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 チーズ　３０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046110 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径４０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 チーズ　４０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046112 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径５０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 チーズ　５０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046114 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径２０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 チーズ　２０×１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046116 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径２５ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 チーズ　２５×１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046118 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） チーズ 呼び径２５ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 チーズ　２５×２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047002 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径３０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径チーズ　３０×１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047004 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径３０ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径チーズ　３０×２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047006 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径３０ｍｍ×２５ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径チーズ　３０×２５ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047008 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径４０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径チーズ　４０×１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047010 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径４０ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径チーズ　４０×２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047012 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径４０ｍｍ×２５ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径チーズ　４０×２５ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047014 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径４０ｍｍ×３０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径チーズ　４０×３０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047016 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径５０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径チーズ　５０×１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047018 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径５０ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径チーズ　５０×２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047020 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径５０ｍｍ×２５ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径チーズ　５０×２５ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047022 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径５０ｍｍ×３０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径チーズ　５０×３０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047024 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径チーズ 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径チーズ　５０×４０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047102 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径３０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径ソケット　３０×１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047104 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径３０ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径ソケット　３０×２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047106 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径３０ｍｍ×２５ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径ソケット　３０×２５ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047108 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径４０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径ソケット　４０×１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047110 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径４０ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径ソケット　４０×２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047112 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径４０ｍｍ×２５ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径ソケット　４０×２５ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047114 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径４０ｍｍ×３０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径ソケット　４０×３０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047116 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径５０ｍｍ×１３ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径ソケット　５０×１３ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047118 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径５０ｍｍ×２０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径ソケット　５０×２０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047120 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径５０ｍｍ×２５ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径ソケット　５０×２５ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047122 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径５０ｍｍ×３０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径ソケット　５０×３０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013047124 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（砲金製） 異径ソケット 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント砲金 異径ソケット　５０×４０ｍｍ 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046202 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） アダプター 呼び径１３ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 アダプター　１３ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046204 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） アダプター 呼び径２０ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 アダプター　２０ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046206 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） アダプター 呼び径２５ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 アダプター　２５ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046208 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） アダプター 呼び径３０ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 アダプター　３０ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046210 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） アダプター 呼び径４０ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 アダプター　４０ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046212 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） アダプター 呼び径５０ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 アダプター　５０ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046214 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） アダプター 呼び径６５ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 アダプター　６５ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046216 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） アダプター 呼び径７５ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 アダプター　７５ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046302 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） アダプター 呼び径１３ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 アダプター　１３ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046304 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） アダプター 呼び径２０ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 アダプター　２０ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046306 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） アダプター 呼び径２５ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 アダプター　２５ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046308 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） アダプター 呼び径３０ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 アダプター　３０ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046310 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） アダプター 呼び径４０ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 アダプター　４０ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046312 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） アダプター 呼び径５０ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 アダプター　５０ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046314 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） アダプター 呼び径６５ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 アダプター　６５ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046316 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） アダプター 呼び径７５ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 アダプター　７５ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046402 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） エルボ 呼び径１３ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 エルボ　１３ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046404 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） エルボ 呼び径２０ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 エルボ　２０ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046406 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） エルボ 呼び径２５ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 エルボ　２５ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046408 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） エルボ 呼び径３０ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 エルボ　３０ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046410 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） エルボ 呼び径４０ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 エルボ　４０ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046412 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） エルボ 呼び径５０ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 エルボ　５０ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046414 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） エルボ 呼び径６５ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 エルボ　６５ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046416 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） エルボ 呼び径７５ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 エルボ　７５ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046502 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） エルボ 呼び径１３ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 エルボ　１３ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046504 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） エルボ 呼び径２０ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 エルボ　２０ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046506 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） エルボ 呼び径２５ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 エルボ　２５ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046508 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） エルボ 呼び径３０ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 エルボ　３０ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046510 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） エルボ 呼び径４０ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 エルボ　４０ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046512 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） エルボ 呼び径５０ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 エルボ　５０ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046514 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） エルボ 呼び径６５ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 エルボ　６５ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046516 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） エルボ 呼び径７５ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 エルボ　７５ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046602 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ソケット 呼び径１３ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ソケット　１３ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046604 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ソケット 呼び径２０ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ソケット　２０ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046606 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ソケット 呼び径２５ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ソケット　２５ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046608 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ソケット 呼び径３０ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ソケット　３０ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046610 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ソケット 呼び径４０ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ソケット　４０ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046612 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ソケット 呼び径５０ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ソケット　５０ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046614 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ソケット 呼び径６５ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ソケット　６５ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046616 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ソケット 呼び径７５ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ソケット　７５ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046702 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ソケット 呼び径１３ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ソケット　１３ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046704 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ソケット 呼び径２０ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ソケット　２０ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046706 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ソケット 呼び径２５ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ソケット　２５ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046708 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ソケット 呼び径３０ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ソケット　３０ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046710 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ソケット 呼び径４０ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ソケット　４０ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046712 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ソケット 呼び径５０ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ソケット　５０ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046714 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ソケット 呼び径６５ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ソケット　６５ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046716 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ソケット 呼び径７５ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ソケット　７５ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046802 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ネジチーズ 呼び径１３ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ネジチーズ　１３ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046804
ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ネジチーズ 呼び径２０ｍｍ×１３～２０ｍｍ めっき 弥栄化学
工業

ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ネジチーズ　２０ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046806
ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ネジチーズ 呼び径２５ｍｍ×１３～２５ｍｍ めっき 弥栄化学
工業

ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ネジチーズ　２５ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046808
ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ネジチーズ 呼び径３０ｍｍ×１３～３０ｍｍ めっき 弥栄化学
工業

ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ネジチーズ　３０ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046810
ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ネジチーズ 呼び径４０ｍｍ×１３～４０ｍｍ めっき 弥栄化学
工業

ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ネジチーズ　４０ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046812
ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ネジチーズ 呼び径５０ｍｍ×１３～５０ｍｍ めっき 弥栄化学
工業

ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ネジチーズ　５０ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046814 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ネジチーズ 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ネジチーズ７５×５０ｍｍめっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046816 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ネジチーズ 呼び径７５ｍｍ めっき 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ネジチーズ　７５ｍｍ　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046902 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ネジチーズ 呼び径１３ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ネジチーズ　１３ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046904
ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ネジチーズ 呼び径２０ｍｍ×１３～２０ｍｍ コート 弥栄化学
工業

ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ネジチーズ　２０ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046906
ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ネジチーズ 呼び径２５ｍｍ×１３～２５ｍｍ コート 弥栄化学
工業

ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ネジチーズ　２５ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046908
ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ネジチーズ 呼び径３０ｍｍ×１３～３０ｍｍ コート 弥栄化学
工業

ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ネジチーズ　３０ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046910
ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ネジチーズ 呼び径４０ｍｍ×１３～４０ｍｍ コート 弥栄化学
工業

ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ネジチーズ　４０ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046912
ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ネジチーズ 呼び径５０ｍｍ×１３～５０ｍｍ コート 弥栄化学
工業

ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ネジチーズ　５０ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046914 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ネジチーズ 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ネジチーズ７５×５０ｍｍコート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013046916 ポリエチレン管用継手 ＹＴジョイント（可鍛鋳鉄製） ネジチーズ 呼び径７５ｍｍ コート 弥栄化学工業 ポリ管用継手ＹＴジョイント鋳鉄 ネジチーズ　７５ｍｍ　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041102 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） 亜鉛めっき品　３／８ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ソケット　３／８　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041104 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） 亜鉛めっき品　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ソケット　１／２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041106 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） 亜鉛めっき品　３／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ソケット　３／４　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041108 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） 亜鉛めっき品　１ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ソケット　１　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041110 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） 亜鉛めっき品　１　１／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ソケット　１・１／４　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041112 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） 亜鉛めっき品　１　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ソケット　１・１／２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041114 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） 亜鉛めっき品　２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ソケット　２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041202 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） コート品　３／８ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ソケット　３／８　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041204 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） コート品　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ソケット　１／２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041206 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） コート品　３／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ソケット　３／４　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041208 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） コート品　１ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ソケット　１　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041210 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） コート品　１　１／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ソケット　１・１／４　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041212 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） コート品　１　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ソケット　１・１／２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041214 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ソケット （ＰＬＡ－Ｓ） コート品　２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ソケット　２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041302 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） 亜鉛めっき品　３／８ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング エルボ　３／８　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041304 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） 亜鉛めっき品　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング エルボ　１／２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041306 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） 亜鉛めっき品　３／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング エルボ　３／４　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041308 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） 亜鉛めっき品　１ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング エルボ　１　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041310 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） 亜鉛めっき品　１　１／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング エルボ　１・１／４　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041312 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） 亜鉛めっき品　１　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング エルボ　１・１／２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041314 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） 亜鉛めっき品　２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング エルボ　２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041402 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） コート品　３／８ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング エルボ　３／８　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041404 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） コート品　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング エルボ　１／２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041406 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） コート品　３／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング エルボ　３／４　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041408 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） コート品　１ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング エルボ　１　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041410 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） コート品　１　１／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング エルボ　１・１／４　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041412 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） コート品　１　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング エルボ　１・１／２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041414 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング エルボ （ＰＬＡ－Ｌ） コート品　２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング エルボ　２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041502 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） 亜鉛めっき品　３／８ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ　３／８　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041504 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） 亜鉛めっき品　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ　１／２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041506 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） 亜鉛めっき品　３／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ　３／４　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041508 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） 亜鉛めっき品　１ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ　１　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041510 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） 亜鉛めっき品　１　１／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ　１・１／４　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041512 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） 亜鉛めっき品　１　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ　１・１／２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041514 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） 亜鉛めっき品　２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ　２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041602 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） コート品　３／８ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ　３／８　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041604 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） コート品　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ　１／２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041606 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） コート品　３／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ　３／４　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041608 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） コート品　１ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ　１　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041610 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） コート品　１　１／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ　１・１／４　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041612 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） コート品　１　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ　１・１／２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041614 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ （ＰＬＡ－Ｔ） コート品　２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ　２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041702 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） 亜鉛めっき品　３／８ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 径違チーズ　３／８　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041704 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） 亜鉛めっき品　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 径違チーズ　１／２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041706 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） 亜鉛めっき品　３／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 径違チーズ　３／４　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041708 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） 亜鉛めっき品　１ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 径違チーズ　１　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041710 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） 亜鉛めっき品　１　１／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 径違チーズ　１・１／４　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041712 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） 亜鉛めっき品　１　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 径違チーズ　１・１／２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041714 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） 亜鉛めっき品　２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 径違チーズ　２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041802 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） コート品　３／８ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 径違チーズ　３／８　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041804 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） コート品　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 径違チーズ　１／２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041806 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） コート品　３／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 径違チーズ　３／４　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041808 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） コート品　１ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 径違チーズ　１　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041810 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） コート品　１　１／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 径違チーズ　１・１／４　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041812 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） コート品　１　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 径違チーズ　１・１／２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041814 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング 径違チーズ （ＰＬＡ－ＲＴ） コート品　２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 径違チーズ　２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041902 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） 亜鉛めっき品　３／８ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ・三方Ｎ　３／８　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041904 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） 亜鉛めっき品　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ・三方Ｎ　１／２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041906 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） 亜鉛めっき品　３／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ・三方Ｎ　３／４　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041908 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） 亜鉛めっき品　１ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ・三方Ｎ　１　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041910 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） 亜鉛めっき品　１　１／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ・三方Ｎ１．１／４めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041912 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） 亜鉛めっき品　１　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ・三方Ｎ１．１／２めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013041914 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） 亜鉛めっき品　２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ・三方Ｎ　２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042002 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） コート品　３／８ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ・三方Ｎ　３／８　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042004 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） コート品　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ・三方Ｎ　１／２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042006 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） コート品　３／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ・三方Ｎ　３／４　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042008 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） コート品　１ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ・三方Ｎ　１　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042010 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） コート品　１　１／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ・三方Ｎ１．１／４コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042012 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） コート品　１　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ・三方Ｎ１．１／２コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042014 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング チーズ（三方ナット） （ＰＬＡ－ＮＴ） コート品　２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング チーズ・三方Ｎ　２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042302 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） 亜鉛めっき品　３／８×１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雄アダプタ３／８×１／２めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042304 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） 亜鉛めっき品　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雄アダプタ　１／２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042306 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） 亜鉛めっき品　３／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雄アダプタ　３／４　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042308 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） 亜鉛めっき品　１ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雄アダプタ　１　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042310 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） 亜鉛めっき品　１　１／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雄アダプタ　１・１／４　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042312 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） 亜鉛めっき品　１　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雄アダプタ　１・１／２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042314 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） 亜鉛めっき品　２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雄アダプタ　２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042402 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） コート品　３／８×１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雄アダプタ３／８×１／２コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042404 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） コート品　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雄アダプタ　１／２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042406 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） コート品　３／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雄アダプタ　３／４　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042408 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） コート品　１ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雄アダプタ　１　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042410 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） コート品　１　１／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雄アダプタ　１・１／４　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042412 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） コート品　１　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雄アダプタ　１・１／２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042414 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング オスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＰ） コート品　２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雄アダプタ　２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042502 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） 亜鉛めっき品　３／８×１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雌アダプタ３／８×１／２めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042504 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） 亜鉛めっき品　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雌アダプタ　１／２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042506 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） 亜鉛めっき品　３／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雌アダプタ　３／４　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042508 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） 亜鉛めっき品　１ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雌アダプタ　１　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042510 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） 亜鉛めっき品　１　１／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雌アダプタ　１・１／４　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042512 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） 亜鉛めっき品　１　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雌アダプタ　１・１／２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042514 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） 亜鉛めっき品　２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雌アダプタ　２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042602 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） コート品　３／８×１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雌アダプタ３／８×１／２コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042604 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） コート品　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雌アダプタ　１／２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042606 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） コート品　３／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雌アダプタ　３／４　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042608 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） コート品　１ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雌アダプタ　１　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042610 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） コート品　１　１／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雌アダプタ　１・１／４　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042612 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） コート品　１　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雌アダプタ　１・１／２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042614 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング メスアダプタ （ＰＬＡ－ＡＱ） コート品　２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング 雌アダプタ　２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042702 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５°エルボ （ＰＬＡ－４５°Ｌ） 亜鉛めっき品　３／８ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ４５度エルボ　３／８　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042704 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５°エルボ （ＰＬＡ－４５°Ｌ） 亜鉛めっき品　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ４５度エルボ　１／２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042706 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５°エルボ （ＰＬＡ－４５°Ｌ） 亜鉛めっき品　３／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ４５度エルボ　３／４　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042708 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５°エルボ （ＰＬＡ－４５°Ｌ） 亜鉛めっき品　１ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ４５度エルボ　１　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042710 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５°エルボ （ＰＬＡ－４５°Ｌ） 亜鉛めっき品　１　１／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ４５度エルボ　１・１／４めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042712 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５°エルボ （ＰＬＡ－４５°Ｌ） 亜鉛めっき品　１　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ４５度エルボ　１・１／２めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042714 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５°エルボ （ＰＬＡ－４５°Ｌ） 亜鉛めっき品　２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ４５度エルボ　２　めっき 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042802 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５°エルボ （ＰＬＡ－４５°Ｌ） コート品　３／８ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ４５度エルボ　３／８　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042804 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５°エルボ （ＰＬＡ－４５°Ｌ） コート品　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ４５度エルボ　１／２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042806 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５°エルボ （ＰＬＡ－４５°Ｌ） コート品　３／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ４５度エルボ　３／４　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042808 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５°エルボ （ＰＬＡ－４５°Ｌ） コート品　１ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ４５度エルボ　１　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042810 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５°エルボ （ＰＬＡ－４５°Ｌ） コート品　１　１／４ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ４５度エルボ　１・１／４コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042812 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５°エルボ （ＰＬＡ－４５°Ｌ） コート品　１　１／２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ４５度エルボ　１・１／２コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

ポリエチレン管用継手―ブランド品― 5013042814 ポリエチレン管用継手 ＬＡカップリング ４５°エルボ （ＰＬＡ－４５°Ｌ） コート品　２ リケン ポリ管用継手　ＬＡカップリング ４５度エルボ　２　コート 個 687 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011030002
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径１３ｍｍ×外径１８ｍｍ×肉厚２．５ｍｍ １
７４ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ 呼び径１３　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011030004
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径１６ｍｍ×外径２２ｍｍ×肉厚３．０ｍｍ ２
５６ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ 呼び径１６　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）
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硬質ポリ塩化ビニル管 5011030006
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径２０ｍｍ×外径２６ｍｍ×肉厚３．０ｍｍ ３
１０ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ 呼び径２０　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011030008
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径２５ｍｍ×外径３２ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ ４
４８ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ 呼び径２５　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011030010
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径３０ｍｍ×外径３８ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ ５
４２ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ 呼び径３０　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011030012
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径４０ｍｍ×外径４８ｍｍ×肉厚４．０ｍｍ ７
９１ｇ／ｍ ５ｍ／本

水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ 呼び径４０　定尺５ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011030014
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径５０ｍｍ×外径６０ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ
１，１２２ｇ／ｍ ５ｍ／本

水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ 呼び径５０　定尺５ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011030016
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚５．９ｍｍ
２，２０２ｇ／ｍ ５ｍ／本

水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ 呼び径７５　定尺５ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011030018
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚７．１ｍｍ
３，４０９ｇ／ｍ ５ｍ／本

水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ 呼び径１００　定尺５ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011030020
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚９．６ｍｍ
６，７０１ｇ／ｍ ５ｍ／本

水道用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰ 呼び径１５０　定尺５ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011040002
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径４０ｍｍ×外径４８ｍｍ×肉厚３．６ｍｍ ７
９１ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径４０　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011040004
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径５０ｍｍ×外径６０ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ
１，１２２ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径５０　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011040006
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径６５ｍｍ×外径７６ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ
１，４４５ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径６５　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011040008
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚５．５ｍｍ
２，２０２ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径７５　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011040010
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚６．６ｍｍ
３，４０９ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径１００　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011040012
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚７．０ｍｍ
４，４６４ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径１２５　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011040014
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚８．９ｍｍ
６，７０１ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径１５０　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011040016
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径２００ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚１０．３ｍ
ｍ １０，１２９ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径２００　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011040018
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径２５０ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚１２．７ｍ
ｍ １５，４８１ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径２５０　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011040020
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径３００ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚１５．１ｍ
ｍ ２１，９６２ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＰ 呼び径３００　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）
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硬質ポリ塩化ビニル管 5011050002
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径４０ｍｍ×外径４８ｍｍ×肉厚１．８ｍｍ ４
１３ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径４０　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011050004
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径５０ｍｍ×外径６０ｍｍ×肉厚１．８ｍｍ ５
２１ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径５０　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011050006
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径６５ｍｍ×外径７６ｍｍ×肉厚２．２ｍｍ ８
２５ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径６５　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011050008
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚２．７ｍｍ
１，１５９ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径７５　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011050010
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚３．１ｍｍ
１，７３７ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径１００　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011050012
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ
２，７３９ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径１２５　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011050014
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚５．１ｍｍ
３，９４１ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径１５０　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011050016
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径２００ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚６．５ｍｍ
６，５７２ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径２００　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011050018
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径２５０ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚７．８ｍｍ
９，７５８ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径２５０　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011050020
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径３００ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚９．２ｍｍ
１３，７０１ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径３００　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011050022
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径３５０ｍｍ×外径３７０ｍｍ×肉厚１０．５ｍ
ｍ １８，０５１ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径３５０　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011050024
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径４００ｍｍ×外径４２０ｍｍ×肉厚１１．８ｍ
ｍ ２３，０５９ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径４００　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011050026
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径４５０ｍｍ×外径４７０ｍｍ×肉厚１３．２ｍ
ｍ ２８，８７５ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径４５０　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011050028
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径５００ｍｍ×外径５２０ｍｍ×肉厚１４．６ｍ
ｍ ３５，３４６ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径５００　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011050030
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径６００ｍｍ×外径６３０ｍｍ×肉厚１７．８ｍ
ｍ ５２，６７９ｇ／ｍ ４ｍ／本

硬質ポリ塩化ビニル管　ＶＵ 呼び径６００　定尺４ｍ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011990002 硬質ポリ塩化ビニル管 塩ビ管用一般接着剤 塩ビ管用一般接着剤 ｋｇ当たり ｋｇ 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011990004 硬質ポリ塩化ビニル管 塩ビ管用滑材 塩ビ管用滑材 ｋｇ当たり ｋｇ 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管） 5011120005 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ（灰青色） 呼び径４０ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｋ　９７９８ リサイクル硬質塩ビ発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ　呼び径４０ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）
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硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管） 5011120010 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ（灰青色） 呼び径５０ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｋ　９７９８ リサイクル硬質塩ビ発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ　呼び径５０ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管） 5011120015 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ（灰青色） 呼び径６５ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｋ　９７９８ リサイクル硬質塩ビ発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ　呼び径６５ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管） 5011120020 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ（灰青色） 呼び径７５ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｋ　９７９８ リサイクル硬質塩ビ発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ　呼び径７５ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管） 5011120025 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ（灰青色） 呼び径１００ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｋ　９７９８ リサイクル硬質塩ビ発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ　呼び径１００ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管） 5011120030 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ（灰青色） 呼び径１２５ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｋ　９７９８ リサイクル硬質塩ビ発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ　呼び径１２５ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管） 5011120035 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ（灰青色） 呼び径１５０ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｋ　９７９８ リサイクル硬質塩ビ発泡三層管 ＲＦ－ＶＰ　呼び径１５０ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管） 5011130002 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 ＲＳ－ＶＵ（灰青色） 呼び径１００ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｋ　９７９７ リサイクル硬質ポリ塩ビ三層管 ＲＳ－ＶＵ（灰青色）　１００ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管） 5011130004 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 ＲＳ－ＶＵ（灰青色） 呼び径１５０ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｋ　９７９７ リサイクル硬質ポリ塩ビ三層管 ＲＳ－ＶＵ（灰青色）　１５０ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管（リサイクル管） 5011130006 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 ＲＳ－ＶＵ（灰青色） 呼び径２００ｍｍ ４ｍ／本 ＪＩＳ　Ｋ　９７９７ リサイクル硬質ポリ塩ビ三層管 ＲＳ－ＶＵ（灰青色）　２００ 本 688 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011060002
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径１３ｍｍ×外径１
８ｍｍ×肉厚２．５ｍｍ １７０ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ 呼び径１３　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011060004
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径１６ｍｍ×外径２
２ｍｍ×肉厚３．０ｍｍ ２５１ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ 呼び径１６　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011060006
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径２０ｍｍ×外径２
６ｍｍ×肉厚３．０ｍｍ ３０３ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ 呼び径２０　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011060008
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径２５ｍｍ×外径３
２ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ ４３９ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ 呼び径２５　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011060010
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径３０ｍｍ×外径３
８ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ ５３１ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ 呼び径３０　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011060012
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径４０ｍｍ×外径４
８ｍｍ×肉厚４．０ｍｍ ７７４ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ 呼び径４０　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011060014
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径５０ｍｍ×外径６
０ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ １，０９８ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ 呼び径５０　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011060016
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＡＳ） 呼び径６５ｍｍ×外径７６ｍｍ×肉厚４．
１ｍｍ １，４１５ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ 呼び径６５　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011060018
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径７５ｍｍ×外径８
９ｍｍ×肉厚５．９ｍｍ ２，１５６ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ 呼び径７５　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）
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硬質ポリ塩化ビニル管 5011060020
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径１００ｍｍ×外径
１１４ｍｍ×肉厚７．１ｍｍ ３，３３８ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ 呼び径１００　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011060022
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＡＳ） 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚
７．０ｍｍ ４，３７１ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ 呼び径１２５　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011060024
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＩＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４２） 呼び径１５０ｍｍ×外径
１６５ｍｍ×肉厚９．６ｍｍ ６，５６１ｇ／ｍ ４ｍ／本

水道用耐衝撃性塩ビ管　ＨＩＶＰ 呼び径１５０　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011010002
硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ：ＪＩＳ　Ｋ　６７７６） 呼び径１３ｍｍ×外径１８ｍｍ
×肉厚２．５ｍｍ １８０ｇ／ｍ ４ｍ／本

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ 呼び径１３　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011010004
硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ：ＪＩＳ　Ｋ　６７７６） 呼び径１６ｍｍ×外径２２ｍｍ
×肉厚３．０ｍｍ ２６５ｇ／ｍ ４ｍ／本

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ 呼び径１６　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011010006
硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ：ＪＩＳ　Ｋ　６７７６） 呼び径２０ｍｍ×外径２６ｍｍ
×肉厚３．０ｍｍ ３２１ｇ／ｍ ４ｍ／本

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ 呼び径２０　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011010008
硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ：ＪＩＳ　Ｋ　６７７６） 呼び径２５ｍｍ×外径３２ｍｍ
×肉厚３．５ｍｍ ４６４ｇ／ｍ ４ｍ／本

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ 呼び径２５　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011010010
硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ：ＪＩＳ　Ｋ　６７７６） 呼び径３０ｍｍ×外径３８ｍｍ
×肉厚３．５ｍｍ ５６１ｇ／ｍ ４ｍ／本

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ 呼び径３０　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011010012
硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ：ＪＩＳ　Ｋ　６７７６） 呼び径４０ｍｍ×外径４８ｍｍ
×肉厚４．０ｍｍ ８１８ｇ／ｍ ４ｍ／本

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ 呼び径４０　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011010014
硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ：ＪＩＳ　Ｋ　６７７６） 呼び径５０ｍｍ×外径６０ｍｍ
×肉厚４．５ｍｍ １，１６１ｇ／ｍ ４ｍ／本

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ 呼び径５０　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011010015
硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ） 呼び径６５ｍｍ×外径７６ｍｍ×肉厚５．０ｍｍ １，
６５１ｇ／ｍ ４ｍ／本

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ 呼び径６５　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011010016
硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ） 呼び径７５ｍｍ×外径８９ｍｍ×肉厚５．８ｍｍ ２，
２４４ｇ／ｍ ４ｍ／本

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ 呼び径７５　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011010018
硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ） 呼び径１００ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚７．０ｍｍ
３，４８３ｇ／ｍ ４ｍ／本

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ 呼び径１００　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011010020
硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ） 呼び径１２５ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚８．２ｍｍ
５，０２５ｇ／ｍ ４ｍ／本

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ 呼び径１２５　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管 5011010022
硬質ポリ塩化ビニル管 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 （ＨＴ） 呼び径１５０ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚９．７ｍｍ
７，００４ｇ／ｍ ４ｍ／本

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管ＨＴ 呼び径１５０　定尺４ｍ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011022016
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径５０ｍ
ｍ×外径６０ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＰ　ＴＳスリーブ　径５０ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011022018
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径６５ｍ
ｍ×外径７６ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＰ　ＴＳスリーブ　径６５ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011022002
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径７５ｍ
ｍ×外径８９ｍｍ×肉厚５．５ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＰ　ＴＳスリーブ　径７５ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）
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農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011022004
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１００
ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚６．６ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＰ　ＴＳスリーブ径１００ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011022006
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１２５
ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚７．０ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＰ　ＴＳスリーブ径１２５ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011022008
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１５０
ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚８．９ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＰ　ＴＳスリーブ径１５０ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011022010
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径２００
ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚１０．３ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＰ　ＴＳスリーブ径２００ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011022012
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径２５０
ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚１２．７ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＰ　ＴＳスリーブ径２５０ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011022014
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＰ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径３００
ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚１５．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＰ　ＴＳスリーブ径３００ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011021026
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径５０ｍ
ｍ×外径６０ｍｍ×肉厚１．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＵ　ＴＳスリーブ　径５０ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011021028
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径６５ｍ
ｍ×外径７６ｍｍ×肉厚２．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＵ　ＴＳスリーブ　径６５ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011021002
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径７５ｍ
ｍ×外径８９ｍｍ×肉厚２．７ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＵ　ＴＳスリーブ　径７５ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011021004
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１００
ｍｍ×外径１１４ｍｍ×肉厚３．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＵ　ＴＳスリーブ径１００ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011021006
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１２５
ｍｍ×外径１４０ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＵ　ＴＳスリーブ径１２５ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011021008
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１５０
ｍｍ×外径１６５ｍｍ×肉厚５．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＵ　ＴＳスリーブ径１５０ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011021010
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径２００
ｍｍ×外径２１６ｍｍ×肉厚６．５ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＵ　ＴＳスリーブ径２００ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011021012
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径２５０
ｍｍ×外径２６７ｍｍ×肉厚７．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＵ　ＴＳスリーブ径２５０ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011021014
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径３００
ｍｍ×外径３１８ｍｍ×肉厚９．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＵ　ＴＳスリーブ径３００ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011021016
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径３５０
ｍｍ×外径３７０ｍｍ×肉厚１０．５ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＵ　ＴＳスリーブ径３５０ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011021018
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径４００
ｍｍ×外径４２０ｍｍ×肉厚１１．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＵ　ＴＳスリーブ径４００ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011021020
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径４５０
ｍｍ×外径４７０ｍｍ×肉厚１３．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＵ　ＴＳスリーブ径４５０ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）
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農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011021022
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径５００
ｍｍ×外径５２０ｍｍ×肉厚１４．６ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＵ　ＴＳスリーブ径５００ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011021024
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口片受直管 （ＶＵ：ＴＳスリーブ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径６００
ｍｍ×外径６３０ｍｍ×肉厚１７．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　接着受口片受 直管ＶＵ　ＴＳスリーブ径６００ 本 690 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144002 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144004 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　１６ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144006 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　２０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144008 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144010 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　３０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144012 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　４０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144014 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　５０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144016 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　６５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144018 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　７５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144020 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　１００ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144022 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １２５ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　１２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144024 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　１５０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144026 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　１６×１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144027 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ２０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　２０×１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144028 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ２０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　２０×１６ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144029 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ２５ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　２５×１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144030 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ２５ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　２５×１６ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144031 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ２５ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　２５×２０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144033 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ３０ｍｍ×１３ｍｍ ＡＳ規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　３０×１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144032 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ３０ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　３０×２０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144034 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ３０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　３０×２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144035 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ４０ｍｍ×２０ｍｍ ＡＳ規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　４０×２０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144036 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ４０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　４０×２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144038 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ４０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　４０×３０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144039 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ５０ｍｍ×２５ｍｍ ＡＳ規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　５０×２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144040 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ５０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　５０×３０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144042 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ５０ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　５０×４０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144044 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ６５ｍｍ×５０ｍｍ ＡＳ規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　６５×５０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144046 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ７５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　７５×５０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144047 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット ７５ｍｍ×６５ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　７５×６５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144048 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １００ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　１００×７５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144050 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＡＳ規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　１２５×１００ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144052 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　１５０×１００ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144054 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ソケット １５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＡＳ規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ソケット　１５０×１２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141502 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ エルボ　１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141504 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ エルボ　１６ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141506 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ エルボ　２０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141508 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ エルボ　２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141510 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ エルボ　３０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141512 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ エルボ　４０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141514 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ エルボ　５０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141516 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ ６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ エルボ　６５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141518 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ ７５ｍｍ ＡＳ規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ エルボ　７５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141520 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ １００ｍｍ ＡＳ規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ エルボ　１００ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141522 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ １２５ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ エルボ　１２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141524 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ エルボ １５０ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ エルボ　１５０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013145502 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ４５°エルボ １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ４５度エルボ　１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013145504 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ４５°エルボ ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ４５度エルボ　２０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013145506 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ４５°エルボ ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ４５度エルボ　２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143502 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ バルブソケット　１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143504 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ バルブソケット　１６×１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143506 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ バルブソケット　２０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143508 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ バルブソケット　２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143510 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ バルブソケット　３０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143512 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ バルブソケット　４０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143514 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ バルブソケット　５０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143516 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット ６５ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ バルブソケット　６５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143518 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット ７５ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ バルブソケット　７５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143520 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ バルブソケット １００ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ バルブソケット　１００ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154002 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154004 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　１６ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154006 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　２０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154008 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154010 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　３０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154012 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　４０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154014 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　５０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154016 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　６５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154018 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　７５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154020 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　１００ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154022 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １２５ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　１２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154024 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　１５０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154026 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　１６×１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154027 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ２０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　２０×１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154028 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ２０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　２０×１６ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154029 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ２５ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　２５×１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154030 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ２５ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　２５×１６ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154031 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ２５ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　２５×２０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154033 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ３０ｍｍ×１３ｍｍ ＡＳ規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　３０×１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154032 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ３０ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　３０×２０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154034 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ３０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　３０×２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154035 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ４０ｍｍ×２０ｍｍ ＡＳ規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　４０×２０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154036 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ４０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　４０×２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154038 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ４０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　４０×３０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154039 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ５０ｍｍ×２５ｍｍ ＡＳ規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　５０×２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154040 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ５０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　５０×３０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154042 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ５０ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　５０×４０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154044 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ６５ｍｍ×５０ｍｍ ＡＳ規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　６５×５０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154046 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ７５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　７５×５０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154047 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット ７５ｍｍ×６５ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　７５×６５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154048 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １００ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　１００×７５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154050 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＡＳ規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　１２５×１００ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154052 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　１５０×１００ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154054 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ソケット １５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＡＳ規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ソケット　１５０×１２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151502 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ エルボ　１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151504 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ エルボ　１６ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151506 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ エルボ　２０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151508 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ エルボ　２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151510 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ エルボ　３０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151512 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ エルボ　４０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151514 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ エルボ　５０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151516 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ ６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ エルボ　６５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151518 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ ７５ｍｍ ＡＳ規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ エルボ　７５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151520 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ １００ｍｍ ＡＳ規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ エルボ　１００ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151522 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ １２５ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ エルボ　１２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151524 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ エルボ １５０ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ エルボ　１５０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013155502 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ４５°エルボ １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ４５度エルボ　１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013155504 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ４５°エルボ ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ４５度エルボ　２０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013155506 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ４５°エルボ ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ４５度エルボ　２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153502 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ バルブソケット　１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153504 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ バルブソケット　１６×１３ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153506 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ バルブソケット　２０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153508 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ バルブソケット　２５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153510 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ バルブソケット　３０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153512 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ バルブソケット　４０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153514 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ バルブソケット　５０ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153516 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット ６５ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ バルブソケット　６５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153518 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット ７５ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ バルブソケット　７５ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153520 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ バルブソケット １００ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ バルブソケット　１００ 個 692 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141002 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141004 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　１６ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141006 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　２０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141008 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141010 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　３０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141012 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　４０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141014 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　５０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141016 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　６５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141018 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　７５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141020 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　１００ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141022 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １２５ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　１２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141024 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　１５０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141026 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　１６×１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141028 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ２０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　２０×１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141030 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ２０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　２０×１６ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141032 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ２５ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　２５×１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141034 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ２５ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　２５×１６ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141036 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ２５ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　２５×２０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141038 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ３０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　３０×１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141040 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ３０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　３０×１６ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141042 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ３０ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　３０×２０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141044 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ３０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　３０×２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141046 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ４０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　４０×１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141048 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ４０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　４０×１６ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141050 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ４０ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　４０×２０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141052 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ４０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　４０×２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141054 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ４０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　４０×３０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141056 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ５０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　５０×１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141058 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ５０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　５０×１６ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141060 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ５０ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　５０×２０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141062 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ５０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　５０×２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141064 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ５０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　５０×３０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141066 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ５０ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　５０×４０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141068 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ６５ｍｍ×５０ｍｍ ＡＳ規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　６５×５０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141070 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ７５ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　７５×２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141072 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ７５ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　７５×４０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141074 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ７５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　７５×５０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141075 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ ７５ｍｍ×６５ｍｍ ＡＳ規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　７５×６５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141076 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １００ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　１００×５０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141078 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １００ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　１００×７５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141079 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １２５ｍｍ×７５ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　１２５×７５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141080 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＡＳ規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　１２５×１００ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

2419 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141082 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １５０ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　１５０×７５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141084 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　１５０×１００ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013141086 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ チーズ １５０ｍｍ×１２５ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ チーズ　１５０×１２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142502 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓ソケット １３ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 給水栓ソケット　１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142504 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓ソケット １６ｍｍ×１３ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 給水栓ソケット　１６×１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142506 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓ソケット ２０ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 給水栓ソケット　２０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142508 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓ソケット ２５ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 給水栓ソケット　２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144502 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ユニオンソケット １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ユニオンソケット　１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144504 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ユニオンソケット １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ユニオンソケット　１６ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144506 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ユニオンソケット ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ユニオンソケット　２０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144508 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ユニオンソケット ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ユニオンソケット　２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144510 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ユニオンソケット ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ユニオンソケット　３０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144512 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ユニオンソケット ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ユニオンソケット　４０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013144514 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ ユニオンソケット ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ ユニオンソケット　５０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151002 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151004 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　１６ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151006 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　２０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151008 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151010 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　３０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151012 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　４０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151014 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　５０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151016 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　６５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151018 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　７５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151020 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　１００ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151022 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １２５ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　１２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151024 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　１５０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151026 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　１６×１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151028 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ２０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　２０×１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151030 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ２０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　２０×１６ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151032 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ２５ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　２５×１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151034 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ２５ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　２５×１６ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151036 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ２５ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　２５×２０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151038 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ３０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　３０×１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151040 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ３０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　３０×１６ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151042 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ３０ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　３０×２０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151044 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ３０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　３０×２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151046 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ４０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　４０×１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151048 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ４０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　４０×１６ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151050 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ４０ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　４０×２０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151052 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ４０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　４０×２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151054 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ４０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　４０×３０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151056 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ５０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　５０×１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151058 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ５０ｍｍ×１６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　５０×１６ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151060 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ５０ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　５０×２０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151062 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ５０ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　５０×２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151064 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ５０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　５０×３０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151066 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ５０ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　５０×４０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151068 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ６５ｍｍ×５０ｍｍ ＡＳ規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　６５×５０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151070 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ７５ｍｍ×２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　７５×２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151072 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ７５ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　７５×４０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151074 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ７５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　７５×５０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151075 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ ７５ｍｍ×６５ｍｍ ＡＳ規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　７５×６５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151076 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １００ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　１００×５０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151078 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １００ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　１００×７５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151079 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １２５ｍｍ×７５ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　１２５×７５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151080 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＡＳ規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　１２５×１００ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151082 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １５０ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　１５０×７５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151084 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　１５０×１００ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013151086 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ チーズ １５０ｍｍ×１２５ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ チーズ　１５０×１２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152502 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓ソケット １３ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 給水栓ソケット　１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152504 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓ソケット １６ｍｍ×１３ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 給水栓ソケット　１６×１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152506 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓ソケット ２０ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 給水栓ソケット　２０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152508 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓ソケット ２５ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 給水栓ソケット　２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154502 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ユニオンソケット １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ユニオンソケット　１３ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154504 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ユニオンソケット １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ユニオンソケット　１６ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154506 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ユニオンソケット ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ユニオンソケット　２０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154508 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ユニオンソケット ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ユニオンソケット　２５ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154510 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ユニオンソケット ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ユニオンソケット　３０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154512 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ユニオンソケット ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ユニオンソケット　４０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013154514 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ ユニオンソケット ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ ユニオンソケット　５０ 個 693 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143002 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓チーズ １３ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 給水栓チーズ　１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143004 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓チーズ ２０ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 給水栓チーズ　２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143006 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓チーズ ２５ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 給水栓チーズ　２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143008 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓チーズ １６ｍｍ×１３ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 給水栓チーズ　１６×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143010 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓チーズ ２０ｍｍ×１３ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 給水栓チーズ　２０×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142002 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓エルボ １３ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 給水栓エルボ　１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142004 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓エルボ １６ｍｍ×１３ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 給水栓エルボ　１６×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142006 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓エルボ ２０ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 給水栓エルボ　２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142008 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 給水栓エルボ ２５ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 給水栓エルボ　２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013145002 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ キャップ　１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013145004 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ キャップ　１６ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013145006 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ キャップ　２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013145008 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ キャップ　２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013145010 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ キャップ　３０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013145012 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ キャップ　４０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013145014 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ キャップ　５０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013145016 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ キャップ　７５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013145018 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ キャップ　１００ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013145019 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ １２５ｍｍ メーカー規格 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ キャップ　１２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013145020 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ キャップ １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ キャップ　１５０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142602 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓ソケット １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓ソケット　１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142606 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓ソケット ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓ソケット　２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142608 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓ソケット ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓ソケット　２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142610 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓ソケット １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓ソケット１６×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142612 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓ソケット ２０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓ソケット２０×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143102 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓チーズ １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓チーズ　１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143104 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓チーズ ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓チーズ　２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143106 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓チーズ ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓チーズ　２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143108 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓チーズ １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓チーズ　１６×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143110 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓チーズ ２０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓チーズ　２０×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143112 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓チーズ ２５ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓チーズ　２５×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143114 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓チーズ ２５ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓チーズ　２５×２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142102 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓エルボ １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓エルボ　１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142104 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓エルボ 首長　１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓エルボ　首長１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142108 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓エルボ ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓エルボ　２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142110 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓エルボ ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓エルボ　２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013142112 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入給水栓エルボ １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用硬質ポリ塩ビ管継手　ＴＳ 金属入給水栓エルボ　１６×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143622 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅰ形 １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ１形 金属入バルブソケット　１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143624 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅰ形 １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ１形 金属入バルブソケット１６×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143626 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅰ形 ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ１形 金属入バルブソケット　２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143628 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅰ形 ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ１形 金属入バルブソケット　２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143630 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅰ形 ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ１形 金属入バルブソケット　３０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143632 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅰ形 ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ１形 金属入バルブソケット　４０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143634 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅰ形 ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ１形 金属入バルブソケット　５０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143636 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形 金属入バルブソケット　１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143638 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形 金属入バルブソケット１６×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143640 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形 金属入バルブソケット　２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143642 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形 金属入バルブソケット　２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143644 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形 金属入バルブソケット　３０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143646 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形 金属入バルブソケット　４０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143648 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形 金属入バルブソケット　５０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143650 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 ６５ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形 金属入バルブソケット　６５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143652 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 ７５ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形 金属入バルブソケット　７５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013143654 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 １００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ２形 金属入バルブソケット１００ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153002 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓チーズ １３ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 給水栓チーズ　１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153004 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓チーズ ２０ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 給水栓チーズ　２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153006 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓チーズ ２５ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 給水栓チーズ　２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153008 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓チーズ １６ｍｍ×１３ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 給水栓チーズ　１６×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153010 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓チーズ ２０ｍｍ×１３ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 給水栓チーズ　２０×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152002 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓エルボ １３ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 給水栓エルボ　１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152004 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓エルボ １６ｍｍ×１３ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 給水栓エルボ　１６×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152006 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓エルボ ２０ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 給水栓エルボ　２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152008 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 給水栓エルボ ２５ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 給水栓エルボ　２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013155002 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ キャップ　１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013155004 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ １６ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ キャップ　１６ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013155006 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ キャップ　２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013155008 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ キャップ　２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013155010 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ キャップ　３０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013155012 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ キャップ　４０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013155014 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ キャップ　５０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013155016 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ キャップ　７５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013155018 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ キャップ　１００ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013155019 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ １２５ｍｍ メーカー規格 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ キャップ　１２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013155020 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ キャップ １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ キャップ　１５０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152602 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓ソケット １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓ソケット　１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152606 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓ソケット ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓ソケット　２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152608 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓ソケット ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓ソケット　２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152610 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓ソケット １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓ソケット１６×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152612 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓ソケット ２０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓ソケット２０×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153102 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓チーズ １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓チーズ　１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153104 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓チーズ ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓チーズ　２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153106 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓チーズ ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓チーズ　２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153108 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓チーズ １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓チーズ　１６×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153110 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓チーズ ２０ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓チーズ　２０×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153112 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓チーズ ２５ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓チーズ　２５×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153114 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓チーズ ２５ｍｍ×２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓チーズ　２５×２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152102 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓エルボ １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓エルボ　１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152104 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓エルボ 首長　１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓エルボ　首長１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152108 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓エルボ ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓エルボ　２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152110 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓エルボ ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓エルボ　２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013152112 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入給水栓エルボ １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道用耐衝撃性塩ビ管継手　ＨＩ 金属入給水栓エルボ　１６×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153622 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅰ形 １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ１形 金属入バルブソケット　１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153624 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅰ形 １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ１形 金属入バルブソケット１６×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153626 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅰ形 ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ１形 金属入バルブソケット　２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153628 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅰ形 ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ１形 金属入バルブソケット　２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153630 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅰ形 ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ１形 金属入バルブソケット　３０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153632 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅰ形 ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ１形 金属入バルブソケット　４０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153634 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅰ形 ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ１形 金属入バルブソケット　５０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153636 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 １３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形 金属入バルブソケット　１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153638 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 １６ｍｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形 金属入バルブソケット１６×１３ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153640 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 ２０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形 金属入バルブソケット　２０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153642 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 ２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形 金属入バルブソケット　２５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153644 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形 金属入バルブソケット　３０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153646 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形 金属入バルブソケット　４０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153648 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形 金属入バルブソケット　５０ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153650 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 ６５ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形 金属入バルブソケット　６５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153652 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 ７５ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形 金属入バルブソケット　７５ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・Ｈ
Ｉ）

5013153654 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット　Ⅱ形 １００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＨＩ２形 金属入バルブソケット１００ 個 694 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161002 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット ２００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ソケット　２００ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161004 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット ２５０ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ソケット　２５０ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161006 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット ３００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ソケット　３００ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161008 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット ３５０ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ソケット　３５０ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161010 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット ４００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ソケット　４００ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161012 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット １５０ｍｍ×１２５ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ソケット　１５０×１２５ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161014 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット ２００ｍｍ×１５０ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ソケット　２００×１５０ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161016 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット ２５０ｍｍ×２００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ソケット　２５０×２００ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161018 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット ３００ｍｍ×２５０ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ソケット　３００×２５０ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161020 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット ３５０ｍｍ×３００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ソケット　３５０×３００ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161022 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット ４００ｍｍ×３５０ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ソケット　４００×３５０ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161502 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０°ベンド（原管ＶＰ） ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ９０度ベンド　５０　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161504 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０°ベンド（原管ＶＰ） ６５ｍｍ ＡＳ規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ９０度ベンド　６５　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161506 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０°ベンド（原管ＶＰ） ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ９０度ベンド　７５　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161508 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０°ベンド（原管ＶＰ） １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ９０度ベンド　１００　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161510 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０°ベンド（原管ＶＰ） １２５ｍｍ ＡＳ規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ９０度ベンド　１２５　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161512 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０°ベンド（原管ＶＰ） １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ９０度ベンド　１５０　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161514 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０°ベンド（原管ＶＰ） ２００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ９０度ベンド　２００　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161516 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０°ベンド（原管ＶＰ） ２５０ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ９０度ベンド　２５０　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013161518 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０°ベンド（原管ＶＰ） ３００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ９０度ベンド　３００　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162002 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ４５°ベンド（原管ＶＰ） ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ４５度ベンド　５０　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162004 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ４５°ベンド（原管ＶＰ） ６５ｍｍ ＡＳ規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ４５度ベンド　６５　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162006 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ４５°ベンド（原管ＶＰ） ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ４５度ベンド　７５　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162008 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ４５°ベンド（原管ＶＰ） １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ４５度ベンド　１００　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162010 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ４５°ベンド（原管ＶＰ） １２５ｍｍ ＡＳ規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ４５度ベンド　１２５　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162012 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ４５°ベンド（原管ＶＰ） １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ４５度ベンド　１５０　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162014 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ４５°ベンド（原管ＶＰ） ２００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ４５度ベンド　２００　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162016 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ４５°ベンド（原管ＶＰ） ２５０ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ４５度ベンド　２５０　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162018 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ４５°ベンド（原管ＶＰ） ３００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ４５度ベンド　３００　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162502 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ２２　１／２ベンド（原管ＶＰ） ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ２２・１／２ベンド　５０　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162504 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ２２　１／２ベンド（原管ＶＰ） ６５ｍｍ ＡＳ規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ２２・１／２ベンド　６５　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162506 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ２２　１／２ベンド（原管ＶＰ） ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ２２・１／２ベンド　７５　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162508 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ２２　１／２ベンド（原管ＶＰ） １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ２２・１／２ベンド１００　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162510 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ２２　１／２ベンド（原管ＶＰ） １２５ｍｍ ＡＳ規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ２２・１／２ベンド１２５　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162512 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ２２　１／２ベンド（原管ＶＰ） １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ２２・１／２ベンド１５０　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162514 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ２２　１／２ベンド（原管ＶＰ） ２００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ２２・１／２ベンド２００　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162516 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ２２　１／２ベンド（原管ＶＰ） ２５０ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ２２・１／２ベンド２５０　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013162518 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ２２　１／２ベンド（原管ＶＰ） ３００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ２２・１／２ベンド３００　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013163002 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） １１　１／４ベンド（原管ＶＰ） ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 １１・１／４ベンド　５０　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013163004 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） １１　１／４ベンド（原管ＶＰ） ６５ｍｍ ＡＳ規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 １１・１／４ベンド　６５　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013163006 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） １１　１／４ベンド（原管ＶＰ） ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 １１・１／４ベンド　７５　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013163008 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） １１　１／４ベンド（原管ＶＰ） １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 １１・１／４ベンド１００　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013163010 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） １１　１／４ベンド（原管ＶＰ） １２５ｍｍ ＡＳ規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 １１・１／４ベンド１２５　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013163012 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） １１　１／４ベンド（原管ＶＰ） １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 １１・１／４ベンド１５０　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013163014 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） １１　１／４ベンド（原管ＶＰ） ２００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 １１・１／４ベンド２００　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013163016 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） １１　１／４ベンド（原管ＶＰ） ２５０ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 １１・１／４ベンド２５０　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013163018 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） １１　１／４ベンド（原管ＶＰ） ３００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 １１・１／４ベンド３００　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013165002 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ５　５／８ベンド（原管ＶＰ） ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ５・５／８ベンド　５０　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013165004 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ５　５／８ベンド（原管ＶＰ） ６５ｍｍ ＡＳ規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ５．５／８ベンド　６５　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013165006 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ５　５／８ベンド（原管ＶＰ） ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ５・５／８ベンド　７５　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013165008 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ５　５／８ベンド（原管ＶＰ） １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ５・５／８ベンド　１００　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013165010 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ５　５／８ベンド（原管ＶＰ） １２５ｍｍ ＡＳ規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ５・５／８ベンド　１２５　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013165012 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ５　５／８ベンド（原管ＶＰ） １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ５・５／８ベンド　１５０　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013165014 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ５　５／８ベンド（原管ＶＰ） ２００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ５・５／８ベンド　２００　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013165016 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ５　５／８ベンド（原管ＶＰ） ２５０ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ５・５／８ベンド　２５０　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013165018 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ５　５／８ベンド（原管ＶＰ） ３００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ５・５／８ベンド　３００　ＶＰ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013163512 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） Ｓベンド ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 Ｓベンド　５０ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013163502 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） Ｓベンド ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 Ｓベンド　７５ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013163504 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） Ｓベンド １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 Ｓベンド　１００ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013163506 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） Ｓベンド １２５ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 Ｓベンド　１２５ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013163508 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） Ｓベンド １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 Ｓベンド　１５０ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013164002 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ＶＡソケット ７５ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ＶＡソケット　７５ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013164004 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ＶＡソケット １００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ＶＡソケット　１００ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013164006 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ＶＡソケット １２５ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ＶＡソケット　１２５ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013164008 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ＶＡソケット １５０ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ＶＡソケット　１５０ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013164010 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ＶＡソケット ２００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ＶＡソケット　２００ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013164502 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ＶＣソケット ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ＶＣソケット　７５ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013164504 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ＶＣソケット １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ＶＣソケット　１００ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013164506 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ＶＣソケット １２５ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ＶＣソケット　１２５ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013164508 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ＶＣソケット １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７４３ 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ＶＣソケット　１５０ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013164510 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ＶＣソケット ２００ｍｍ メーカー規格 水道硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ＶＣソケット　２００ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320002 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０°ベンド（原管ＶＵ） ２００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ９０度ベンド　２００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320004 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０°ベンド（原管ＶＵ） ２５０ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ９０度ベンド　２５０　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320006 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０°ベンド（原管ＶＵ） ３００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ９０度ベンド　３００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320008 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０°ベンド（原管ＶＵ） ３５０ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ９０度ベンド　３５０　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320010 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０°ベンド（原管ＶＵ） ４００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ９０度ベンド　４００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320012 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０°ベンド（原管ＶＵ） ４５０ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ９０度ベンド　４５０　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320014 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ９０°ベンド（原管ＶＵ） ５００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ９０度ベンド　５００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320016 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ４５°ベンド（原管ＶＵ） ２００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ４５度ベンド　２００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320018 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ４５°ベンド（原管ＶＵ） ２５０ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ４５度ベンド　２５０　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320020 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ４５°ベンド（原管ＶＵ） ３００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ４５度ベンド　３００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320022 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ４５°ベンド（原管ＶＵ） ３５０ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ４５度ベンド　３５０　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320024 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ４５°ベンド（原管ＶＵ） ４００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ４５度ベンド　４００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320026 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ４５°ベンド（原管ＶＵ） ４５０ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ４５度ベンド　４５０　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320028 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ４５°ベンド（原管ＶＵ） ５００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ４５度ベンド　５００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320030 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ２２　１／２ベンド（原管ＶＵ） ２００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ２２・１／２ベンド２００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320032 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ２２　１／２ベンド（原管ＶＵ） ２５０ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ２２・１／２ベンド２５０　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320034 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ２２　１／２ベンド（原管ＶＵ） ３００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ２２・１／２ベンド３００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320036 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ２２　１／２ベンド（原管ＶＵ） ３５０ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ２２・１／２ベンド３５０　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320038 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ２２　１／２ベンド（原管ＶＵ） ４００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ２２・１／２ベンド４００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320040 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ２２　１／２ベンド（原管ＶＵ） ４５０ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ２２・１／２ベンド４５０　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320042 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ２２　１／２ベンド（原管ＶＵ） ５００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ２２・１／２ベンド５００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320044 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） １１　１／４ベンド（原管ＶＵ） ２００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 １１・１／４ベンド２００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320046 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） １１　１／４ベンド（原管ＶＵ） ２５０ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 １１・１／４ベンド２５０　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320048 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） １１　１／４ベンド（原管ＶＵ） ３００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 １１・１／４ベンド３００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320050 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） １１　１／４ベンド（原管ＶＵ） ３５０ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 １１・１／４ベンド３５０　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320052 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） １１　１／４ベンド（原管ＶＵ） ４００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 １１・１／４ベンド４００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320054 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） １１　１／４ベンド（原管ＶＵ） ４５０ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 １１・１／４ベンド４５０　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320056 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） １１　１／４ベンド（原管ＶＵ） ５００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 １１・１／４ベンド５００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320058 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ５　５／８ベンド（原管ＶＵ） ２００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ５・５／８ベンド　２００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320060 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ５　５／８ベンド（原管ＶＵ） ２５０ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ５・５／８ベンド　２５０　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320062 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ５　５／８ベンド（原管ＶＵ） ３００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ５・５／８ベンド　３００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320064 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ５　５／８ベンド（原管ＶＵ） ３５０ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ５・５／８ベンド　３５０　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320066 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ５　５／８ベンド（原管ＶＵ） ４００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ５・５／８ベンド　４００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320068 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ５　５／８ベンド（原管ＶＵ） ４５０ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ５・５／８ベンド　４５０　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） 5013320070 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ５　５／８ベンド（原管ＶＵ） ５００ｍｍ メーカー規格 硬質ポリ塩ビ管継手ＴＳ加工 ５・５／８ベンド　５００　ＶＵ 個 695 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171002 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°エルボ ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度エルボ　３０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171004 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°エルボ ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度エルボ　４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171006 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°エルボ ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度エルボ　５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171008 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°エルボ ６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度エルボ　６５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171010 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°エルボ ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度エルボ　７５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171012 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°エルボ １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度エルボ　１００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171014 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°エルボ １２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度エルボ　１２５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171016 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°エルボ １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度エルボ　１５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171018 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°エルボ ２００ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度エルボ　２００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171020 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°エルボ ２５０ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度エルボ　２５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171022 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°エルボ ３００ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度エルボ　３００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171024 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°エルボ ３５０ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度エルボ　３５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171502 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲エルボ ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲エルボ　４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171504 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲エルボ ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲エルボ　５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171506 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲エルボ ６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲エルボ　６５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171508 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲エルボ ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲エルボ　７５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171510 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲エルボ １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲エルボ　１００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171512 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲エルボ １２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲エルボ　１２５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171514 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲エルボ １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲エルボ　１５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171516 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲エルボ ２００ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲エルボ　２００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171518 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲エルボ ２５０ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲エルボ　２５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013171520 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲エルボ ３００ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲エルボ　３００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172002 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲両Ｙ ６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲両Ｙ　６５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172004 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲両Ｙ ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲両Ｙ　７５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172006 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲両Ｙ １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲両Ｙ　１００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172008 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲両Ｙ １００ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲両Ｙ　１００×７５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172010 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲両Ｙ １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲両Ｙ１２５×１００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172502 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°エルボ ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度エルボ　３０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172504 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°エルボ ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度エルボ　４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172506 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°エルボ ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度エルボ　５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172508 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°エルボ ６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度エルボ　６５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172510 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°エルボ ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度エルボ　７５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172512 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°エルボ １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度エルボ１００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172514 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°エルボ １２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度エルボ　１２５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172516 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°エルボ １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度エルボ　１５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172518 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°エルボ ２００ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度エルボ　２００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172520 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°エルボ ２５０ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度エルボ　２５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172522 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°エルボ ３００ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度エルボ　３００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013172524 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°エルボ ３５０ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度エルボ　３５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173502 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　３０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173504 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173506 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173508 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　６５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173510 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　７５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173512 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　１００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173514 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ １２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　１２５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173516 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　１５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173518 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ２００ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　２００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173520 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ２５０ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　２５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173522 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ３００ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　３００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173524 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ３５０ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　３５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173526 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ４０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　４０×３０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173528 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ５０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　５０×３０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173530 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ５０ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　５０×４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173532 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ６５ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　６５×４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173534 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ６５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　６５×５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173536 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ７５ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　７５×４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173538 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ７５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　７５×５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173540 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ １００ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　１００×４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173542 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ １００ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　１００×５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173544 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ １００ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　１００×７５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173546 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ２００ｍｍ×１００ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　２００×１００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173548 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ２００ｍｍ×１２５ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　２００×１２５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173550 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°Ｙ ２００ｍｍ×１５０ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度Ｙ　２００×１５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174002 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 排水用バルブソケット ４０ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ 排水用バルブソケット　４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174004 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 排水用バルブソケット ５０ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ 排水用バルブソケット　５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174006 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 排水用バルブソケット ７５ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ 排水用バルブソケット　７５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174502 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174504 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174506 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ ６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　６５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174508 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　７５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174510 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　１００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174512 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ １２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　１２５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174514 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　１５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174516 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ ５０ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　５０×４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174518 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ ６５ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　６５×４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174520 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ ６５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　６５×５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174522 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ ７５ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　７５×４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174524 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ ７５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　７５×５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174526 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ ７５ｍｍ×６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　７５×６５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174528 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ １００ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　１００×４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174530 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ １００ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　１００×５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174532 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ １００ｍｍ×６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　１００×６５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174534 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ １００ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　１００×７５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174536 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ １２５ｍｍ×６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　１２５×６５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174538 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ １２５ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　１２５×７５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174540 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　１２５×１００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174542 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ １５０ｍｍ×６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　１５０×６５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174544 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ １５０ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　１５０×７５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174546 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　１５０×１００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013174548 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ９０°大曲Ｙ １５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ９０度大曲Ｙ　１５０×１２５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175002 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175004 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175006 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ ６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　６５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175008 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　７５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175010 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　１００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175011 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　１５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175012 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ ４０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　４０×３０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175014 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ ５０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　５０×３０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175016 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ ５０ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　５０×４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175018 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ ６５ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　６５×４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175020 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ ６５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　６５×５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175022 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ ７５ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　７５×４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175024 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ ７５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　７５×５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175026 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ ７５ｍｍ×６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　７５×６５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175028 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ １００ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　１００×５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175030 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ １００ｍｍ×６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　１００×６５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175032 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ １００ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　１００×７５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175034 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ４５°Ｙ １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ４５度Ｙ　１５０×１００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173002 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ソケット ３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　３０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173004 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ソケット ４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173006 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ソケット ５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173008 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ソケット ６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　６５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173010 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ソケット ７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　７５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173012 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ソケット １００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　１００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173014 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ソケット １２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　１２５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173016 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ソケット １５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　１５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173018 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ソケット ２００ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　２００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173020 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ソケット ２５０ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　２５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173022 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ソケット ３００ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　３００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173024 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ソケット ３５０ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　３５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013173026 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） ソケット ４００ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ ソケット　４００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175502 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） インクリーザー ４０ｍｍ×３０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ インクリーザー　４０×３０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175504 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） インクリーザー ５０ｍｍ×４０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ インクリーザー　５０×４０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175506 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） インクリーザー ６５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ インクリーザー　６５×５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175508 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） インクリーザー ７５ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ インクリーザー　７５×５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175510 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） インクリーザー ７５ｍｍ×６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ インクリーザー　７５×６５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175512 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） インクリーザー １００ｍｍ×５０ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ インクリーザー　１００×５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175514 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） インクリーザー １００ｍｍ×６５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ インクリーザー　１００×６５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175516 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） インクリーザー １００ｍｍ×７５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ インクリーザー　１００×７５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175518 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） インクリーザー １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ インクリーザー１２５×１００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175520 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） インクリーザー １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ インクリーザー１５０×１００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175522 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） インクリーザー １５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＪＩＳ　Ｋ　６７３９ 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ インクリーザー１５０×１２５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175524 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） インクリーザー ２００ｍｍ×１２５ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ インクリーザー２００×１２５ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175526 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） インクリーザー ２００ｍｍ×１５０ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ インクリーザー２００×１５０ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） 5013175528 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＤＶ） インクリーザー ２５０ｍｍ×２００ｍｍ メーカー規格 排水用硬質ポリ塩ビ管継手　ＤＶ インクリーザー２５０×２００ 個 696 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5011091002 耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＵ，長２ｍ） 呼び径４０ｍｍ 耐火二層管定尺管（内管ＶＵ） Ｌ２ｍ　呼び径４０ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011091004 耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＵ，長２ｍ） 呼び径５０ｍｍ 耐火二層管定尺管（内管ＶＵ） Ｌ２ｍ　呼び径５０ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011091006 耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＵ，長２ｍ） 呼び径６５ｍｍ 耐火二層管定尺管（内管ＶＵ） Ｌ２ｍ　呼び径６５ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011091008 耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＵ，長２ｍ） 呼び径７５ｍｍ 耐火二層管定尺管（内管ＶＵ） Ｌ２ｍ　呼び径７５ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011091010 耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＵ，長２ｍ） 呼び径１００ｍｍ 耐火二層管定尺管（内管ＶＵ） Ｌ２ｍ　呼び径１００ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011091012 耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＵ，長２ｍ） 呼び径１２５ｍｍ 耐火二層管定尺管（内管ＶＵ） Ｌ２ｍ　呼び径１２５ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011091014 耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＵ，長２ｍ） 呼び径１５０ｍｍ 耐火二層管定尺管（内管ＶＵ） Ｌ２ｍ　呼び径１５０ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011091202 耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＰ，長２ｍ） 呼び径４０ｍｍ 耐火二層管定尺管（内管ＶＰ） Ｌ２ｍ　呼び径４０ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011091204 耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＰ，長２ｍ） 呼び径５０ｍｍ 耐火二層管定尺管（内管ＶＰ） Ｌ２ｍ　呼び径５０ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011091206 耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＰ，長２ｍ） 呼び径６５ｍｍ 耐火二層管定尺管（内管ＶＰ） Ｌ２ｍ　呼び径６５ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011091208 耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＰ，長２ｍ） 呼び径７５ｍｍ 耐火二層管定尺管（内管ＶＰ） Ｌ２ｍ　呼び径７５ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011091210 耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＰ，長２ｍ） 呼び径１００ｍｍ 耐火二層管定尺管（内管ＶＰ） Ｌ２ｍ　呼び径１００ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）
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耐火二層管・継手 5011091212 耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＰ，長２ｍ） 呼び径１２５ｍｍ 耐火二層管定尺管（内管ＶＰ） Ｌ２ｍ　呼び径１２５ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011091214 耐火二層管・継手 定尺管（内管ＶＰ，長２ｍ） 呼び径１５０ｍｍ 耐火二層管定尺管（内管ＶＰ） Ｌ２ｍ　呼び径１５０ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5013051640 耐火二層管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＳ 呼び径４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051642 耐火二層管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＳ 呼び径５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051644 耐火二層管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径６５ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＳ 呼び径６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051646 耐火二層管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径７５ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＳ 呼び径７５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051648 耐火二層管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径１００ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＳ 呼び径１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051650 耐火二層管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径１２５ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＳ 呼び径１２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051652 耐火二層管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径１５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＳ 呼び径１５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051440 耐火二層管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径４０ｍｍ 耐火二層管継手　４５Ｌ 呼び径４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051442 耐火二層管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径５０ｍｍ 耐火二層管継手　４５Ｌ 呼び径５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051444 耐火二層管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径６５ｍｍ 耐火二層管継手　４５Ｌ 呼び径６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051446 耐火二層管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径７５ｍｍ 耐火二層管継手　４５Ｌ 呼び径７５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051448 耐火二層管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径１００ｍｍ 耐火二層管継手　４５Ｌ 呼び径１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051450 耐火二層管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径１２５ｍｍ 耐火二層管継手　４５Ｌ 呼び径１２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051452 耐火二層管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径１５０ｍｍ 耐火二層管継手　４５Ｌ 呼び径１５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050840 耐火二層管・継手 ９０°エルボ（ＤＬ） 呼び径４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＬ 呼び径４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050842 耐火二層管・継手 ９０°エルボ（ＤＬ） 呼び径５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＬ 呼び径５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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耐火二層管・継手 5013050844 耐火二層管・継手 ９０°エルボ（ＤＬ） 呼び径６５ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＬ 呼び径６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050846 耐火二層管・継手 ９０°エルボ（ＤＬ） 呼び径７５ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＬ 呼び径７５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050848 耐火二層管・継手 ９０°エルボ（ＤＬ） 呼び径１００ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＬ 呼び径１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050850 耐火二層管・継手 ９０°エルボ（ＤＬ） 呼び径１２５ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＬ 呼び径１２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050852 耐火二層管・継手 ９０°エルボ（ＤＬ） 呼び径１５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＬ 呼び径１５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051046 耐火二層管・継手 ９０°大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＬ 呼び径４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051048 耐火二層管・継手 ９０°大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＬ 呼び径５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051050 耐火二層管・継手 ９０°大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径６５ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＬ 呼び径６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051052 耐火二層管・継手 ９０°大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径７５ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＬ 呼び径７５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051054 耐火二層管・継手 ９０°大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径１００ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＬ 呼び径１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051056 耐火二層管・継手 ９０°大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径１２５ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＬ 呼び径１２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051058 耐火二層管・継手 ９０°大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径１５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＬ 呼び径１５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051840 耐火二層管・継手 伸縮継手（ＥＳ） 呼び径４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＥＳ 呼び径４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051842 耐火二層管・継手 伸縮継手（ＥＳ） 呼び径５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＥＳ 呼び径５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051844 耐火二層管・継手 伸縮継手（ＥＳ） 呼び径６５ｍｍ 耐火二層管継手　ＥＳ 呼び径６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051846 耐火二層管・継手 伸縮継手（ＥＳ） 呼び径７５ｍｍ 耐火二層管継手　ＥＳ 呼び径７５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051848 耐火二層管・継手 伸縮継手（ＥＳ） 呼び径１００ｍｍ 耐火二層管継手　ＥＳ 呼び径１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051850 耐火二層管・継手 伸縮継手（ＥＳ） 呼び径１２５ｍｍ 耐火二層管継手　ＥＳ 呼び径１２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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耐火二層管・継手 5013051852 耐火二層管・継手 伸縮継手（ＥＳ） 呼び径１５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＥＳ 呼び径１５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050002 耐火二層管・継手 掃除口（ＣＯ） 呼び径４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＣＯ 呼び径４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050004 耐火二層管・継手 掃除口（ＣＯ） 呼び径５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＣＯ 呼び径５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050006 耐火二層管・継手 掃除口（ＣＯ） 呼び径６５ｍｍ 耐火二層管継手　ＣＯ 呼び径６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050008 耐火二層管・継手 掃除口（ＣＯ） 呼び径７５ｍｍ 耐火二層管継手　ＣＯ 呼び径７５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050010 耐火二層管・継手 掃除口（ＣＯ） 呼び径１００ｍｍ 耐火二層管継手　ＣＯ 呼び径１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050012 耐火二層管・継手 掃除口（ＣＯ） 呼び径１２５ｍｍ 耐火二層管継手　ＣＯ 呼び径１２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050014 耐火二層管・継手 掃除口（ＣＯ） 呼び径１５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＣＯ 呼び径１５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050490 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050492 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050494 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径６５ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050496 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径７５ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径７５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050498 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１００ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050500 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１２５ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径１２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050502 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径１５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050504 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径５０×４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050506 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径６５ｍｍ×４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径６５×４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050508 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径６５×５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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耐火二層管・継手 5013050510 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径７５ｍｍ×４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径７５×４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050512 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径７５×５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050514 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径７５ｍｍ×６５ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径７５×６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050516 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１００ｍｍ×４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径１００×４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050518 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１００ｍｍ×５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径１００×５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050520 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１００ｍｍ×６５ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径１００×６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050522 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径１００×７５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050524 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径１２５×１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050526 耐火二層管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ 耐火二層管継手　ＬＴ 呼び径１５０×１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050688 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050690 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050692 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径６５ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050694 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径７５ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径７５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050696 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050698 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１２５ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径１２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050700 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径１５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050702 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径５０×４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050704 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径６５ｍｍ×４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径６５×４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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耐火二層管・継手 5013050706 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径６５×５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050708 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径７５ｍｍ×４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径７５×４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050710 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径７５×５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050712 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径７５ｍｍ×６５ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径７５×６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050714 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ×４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径１００×４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050716 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ×５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径１００×５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050718 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ×６５ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径１００×６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050720 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径１００×７５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050722 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径１２５×１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050724 耐火二層管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ 耐火二層管継手　ＤＴ 呼び径１５０×１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051290 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径４０ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051292 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径５０ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051294 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径６５ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051296 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径７５ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径７５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051298 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１００ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051300 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１２５ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径１２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051302 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１５０ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径１５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051304 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径５０×４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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耐火二層管・継手 5013051306 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径６５ｍｍ×４０ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径６５×４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051308 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径６５×５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051310 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径７５ｍｍ×４０ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径７５×４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051312 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径７５×５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051314 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径７５ｍｍ×６５ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径７５×６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051316 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１００ｍｍ×４０ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径１００×４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051318 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１００ｍｍ×５０ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径１００×５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051320 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１００ｍｍ×６５ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径１００×６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051322 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径１００×７５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051324 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径１２５×１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013051326 耐火二層管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ 耐火二層管継手　Ｙ 呼び径１５０×１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050248 耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＩＮ 呼び径５０×４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050250 耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径６５ｍｍ×４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＩＮ 呼び径６５×４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050252 耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＩＮ 呼び径６５×５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050254 耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径７５ｍｍ×４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＩＮ 呼び径７５×４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050256 耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＩＮ 呼び径７５×５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050258 耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径７５ｍｍ×６５ｍｍ 耐火二層管継手　ＩＮ 呼び径７５×６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050260 耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１００ｍｍ×４０ｍｍ 耐火二層管継手　ＩＮ 呼び径１００×４０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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耐火二層管・継手 5013050262 耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１００ｍｍ×５０ｍｍ 耐火二層管継手　ＩＮ 呼び径１００×５０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050264 耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１００ｍｍ×６５ｍｍ 耐火二層管継手　ＩＮ 呼び径１００×６５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050266 耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ 耐火二層管継手　ＩＮ 呼び径１００×７５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050268 耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ 耐火二層管継手　ＩＮ 呼び径１２５×１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050270 耐火二層管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ 耐火二層管継手　ＩＮ 呼び径１５０×１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5011090002 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 定尺管（内管ＶＰ，長２ｍ） 呼び径２５ｍｍ 耐火二層管　空調ドレン用 定尺管　径２５ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011090004 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 定尺管（内管ＶＰ，長２ｍ） 呼び径３０ｍｍ 耐火二層管　空調ドレン用 定尺管　径３０ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5013050016 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 ソケット（ＤＳ） 呼び径２５ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ＤＳ　径２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050018 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 ソケット（ＤＳ） 呼び径３０ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ＤＳ　径３０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050020 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径２５ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ４５Ｌ　径２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050022 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径３０ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ４５Ｌ　径３０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050024 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 ９０°エルボ（ＤＬ） 呼び径２５ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ＤＬ　径２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050026 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 ９０°エルボ（ＤＬ） 呼び径３０ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ＤＬ　径３０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050028 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 ９０°小曲りＹ（４５°Ｙ） 呼び径２５ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ４５度Ｙ　径２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050030 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 ９０°小曲りＹ（４５°Ｙ） 呼び径３０ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ４５度Ｙ　径３０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050032 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 ９０°小曲りＹ（４５°Ｙ） 呼び径３０ｍｍ×２５ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ４５度Ｙ　径３０ｍｍ×２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050034 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 ９０°小曲りＹ（４５°Ｙ） 呼び径４０ｍｍ×２５ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ４５度Ｙ　径４０ｍｍ×２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050036 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 ９０°小曲りＹ（４５°Ｙ） 呼び径４０ｍｍ×３０ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ４５度Ｙ　径４０ｍｍ×３０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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耐火二層管・継手 5013050038 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 ９０°小曲りＹ（４５°Ｙ） 呼び径５０ｍｍ×２５ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ４５度Ｙ　径５０ｍｍ×２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050040 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 ９０°小曲りＹ（４５°Ｙ） 呼び径５０ｍｍ×３０ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ４５度Ｙ　径５０ｍｍ×３０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050042 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径３０ｍｍ×２５ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ＩＮ　径３０ｍｍ×２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050044 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径４０ｍｍ×２５ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ＩＮ　径４０ｍｍ×２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050046 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径４０ｍｍ×３０ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ＩＮ　径４０ｍｍ×３０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050048 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径５０ｍｍ×２５ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ＩＮ　径５０ｍｍ×２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050050 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径５０ｍｍ×３０ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ＩＮ　径５０ｍｍ×３０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050052 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 バルブソケット（ＶＳ） 呼び径２５ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ＶＳ　径２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050054 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 バルブソケット（ＶＳ） 呼び径３０ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ＶＳ　径３０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050056 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 掃除口（ＣＯ） 呼び径２５ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ＣＯ　径２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050058 耐火二層管・継手　小口径　空調ドレン用 掃除口（ＣＯ） 呼び径３０ｍｍ 耐火二層管継手　空調ドレン用 ＣＯ　径３０ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5011090006 耐火二層管・継手　耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管（内管ＲＦ－ＶＰ，長２ｍ） 呼び径４０ｍｍ 耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管　呼び径４０ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011090008 耐火二層管・継手　耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管（内管ＲＦ－ＶＰ，長２ｍ） 呼び径５０ｍｍ 耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管　呼び径５０ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011090010 耐火二層管・継手　耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管（内管ＲＦ－ＶＰ，長２ｍ） 呼び径６５ｍｍ 耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管　呼び径６５ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011090012 耐火二層管・継手　耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管（内管ＲＦ－ＶＰ，長２ｍ） 呼び径７５ｍｍ 耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管　呼び径７５ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011090014 耐火二層管・継手　耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管（内管ＲＦ－ＶＰ，長２ｍ） 呼び径１００ｍｍ 耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管　呼び径１００ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011090016 耐火二層管・継手　耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管（内管ＲＦ－ＶＰ，長２ｍ） 呼び径１２５ｍｍ 耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管　呼び径１２５ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5011090018 耐火二層管・継手　耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管（内管ＲＦ－ＶＰ，長２ｍ） 呼び径１５０ｍｍ 耐火被覆リサイクル発泡三層管 定尺管　呼び径１５０ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）
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耐火二層管・継手 5011090020 耐火二層管・継手　換気用２管路型（内管ＶＭ） 定尺管（長２ｍ） 呼び径１２５ｍｍ 換気用２管路型　定尺管 呼び径１２５ｍｍ 本 697 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

耐火二層管・継手 5013050060 耐火二層管・継手　換気用２管路型（内管ＶＭ） チーズ 呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ 換気用２管路型　チーズ 呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050062 耐火二層管・継手　換気用２管路型（内管ＶＭ） ソケット 呼び径１２５ｍｍ 換気用２管路型　ソケット 呼び径１２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050064 耐火二層管・継手　換気用２管路型（内管ＶＭ） 水平４５°エルボ 呼び径１２５ｍｍ 換気用２管路型水平４５度エルボ 呼び径１２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050066 耐火二層管・継手　換気用２管路型（内管ＶＭ） 垂直４５°エルボ 呼び径１２５ｍｍ 換気用２管路型垂直４５度エルボ 呼び径１２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050068 耐火二層管・継手　換気用２管路型（内管ＶＭ） 水平９０°エルボ 呼び径１２５ｍｍ 換気用２管路型水平９０度エルボ 呼び径１２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050070 耐火二層管・継手　換気用２管路型（内管ＶＭ） 垂直９０°エルボ 呼び径１２５ｍｍ 換気用２管路型垂直９０度エルボ 呼び径１２５ｍｍ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050072 耐火二層管・継手　伸縮アダプター ２４時間換気システム対応用（主に居室用） 呼び径１００ｍｍ 伸縮アダプター ２４時間換気システム用径１００ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

耐火二層管・継手 5013050074 耐火二層管・継手　伸縮アダプター ステンレス製ベントキャップ取付用 呼び径１２５ｍｍ 伸縮アダプター ベントキャップ取付用　径１２５ 個 697 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5011091402 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管（ＶＰ，長４ｍ） 呼び径４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ管 ＶＰ　Ｌ４ｍ　４０ｍｍ 本 698 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5011091404 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管（ＶＰ，長４ｍ） 呼び径５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ管 ＶＰ　Ｌ４ｍ　５０ｍｍ 本 698 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5011091406 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管（ＶＰ，長４ｍ） 呼び径６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ管 ＶＰ　Ｌ４ｍ　６５ｍｍ 本 698 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5011091408 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管（ＶＰ，長４ｍ） 呼び径７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ管 ＶＰ　Ｌ４ｍ　７５ｍｍ 本 698 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5011091410 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管（ＶＰ，長４ｍ） 呼び径１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ管 ＶＰ　Ｌ４ｍ　１００ｍｍ 本 698 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5011091412 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管（ＶＰ，長４ｍ） 呼び径１２５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ管 ＶＰ　Ｌ４ｍ　１２５ｍｍ 本 698 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5011091414 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管（ＶＰ，長４ｍ） 呼び径１５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ管 ＶＰ　Ｌ４ｍ　１５０ｍｍ 本 698 ○ ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052002 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＳ　４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052004 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＳ　５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052006 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＳ　６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052008 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＳ　７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052010 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＳ　１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052012 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径１２５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＳ　１２５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052014 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット（ＤＳ） 呼び径１５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＳ　１５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052016 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°エルボ（ＤＬ） 呼び径４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＬ　４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052018 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°エルボ（ＤＬ） 呼び径５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＬ　５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052020 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°エルボ（ＤＬ） 呼び径６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＬ　６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052022 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°エルボ（ＤＬ） 呼び径７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＬ　７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052024 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°エルボ（ＤＬ） 呼び径１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＬ　１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052026 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°エルボ（ＤＬ） 呼び径１２５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＬ　１２５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052028 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°エルボ（ＤＬ） 呼び径１５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＬ　１５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052030 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ４５Ｌ　４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052032 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ４５Ｌ　５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052034 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ４５Ｌ　６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052036 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ４５Ｌ　７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052038 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ４５Ｌ　１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052040 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径１２５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ４５Ｌ　１２５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052042 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°エルボ（４５Ｌ） 呼び径１５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ４５Ｌ　１５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052044 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＬ　４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052046 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＬ　５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052048 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＬ　６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052050 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＬ　７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052052 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＬ　１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052054 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径１２５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＬ　１２５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052056 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲エルボ（ＬＬ） 呼び径１５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＬ　１５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052058 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット（ＥＳ／ＥＳ－Ａ） 呼び径４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＥＳ／ＥＳ－Ａ　４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052060 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット（ＥＳ／ＥＳ－Ａ） 呼び径５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＥＳ／ＥＳ－Ａ　５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052062 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット（ＥＳ／ＥＳ－Ａ） 呼び径６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＥＳ／ＥＳ－Ａ　６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052064 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット（ＥＳ／ＥＳ－Ａ） 呼び径７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＥＳ／ＥＳ－Ａ　７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052066 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット（ＥＳ／ＥＳ－Ａ） 呼び径１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＥＳ／ＥＳ－Ａ　１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052068 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット（ＥＳ／ＥＳ－Ａ） 呼び径１２５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＥＳ／ＥＳ－Ａ　１２５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052070 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット（ＥＳ／ＥＳ－Ａ） 呼び径１５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＥＳ／ＥＳ－Ａ　１５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052072 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ねじ式／つまみ型掃除口（ＮＣＯ／ＶＣＯ） 呼び径４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＮＣＯ／ＶＣＯ　４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052074 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ねじ式／つまみ型掃除口（ＮＣＯ／ＶＣＯ） 呼び径５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＮＣＯ／ＶＣＯ　５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052076 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ねじ式／つまみ型掃除口（ＮＣＯ／ＶＣＯ） 呼び径６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＮＣＯ／ＶＣＯ　６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052078 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ねじ式／つまみ型掃除口（ＮＣＯ／ＶＣＯ） 呼び径７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＮＣＯ／ＶＣＯ　７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052080 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ねじ式／つまみ型掃除口（ＮＣＯ／ＶＣＯ） 呼び径１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＮＣＯ／ＶＣＯ　１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052086 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット（ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂプラス） 呼び径４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂ＋　４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052088 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット（ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂプラス） 呼び径５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂ＋　５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052090 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット（ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂプラス） 呼び径６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂ＋　６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052092 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット（ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂプラス） 呼び径７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂ＋　７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052094 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット（ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂプラス） 呼び径１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂ＋　１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052096 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット（ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂプラス） 呼び径１２５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂ＋　１２５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052098 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとりソケット（ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂプラス） 呼び径１５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＥＳ／ＥＳ－Ｂ＋　１５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052100 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 排水用バルブソケット（ＶＳ／ＤＶＳ） 呼び径４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＶＳ／ＤＶＳ　４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052102 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 排水用バルブソケット（ＶＳ／ＤＶＳ） 呼び径５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＶＳ／ＤＶＳ　５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052104 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 排水用バルブソケット（ＶＳ／ＤＶＳ） 呼び径６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＶＳ／ＤＶＳ　６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052106 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 排水用バルブソケット（ＶＳ／ＤＶＳ） 呼び径７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＶＳ／ＤＶＳ　７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052108 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 排水用バルブソケット（ＶＳ／ＤＶＳ） 呼び径１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＶＳ／ＤＶＳ　１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052128 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＩＮ　５０ｍｍ×４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052130 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径６５ｍｍ×４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＩＮ　６５ｍｍ×４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052132 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＩＮ　６５ｍｍ×５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052134 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径７５ｍｍ×４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＩＮ　７５ｍｍ×４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052136 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＩＮ　７５ｍｍ×５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052138 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径７５ｍｍ×６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＩＮ　７５ｍｍ×６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052140 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１００ｍｍ×４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＩＮ　１００ｍｍ×４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052142 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１００ｍｍ×５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＩＮ　１００ｍｍ×５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052144 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１００ｍｍ×６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＩＮ　１００ｍｍ×６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052146 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＩＮ　１００ｍｍ×７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052148 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１２５ｍｍ×７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＩＮ　１２５ｍｍ×７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052150 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＩＮ　１２５ｍｍ×１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052152 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＩＮ　１５０ｍｍ×１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052154 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ（ＩＮ） 呼び径１５０ｍｍ×１２５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＩＮ　１５０ｍｍ×１２５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052156 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052158 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052160 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052162 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052164 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052166 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１２５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　１２５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052168 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　１５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052170 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　５０ｍｍ×４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052172 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径６５ｍｍ×４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　６５ｍｍ×４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052174 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　６５ｍｍ×５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052176 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径７５ｍｍ×４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　７５ｍｍ×４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052178 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　７５ｍｍ×５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052180 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径７５ｍｍ×６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　７５ｍｍ×６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052182 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ×４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　１００ｍｍ×４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052184 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ×５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　１００ｍｍ×５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052186 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ×６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　１００ｍｍ×６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052188 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　１００ｍｍ×７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052192 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　１２５ｍｍ×１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052194 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°Ｙ（ＤＴ） 呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＤＴ　１５０ｍｍ×１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052198 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052200 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052202 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052204 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052206 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052208 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１２５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　１２５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052210 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　１５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052212 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　５０ｍｍ×４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052214 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径６５ｍｍ×４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　６５ｍｍ×４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052216 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　６５ｍｍ×５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052218 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径７５ｍｍ×４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　７５ｍｍ×４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052220 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　７５ｍｍ×５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052222 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径７５ｍｍ×６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　７５ｍｍ×６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052224 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１００ｍｍ×４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　１００ｍｍ×４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052226 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１００ｍｍ×５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　１００ｍｍ×５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052228 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１００ｍｍ×６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　１００ｍｍ×６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052230 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　１００ｍｍ×７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052232 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１２５ｍｍ×７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　１２５ｍｍ×７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052234 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ９０°大曲Ｙ（ＬＴ） 呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 ＬＴ　１２５ｍｍ×１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052268 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052270 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052272 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052274 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052276 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052278 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１２５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　１２５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052280 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　１５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052240 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径５０ｍｍ×４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　５０ｍｍ×４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052242 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径６５ｍｍ×４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　６５ｍｍ×４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052244 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径６５ｍｍ×５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　６５ｍｍ×５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052246 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径７５ｍｍ×４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　７５ｍｍ×４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052248 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径７５ｍｍ×５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　７５ｍｍ×５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052250 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径７５ｍｍ×６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　７５ｍｍ×６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052252 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１００ｍｍ×４０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　１００ｍｍ×４０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052254 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１００ｍｍ×５０ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　１００ｍｍ×５０ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052256 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１００ｍｍ×６５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　１００ｍｍ×６５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052258 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１００ｍｍ×７５ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　１００ｍｍ×７５ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052262 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１２５ｍｍ×１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　１２５ｍｍ×１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 5013052264 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ４５°Ｙ（Ｙ） 呼び径１５０ｍｍ×１００ｍｍ 建物用耐火性硬質ポリ塩ビ継手 Ｙ　１５０ｍｍ×１００ｍｍ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013311010 排水集合管 ４ＳＬ－Ａ３－Ｓ（Ｗ） クボタケミックス 排水集合管 ４ＳＬ－Ａ３－Ｓ（Ｗ） 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013311020 排水集合管 ４ＳＬ－Ｂ１０２－Ｓ（Ｗ） クボタケミックス 排水集合管 ４ＳＬ－Ｂ１０２－Ｓ（Ｗ） 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013311030 排水集合管 ４ＳＬ－Ｃ２３－Ｓ（Ｗ） クボタケミックス 排水集合管 ４ＳＬ－Ｃ２３－Ｓ（Ｗ） 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013311040 排水集合管 ４ＳＬ－Ｄ１３１－Ｓ（Ｗ） クボタケミックス 排水集合管 ４ＳＬ－Ｄ１３１－Ｓ（Ｗ） 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013311050 排水集合管 ４ＳＬ－Ｕ２７－Ｓ（Ｗ） クボタケミックス 排水集合管 ４ＳＬ－Ｕ２７－Ｓ（Ｗ） 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水集合管―ブランド品― 5013311060 排水集合管 ４ＳＬ－Ｕ１７１－Ｓ（Ｗ） クボタケミックス 排水集合管 ４ＳＬ－Ｕ１７１－Ｓ（Ｗ） 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013311070 排水集合管 ４ＳＬ－Ｚ２６－Ｓ（Ｗ） クボタケミックス 排水集合管 ４ＳＬ－Ｚ２６－Ｓ（Ｗ） 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013311080 排水集合管 ＬベンドＢＷＧ－４×５ クボタケミックス 排水集合管 ＬベンドＢＷＧ－４×５ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013313010 エクセルジョイント ＨＧＭ－Ａ １００×７５ 昭和電工建材 排水集合管　エクセルジョイント ＨＧＭ－Ａ　１００×７５ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013313020 エクセルジョイント ＨＧＭ－Ｂ １００×７５×６５ 昭和電工建材 排水集合管　エクセルジョイント ＨＧＭ－Ｂ　１００×７５×６５ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013313030 エクセルジョイント ＨＧＭ－Ｃ １００×７５×６５Ｌ 昭和電工建材 排水集合管　エクセルジョイント ＨＧＭ－Ｃ１００×７５×６５Ｌ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013313040 エクセルジョイント ＨＧＭ－Ｄ １００×５０×７５×５０ 昭和電工建材 排水集合管　エクセルジョイント ＨＧＭ－Ｄ　１００×５０×７５ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013313070 エクセルジョイント ＳＥＢ １２５×１００ 昭和電工建材 排水集合管　エクセルジョイント ＳＥＢ　１２５×１００ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013312012 コアジョイント ＣＰ６０Ｓ １００×８０ 小島製作所 排水集合管　コアジョイント ＣＰ６０Ｓ　１００×８０ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013312022 コアジョイント ＣＰ６０Ｓ（Ｅ） １００×８０－６５（Ｌ） 小島製作所 排水集合管　コアジョイント ＣＰ６０Ｓ（Ｅ）　１００×８０ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013312032 コアジョイント ＣＰ１２０Ｓ １００×６５－８０（Ｌ） 小島製作所 排水集合管　コアジョイント ＣＰ１２０Ｓ１００×６５－８０ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013312052 コアジョイント ＫＳＴ－Ｓ １００×８０ 小島製作所 排水集合管　コアジョイント ＫＳＴ－Ｓ　１００×８０ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013312060 コアジョイント ＫＳＴ－Ｓ（Ｅ） １００×６５ 小島製作所 排水集合管　コアジョイント ＫＳＴ－Ｓ（Ｅ）　１００×６５ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013312070 コアジョイント ＫＳＴ－Ｓ ８０×５０ 小島製作所 排水集合管　コアジョイント ＫＳＴ－Ｓ　８０×５０ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013312080 コアジョイント ＬＪ－Ｋ １００×１２５ 小島製作所 排水集合管　コアジョイント ＬＪ－Ｋ　１００×１２５ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013312090 コアジョイント ＬＪＬ－Ｋ １００×１２５ 小島製作所 排水集合管　コアジョイント ＬＪＬ－Ｋ　１００×１２５ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013314010 耐火二層管排水継手アクロスジョイント ＸＪ １００×７５（Ｉ） フネンアクロス 排水集合管　アクロスジョイント ＸＪ１００×７５（Ｉ） 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013314020 耐火二層管排水継手アクロスジョイント ＸＪ １００×７５（Ｌ） フネンアクロス 排水集合管　アクロスジョイント ＸＪ１００×７５（Ｌ） 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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排水集合管―ブランド品― 5013314030 耐火二層管排水継手アクロスジョイント ＸＪ １００×７５（Ｔ） フネンアクロス 排水集合管　アクロスジョイント ＸＪ１００×７５（Ｔ） 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013314040 耐火二層管排水継手アクロスジョイント ＸＪ ７５×５０ フネンアクロス 排水集合管　アクロスジョイント ＸＪ７５×５０ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

排水集合管―ブランド品― 5013314050 耐火二層管排水継手アクロスジョイント 専用脚部エルボ　ＸＪ－Ｂ（Ｎ） １２５×１００ フネンアクロス 排水集合管　アクロスジョイント ＸＪ－Ｂ（Ｎ）　１２５×１００ 個 698 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

青銅製バルブ 5017011026 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　５Ｋ　１５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011028 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　５Ｋ　２０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011030 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　５Ｋ　２５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011032 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　５Ｋ　３２Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011034 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　５Ｋ　４０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011036 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　５Ｋ　５０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011038 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　５Ｋ　６５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011040 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　５Ｋ　８０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011058 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径８Ａ　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　８Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011060 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１０Ａ　３／８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　１０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011042 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　１５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011044 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　２０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011046 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　２５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011048 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　３２Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011050 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　４０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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青銅製バルブ 5017011052 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　５０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011054 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　６５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011056 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　８０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012026 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　１５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012028 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　２０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012030 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　２５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012032 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　３２Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012034 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　４０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012036 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　５０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012038 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　６５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012040 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　８０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012042 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　１５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012044 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　２０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012046 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　２５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012048 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　３２Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012050 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　４０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012052 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　５０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012054 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　６５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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青銅製バルブ 5017012056 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　８０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017014030 青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径１０Ａ　３／８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　１０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017014014 青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　１５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017014016 青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　２０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017014018 青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　２５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017014020 青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　３２Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017014022 青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　４０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017014024 青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 青銅製バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　５０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017014026 青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ相当品 青銅製バルブ　ＪＩＳ相当品 チェッキ　１０Ｋ　６５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017014028 青銅製バルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ相当品 青銅製バルブ　ＪＩＳ相当品 チェッキ　１０Ｋ　８０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017016002 青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　１５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017016004 青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　２０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017016006 青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　２５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017016008 青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　３２Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017016010 青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　４０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017016012 青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　５０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017016014 青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　６５Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017016016 青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　８０Ａ 個 699 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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鋳鉄製バルブ 5017021014 鋳鉄製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　４０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017021016 鋳鉄製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017021002 鋳鉄製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　６５Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017021004 鋳鉄製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　８０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017021006 鋳鉄製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　１００Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017021008 鋳鉄製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　１２５Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017021010 鋳鉄製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　１５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017021012 鋳鉄製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　２００Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022080 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （５Ｋ・外ねじ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　外ねじ　５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022034 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （５Ｋ・外ねじ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　外ねじ　６５Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022036 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （５Ｋ・外ねじ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　外ねじ　８０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022038 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （５Ｋ・外ねじ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　外ねじ　１００Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022040 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （５Ｋ・外ねじ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　外ねじ　１２５Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022042 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （５Ｋ・外ねじ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　外ねじ　１５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022044 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （５Ｋ・外ねじ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　外ねじ　２００Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022046 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （５Ｋ・外ねじ） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　外ねじ　２５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022082 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　外ねじ　５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022048
鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３
１

鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　外ねじ　６５Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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鋳鉄製バルブ 5017022050 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　外ねじ　８０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022052 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　外ねじ１００Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022054 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　外ねじ１２５Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022056 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　外ねじ１５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022058 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　外ねじ２００Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022060 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　外ねじ２５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022062 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径３００Ａ　１２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　外ねじ３００Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022084 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　内ねじ　５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022064
鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３
１

鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　内ねじ　６５Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022066 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　内ねじ　８０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022068 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　内ねじ１００Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022070 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　内ねじ１２５Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022072 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　内ねじ１５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022074 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　内ねじ２００Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022076 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　内ねじ２５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017022078 鋳鉄製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径３００Ａ　１２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　内ねじ３００Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017024016 鋳鉄製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017024002 鋳鉄製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　６５Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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鋳鉄製バルブ 5017024004 鋳鉄製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　８０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017024006 鋳鉄製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　１００Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017024008 鋳鉄製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　１２５Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017024010 鋳鉄製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　１５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017024012 鋳鉄製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　２００Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017024014 鋳鉄製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ ＪＩＳ相当品 鋳鉄製バルブ　ＪＩＳ相当品 チェッキ　１０Ｋ　２５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017026018 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１０Ａ　３／８Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　１０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017026020 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　１５Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017026022 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　２０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017026024 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　２５Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017026026 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　３２Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017026028 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　４０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017026000 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017026002 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　６５Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017026004 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　８０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017026006 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ１００Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017026008 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ１２５Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017026010 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ１５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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鋳鉄製バルブ 5017026012 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ２００Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017026014 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ２５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017026016 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径３００Ａ　１２Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ３００Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017026030 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径３５０Ａ　１４Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ３５０Ａ 個 700 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017031002
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ（玉形弁） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３
１

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ　１０Ｋ　６５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017031004 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ（玉形弁） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ　１０Ｋ　８０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017031006 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ（玉形弁） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ　１０Ｋ　１００Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017031008 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ（玉形弁） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ　１０Ｋ　１２５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017031010 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ（玉形弁） （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ　１０Ｋ　１５０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017031012 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ（玉形弁） （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ストップ　１０Ｋ　２００Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017032020 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート　５Ｋ　６５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017032022 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート　５Ｋ　８０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017032024 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート　５Ｋ　１００Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017032026 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート　５Ｋ　１２５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017032028 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート　５Ｋ　１５０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017032030 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート　５Ｋ　２００Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017032032 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート　５Ｋ　２５０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017032018 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート　１０Ｋ　５０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017032002 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート　１０Ｋ　６５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017032004 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート　１０Ｋ　８０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017032006 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート　１０Ｋ　１００Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017032008 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート　１０Ｋ　１２５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017032010 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート　１０Ｋ　１５０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017032012 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート　１０Ｋ　２００Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017032014 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート　１０Ｋ　２５０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017032016 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径３００Ａ　１２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ ゲート　１０Ｋ　３００Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017033002
鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０
３１

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ　１０Ｋ　６５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017033004 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ　１０Ｋ　８０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017033006 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ　１０Ｋ　１００Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017033008 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ　１０Ｋ　１２５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017033010 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ　１０Ｋ　１５０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017033012 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０３１ 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ チェッキ　１０Ｋ　２００Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017034002 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　６５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017034004 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　８０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017034006 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ１００Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017034008 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ１２５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017034010 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ１５０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017034012 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ２００Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製ナイロンライニングバルブ 5017034014 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製ナイロンライニングバルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ２５０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017071002 青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ゲート　５Ｋ　１５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017071004 青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ゲート　５Ｋ　２０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017071006 青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ゲート　５Ｋ　２５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017071008 青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ゲート　５Ｋ　３２Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017071010 青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ゲート　５Ｋ　４０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017071012 青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （５Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ゲート　５Ｋ　５０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017071014 青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ゲート　１０Ｋ　１５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017071016 青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ゲート　１０Ｋ　２０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017071018 青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ゲート　１０Ｋ　２５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017071020 青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ゲート　１０Ｋ　３２Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017071022 青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ゲート　１０Ｋ　４０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017071024 青銅製管端コア付きバルブ ゲート（仕切弁） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ゲート　１０Ｋ　５０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017072002 青銅製管端コア付きバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ チェッキ　１０Ｋ　１５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017072004 青銅製管端コア付きバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ チェッキ　１０Ｋ　２０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017072006 青銅製管端コア付きバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ チェッキ　１０Ｋ　２５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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青銅製管端コア付きバルブ 5017072008 青銅製管端コア付きバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ チェッキ　１０Ｋ　３２Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017072010 青銅製管端コア付きバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ チェッキ　１０Ｋ　４０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017072012 青銅製管端コア付きバルブ チェッキ（逆止め弁） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ チェッキ　１０Ｋ　５０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017073002 青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　１５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017073004 青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　２０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017073006 青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　２５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017073008 青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　３２Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017073010 青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　４０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017073012 青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　５０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017074002 青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ　１０Ｋ　１５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017074004 青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ　１０Ｋ　２０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017074006 青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ　１０Ｋ　２５Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017074008 青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ　１０Ｋ　３２Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017074010 青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ　１０Ｋ　４０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製管端コア付きバルブ 5017074012 青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＶ５ 青銅製管端コア付きバルブ ボールバルブ　１０Ｋ　５０Ａ 個 701 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017091005
青銅製バルブ（給水用） ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１０Ａ　３／８Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１
１

給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　１０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017091010
青銅製バルブ（給水用） ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１
１

給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　１５Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017091015
青銅製バルブ（給水用） ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１
１

給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　２０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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青銅製バルブ（給水用） 5017091020 青銅製バルブ（給水用） ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　２５Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017091025
青銅製バルブ（給水用） ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２
０１１

給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　３２Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017091030
青銅製バルブ（給水用） ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２
０１１

給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　４０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017091035 青銅製バルブ（給水用） ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ストップ　１０Ｋ　５０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017092005 青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　１５Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017092010 青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　２０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017092015 青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　２５Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017092020
青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１
１

給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　３２Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017092025
青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１
１

給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　４０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017092030 青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （５Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　５Ｋ　５０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017092205 青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　１５Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017092210 青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　２０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017092215 青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　２５Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017092220
青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０
１１

給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　３２Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017092225
青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０
１１

給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　４０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017092230 青銅製バルブ（給水用） ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０１１ 給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 ゲート　１０Ｋ　５０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017093005
青銅製バルブ（給水用） チェッキ（スイング）（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１０Ａ　３／８Ｂ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２０１１

給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　１０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017093010
青銅製バルブ（給水用） チェッキ（スイング）（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２０１１

給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　１５Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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青銅製バルブ（給水用） 5017093015
青銅製バルブ（給水用） チェッキ（スイング）（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２０１１

給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　２０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017093020
青銅製バルブ（給水用） チェッキ（スイング）（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ
Ｂ　２０１１

給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　２５Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017093025
青銅製バルブ（給水用） チェッキ（スイング）（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ
ＪＩＳ　Ｂ　２０１１

給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　３２Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017093030
青銅製バルブ（給水用） チェッキ（スイング）（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ
ＪＩＳ　Ｂ　２０１１

給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　４０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017093035
青銅製バルブ（給水用） チェッキ（スイング）（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ
Ｂ　２０１１

給水用青銅バルブ　ＪＩＳ型 チェッキ　１０Ｋ　５０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017094005 青銅製バルブ（給水用） Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 給水用青銅バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　１５Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017094010 青銅製バルブ（給水用） Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ規格外 給水用青銅バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　２０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017094015 青銅製バルブ（給水用） Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ規格外 給水用青銅バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　２５Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017094020 青銅製バルブ（給水用） Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ規格外 給水用青銅バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　３２Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017094025 青銅製バルブ（給水用） Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 給水用青銅バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　４０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ（給水用） 5017094030 青銅製バルブ（給水用） Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ規格外 給水用青銅バルブ Ｙ形ストレーナ　１０Ｋ　５０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080502 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ ねじ込み　１０Ｋ　１５Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080504 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ ねじ込み　１０Ｋ　２０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080506 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ ねじ込み　１０Ｋ　２５Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080508 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ ねじ込み　１０Ｋ　３２Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080510 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ ねじ込み　１０Ｋ　４０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080512 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ ねじ込み　１０Ｋ　５０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080542
ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（建築設備用） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＶ８
－１

ステンレス製ゲートバルブ フランジ１０Ｋ建築設備　６５Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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ステンレス製バルブ 5017080544 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（建築設備用） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ１０Ｋ建築設備　８０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080546 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（建築設備用） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ１０Ｋ建築設備１００Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080548 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（建築設備用） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ１０Ｋ建築設備１２５Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080550 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（建築設備用） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ１０Ｋ建築設備１５０Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080552 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（建築設備用） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ１０Ｋ建築設備２００Ａ 個 702 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080570 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　６５Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080572 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　８０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080574 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ　１０Ｋ　一般１００Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080576 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ　１０Ｋ　一般１２５Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080578 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ　１０Ｋ　一般１５０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080580 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ　１０Ｋ　一般２００Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080582 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ　１０Ｋ　一般２５０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080584 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径３００Ａ　１２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ　１０Ｋ　一般３００Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081002 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ねじ込み　１０Ｋ　１５Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081004 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ねじ込み　１０Ｋ　２０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081006 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ねじ込み　１０Ｋ　２５Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081008 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ねじ込み　１０Ｋ　３２Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081010 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ねじ込み　１０Ｋ　４０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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ステンレス製バルブ 5017081012 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ねじ込み　１０Ｋ　５０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081042
ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＶ８
－１

ステンレス製チェッキバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　６５Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081044 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　８０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081046 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ フランジ　１０Ｋ　一般１００Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081048 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ フランジ　１０Ｋ　一般１２５Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081050 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ フランジ　１０Ｋ　一般１５０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081052 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ フランジ　１０Ｋ　一般２００Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081054 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ フランジ　１０Ｋ　一般２５０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081056 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径３００Ａ　１２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ フランジ　１０Ｋ　一般３００Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081070 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ウエハー） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ウエハー　１０Ｋ　６５Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081072 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ウエハー） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ウエハー　１０Ｋ　８０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081074 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ウエハー） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ウエハー　１０Ｋ　１００Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081076 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ウエハー） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ウエハー　１０Ｋ　１２５Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081078 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ウエハー） （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ウエハー　１０Ｋ　１５０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081080 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ウエハー） （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ウエハー　１０Ｋ　２００Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081082 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ウエハー） （１０Ｋ） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ウエハー　１０Ｋ　２５０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081084 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ウエハー） （１０Ｋ） 呼び径３００Ａ　１２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ウエハー　１０Ｋ　３００Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081502 ステンレス製バルブ ボール（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ ねじ込み　１０Ｋ　１５Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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ステンレス製バルブ 5017081504 ステンレス製バルブ ボール（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ ねじ込み　１０Ｋ　２０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081506 ステンレス製バルブ ボール（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ ねじ込み　１０Ｋ　２５Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081508 ステンレス製バルブ ボール（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ ねじ込み　１０Ｋ　３２Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081510 ステンレス製バルブ ボール（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ ねじ込み　１０Ｋ　４０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081512 ステンレス製バルブ ボール（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ ねじ込み　１０Ｋ　５０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081542 ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ フランジ　１０Ｋ　６５Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081544 ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ フランジ　１０Ｋ　８０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081546 ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ フランジ　１０Ｋ　１００Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081548 ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ フランジ　１０Ｋ　１２５Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081550 ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ フランジ　１０Ｋ　１５０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081552 ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ フランジ　１０Ｋ　２００Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082002 ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＶ８－２ ステンレス製Ｙ形ストレーナ ねじ込み　１０Ｋ　１５Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082004 ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＶ８－２ ステンレス製Ｙ形ストレーナ ねじ込み　１０Ｋ　２０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082006 ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＶ８－２ ステンレス製Ｙ形ストレーナ ねじ込み　１０Ｋ　２５Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082008 ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＶ８－２ ステンレス製Ｙ形ストレーナ ねじ込み　１０Ｋ　３２Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082010 ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＶ８－２ ステンレス製Ｙ形ストレーナ ねじ込み　１０Ｋ　４０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082012 ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＶ８－２ ステンレス製Ｙ形ストレーナ ねじ込み　１０Ｋ　５０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082042 ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＶ８－２ ステンレス製Ｙ形ストレーナ フランジ　１０Ｋ　６５Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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ステンレス製バルブ 5017082044 ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＶ８－２ ステンレス製Ｙ形ストレーナ フランジ　１０Ｋ　８０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082046 ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＶ８－２ ステンレス製Ｙ形ストレーナ フランジ　１０Ｋ　１００Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082048 ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＶ８－２ ステンレス製Ｙ形ストレーナ フランジ　１０Ｋ　１２５Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082050 ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＶ８－２ ステンレス製Ｙ形ストレーナ フランジ　１０Ｋ　１５０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082052 ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＶ８－２ ステンレス製Ｙ形ストレーナ フランジ　１０Ｋ　２００Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082054 ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ ＪＶ８－２ ステンレス製Ｙ形ストレーナ フランジ　１０Ｋ　２５０Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082056 ステンレス製バルブ Ｙ形ストレーナ（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径３００Ａ　１２Ｂ ＪＶ８－２ ステンレス製Ｙ形ストレーナ フランジ　１０Ｋ　３００Ａ 個 703 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045005 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　ねじ込み１０Ｋ１５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045010 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　ねじ込み１０Ｋ２０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045015 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　ねじ込み１０Ｋ２５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045020
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径３２Ａ　１　１／４
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　ねじ込み１０Ｋ３２Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045025
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径４０Ａ　１　１／２
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　ねじ込み１０Ｋ４０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045030 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　ねじ込み１０Ｋ５０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045035 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　フランジ１０Ｋ１５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045040 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　フランジ１０Ｋ２０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045045 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　フランジ１０Ｋ２５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045050
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径３２Ａ　１　１／４
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　フランジ１０Ｋ３２Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045055
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径４０Ａ　１　１／２
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　フランジ１０Ｋ４０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045060 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　フランジ１０Ｋ５０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045065
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径６５Ａ　２　１／２
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　フランジ１０Ｋ６５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045070 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　フランジ１０Ｋ８０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045075 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップフランジ１０Ｋ１００Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045080 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップフランジ１０Ｋ１２５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045085 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップフランジ１０Ｋ１５０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045090 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップフランジ１０Ｋ２００Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045205 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　ねじ込み１６Ｋ１５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045210 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　ねじ込み１６Ｋ２０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045215 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　ねじ込み１６Ｋ２５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045220
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径３２Ａ　１　１／４
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　ねじ込み１６Ｋ３２Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045225
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径４０Ａ　１　１／２
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　ねじ込み１６Ｋ４０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045230 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（ねじ込み） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　ねじ込み１６Ｋ５０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045235 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　フランジ１６Ｋ１５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045240 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　フランジ１６Ｋ２０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045245 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　フランジ１６Ｋ２５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045250
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径３２Ａ　１　１／４
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　フランジ１６Ｋ３２Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045255
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径４０Ａ　１　１／２
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　フランジ１６Ｋ４０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045260 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　フランジ１６Ｋ５０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045265
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径６５Ａ　２　１／２
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　フランジ１６Ｋ６５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045270 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップ　フランジ１６Ｋ８０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045275 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップフランジ１６Ｋ１００Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045280 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップフランジ１６Ｋ１２５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045285 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップフランジ１６Ｋ１５０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017045290 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ストップフランジ１６Ｋ２００Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046105 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　ねじ込み　１０Ｋ１５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046110 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　ねじ込み　１０Ｋ２０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046115 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　ねじ込み　１０Ｋ２５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046120 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　ねじ込み　１０Ｋ３２Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046125 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　ねじ込み　１０Ｋ４０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046130 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　ねじ込み　１０Ｋ５０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046035 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ　１０Ｋ１５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046040 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ　１０Ｋ２０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046045 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ　１０Ｋ２５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046050 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ　１０Ｋ３２Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046055 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ　１０Ｋ４０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046060 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・内ねじ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ　１０Ｋ５０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046065 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ　１０Ｋ６５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046070 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ　１０Ｋ８０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046075 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ１０Ｋ１００Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046080 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ１０Ｋ１２５Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046085 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ１０Ｋ１５０Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046090 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ１０Ｋ２００Ａ 個 704 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046205 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　ねじ込み　１６Ｋ１５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046210 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　ねじ込み　１６Ｋ２０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046215 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　ねじ込み　１６Ｋ２５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046220 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　ねじ込み　１６Ｋ３２Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046225 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　ねじ込み　１６Ｋ４０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046230 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　ねじ込み　１６Ｋ５０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046235 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ　１６Ｋ１５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046240 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ　１６Ｋ２０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046245 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ　１６Ｋ２５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046250 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ　１６Ｋ３２Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046255 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ　１６Ｋ４０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046260 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・内ねじ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ　１６Ｋ５０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046265 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ　１６Ｋ６５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046270 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ　１６Ｋ８０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046275 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ１６Ｋ１００Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046280 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ１６Ｋ１２５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046285 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ１６Ｋ１５０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046290 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１６Ｋ・外ねじ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ１６Ｋ２００Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047005
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　ねじ込み１０Ｋ１５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047010
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　ねじ込み１０Ｋ２０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047015 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　ねじ込み１０Ｋ２５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047020
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１
／４Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　ねじ込み１０Ｋ３２Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047025
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１
／２Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　ねじ込み１０Ｋ４０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047030 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　ねじ込み１０Ｋ５０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047035
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　フランジ１０Ｋ１５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047040
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　フランジ１０Ｋ２０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047045 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　フランジ１０Ｋ２５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047050
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１
／４Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　フランジ１０Ｋ３２Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047055
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１
／２Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　フランジ１０Ｋ４０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047060 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　フランジ１０Ｋ５０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047065
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２
１／２Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　フランジ１０Ｋ６５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047070 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　フランジ１０Ｋ８０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047075
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ　４
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキフランジ１０Ｋ１００Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047080
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキフランジ１０Ｋ１２５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047085
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキフランジ１０Ｋ１５０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047090
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ　８
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキフランジ１０Ｋ２００Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047205
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１６Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　ねじ込み１６Ｋ１５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047210
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１６Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　ねじ込み１６Ｋ２０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047215 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１６Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　ねじ込み１６Ｋ２５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047220
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１６Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１
／４Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　ねじ込み１６Ｋ３２Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047225
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１６Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１
／２Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　ねじ込み１６Ｋ４０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047230 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（ねじ込み） （１６Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　ねじ込み１６Ｋ５０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047235
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ） （１６Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　フランジ１６Ｋ１５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047240
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ） （１６Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　フランジ１６Ｋ２０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047245 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ） （１６Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　フランジ１６Ｋ２５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047250
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ） （１６Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１
／４Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　フランジ１６Ｋ３２Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047255
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ） （１６Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１
／２Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　フランジ１６Ｋ４０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047260 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（リフト）（フランジ） （１６Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　フランジ１６Ｋ５０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047265
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ） （１６Ｋ） 呼び径６５Ａ　２
１／２Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　フランジ１６Ｋ６５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047270 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ） （１６Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキ　フランジ１６Ｋ８０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047275
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ） （１６Ｋ） 呼び径１００Ａ　４
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキフランジ１６Ｋ１００Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047280
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ） （１６Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキフランジ１６Ｋ１２５Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047285
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ） （１６Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキフランジ１６Ｋ１５０Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047290
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ） （１６Ｋ） 呼び径２００Ａ　８
Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキフランジ１６Ｋ２００Ａ 個 705 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061038 バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径５０Ａ バタフライバルブ　結露対策品 ＥＰＤＭ　５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061040 バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径６５Ａ バタフライバルブ　結露対策品 ＥＰＤＭ　６５Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061042 バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径８０Ａ バタフライバルブ　結露対策品 ＥＰＤＭ　８０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061044 バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１００Ａ バタフライバルブ　結露対策品 ＥＰＤＭ　１００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061046 バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１２５Ａ バタフライバルブ　結露対策品 ＥＰＤＭ　１２５Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061048 バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１５０Ａ バタフライバルブ　結露対策品 ＥＰＤＭ　１５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061050 バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径２００Ａ バタフライバルブ　結露対策品 ＥＰＤＭ　２００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061052 バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径２５０Ａ バタフライバルブ　結露対策品 ＥＰＤＭ　２５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061054 バタフライバルブ 結露防止対策品（ＡＤＣ又はＳＵＳ） シート材質ＥＰＤＭ 呼び径３００Ａ バタフライバルブ　結露対策品 ＥＰＤＭ　３００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060802 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径５０Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＮＢＲ　５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060804 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径６５Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＮＢＲ　６５Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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バタフライバルブ 5017060806 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径８０Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＮＢＲ　８０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060808 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径１００Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＮＢＲ　１００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060810 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径１２５Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＮＢＲ　１２５Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060812 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径１５０Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＮＢＲ　１５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060814 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径２００Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＮＢＲ　２００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060816 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径２５０Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＮＢＲ　２５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060818 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径３００Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＮＢＲ　３００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060820 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径５０Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＥＰＤＭ　５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060822 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径６５Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＥＰＤＭ　６５Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060824 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径８０Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＥＰＤＭ　８０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060826 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１００Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＥＰＤＭ　１００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060828 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１２５Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＥＰＤＭ　１２５Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060830 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１５０Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＥＰＤＭ　１５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060832 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径２００Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＥＰＤＭ　２００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060834 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径２５０Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＥＰＤＭ　２５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017060836 バタフライバルブ １０Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径３００Ａ バタフライバルブ　１０Ｋタイプ ＥＰＤＭ　３００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061220 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＮＢＲ 呼び径５０Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＮＢＲ　５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061222 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＮＢＲ 呼び径６５Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＮＢＲ　６５Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ
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バタフライバルブ 5017061224 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＮＢＲ 呼び径８０Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＮＢＲ　８０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061226 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＮＢＲ 呼び径１００Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＮＢＲ　１００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061228 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＮＢＲ 呼び径１２５Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＮＢＲ　１２５Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061230 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＮＢＲ 呼び径１５０Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＮＢＲ　１５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061232 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＮＢＲ 呼び径２００Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＮＢＲ　２００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061234 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＮＢＲ 呼び径２５０Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＮＢＲ　２５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061236 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＮＢＲ 呼び径３００Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＮＢＲ　３００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061238 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＥＰＤＭ 呼び径５０Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＥＰＤＭ　５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061240 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＥＰＤＭ 呼び径６５Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＥＰＤＭ　６５Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061242 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＥＰＤＭ 呼び径８０Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＥＰＤＭ　８０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061244 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１００Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＥＰＤＭ　１００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061246 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１２５Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＥＰＤＭ　１２５Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061248 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１５０Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＥＰＤＭ　１５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061250 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＥＰＤＭ 呼び径２００Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＥＰＤＭ　２００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061252 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＥＰＤＭ 呼び径２５０Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＥＰＤＭ　２５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061254 バタフライバルブ ナイロンライニング製品 シート材質ＥＰＤＭ 呼び径３００Ａ バタフライバルブ　ナイロン ＥＰＤＭ　３００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061338 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径５０Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＮＢＲ　５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061340 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径６５Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＮＢＲ　６５Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

2484 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

バタフライバルブ 5017061342 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径８０Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＮＢＲ　８０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061344 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径１００Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＮＢＲ　１００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061346 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径１２５Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＮＢＲ　１２５Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061348 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径１５０Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＮＢＲ　１５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061350 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径２００Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＮＢＲ　２００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061352 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径２５０Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＮＢＲ　２５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061354 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＮＢＲ 呼び径３００Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＮＢＲ　３００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061356 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径５０Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＥＰＤＭ　５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061358 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径６５Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＥＰＤＭ　６５Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061360 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径８０Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＥＰＤＭ　８０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061362 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１００Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＥＰＤＭ　１００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061364 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１２５Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＥＰＤＭ　１２５Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061365 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径１５０Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＥＰＤＭ　１５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061366 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径２００Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＥＰＤＭ　２００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061368 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径２５０Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＥＰＤＭ　２５０Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

バタフライバルブ 5017061370 バタフライバルブ １６Ｋタイプ シート材質ＥＰＤＭ 呼び径３００Ａ バタフライバルブ　１６Ｋタイプ ＥＰＤＭ　３００Ａ 個 706 ○ ○ 5017 配管用バルブ

配管用防食材 5022020502 配管用防食材 防食テープ（ペトロラタム系） 厚１．１ｍｍ×幅５０ｍｍ×長１０ｍ 配管防食テープ　ペトロラタム系 １．１×５０ｍｍ×１０ｍ ｍ 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用防食材 5022020504 配管用防食材 防食テープ（ペトロラタム系） 厚１．１ｍｍ×幅１００ｍｍ×長１０ｍ 配管防食テープ　ペトロラタム系 １．１×１００ｍｍ×１０ｍ ｍ 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材
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配管用防食材 5022020506 配管用防食材 防食テープ（ペトロラタム系） 厚１．１ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長１０ｍ 配管防食テープ　ペトロラタム系 １．１×１５０ｍｍ×１０ｍ ｍ 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用防食材 5022020508 配管用防食材 防食テープ（ペトロラタム系） 厚１．１ｍｍ×幅２００ｍｍ×長１０ｍ 配管防食テープ　ペトロラタム系 １．１×２００ｍｍ×１０ｍ ｍ 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用防食材 5022020518 配管用防食材 絶縁テープ（ブチルゴム系） 厚０．４ｍｍ×幅５０ｍｍ×長１０ｍ 配管用絶縁テープ　ブチルゴム系 ０．４×５０ｍｍ×１０ｍ ｍ 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用防食材 5022020520 配管用防食材 絶縁テープ（ブチルゴム系） 厚０．４ｍｍ×幅１００ｍｍ×長１０ｍ 配管用絶縁テープ　ブチルゴム系 ０．４×１００ｍｍ×１０ｍ ｍ 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用防食材 5022020522 配管用防食材 絶縁テープ（ブチルゴム系） 厚０．４ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長１０ｍ 配管用絶縁テープ　ブチルゴム系 ０．４×１５０ｍｍ×１０ｍ ｍ 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用防食材 5022020524 配管用防食材 絶縁テープ（ブチルゴム系） 厚０．４ｍｍ×幅２００ｍｍ×長１０ｍ 配管用絶縁テープ　ブチルゴム系 ０．４×２００ｍｍ×１０ｍ ｍ 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用防食材 5022021002 配管用防食材 プラスチックテープ 厚０．４ｍｍ×幅２５ｍｍ×長１０ｍ 配管用プラスチックテープ ０．４×２５ｍｍ×１０ｍ ｍ 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用防食材 5022021004 配管用防食材 プラスチックテープ 厚０．４ｍｍ×幅５０ｍｍ×長１０ｍ 配管用プラスチックテープ ０．４×５０ｍｍ×１０ｍ ｍ 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用防食材 5022021006 配管用防食材 プラスチックテープ 厚０．４ｍｍ×幅７５ｍｍ×長１０ｍ 配管用プラスチックテープ ０．４×７５ｍｍ×１０ｍ ｍ 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用防食材 5022021008 配管用防食材 プラスチックテープ 厚０．４ｍｍ×幅１００ｍｍ×長１０ｍ 配管用プラスチックテープ ０．４×１００ｍｍ×１０ｍ ｍ 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用防食材 5022021010 配管用防食材 プラスチックテープ 厚０．４ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長１０ｍ 配管用プラスチックテープ ０．４×１５０ｍｍ×１０ｍ ｍ 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用防食材 5022021012 配管用防食材 プラスチックテープ 厚０．４ｍｍ×幅２００ｍｍ×長１０ｍ 配管用プラスチックテープ ０．４×２００ｍｍ×１０ｍ ｍ 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用防食材 5022022002 配管用防食材 防食用プライマー ペトロラタム系 配管用防食用プライマー ペトロラタム系 ｋｇ 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用防食材 5022022004 配管用防食材 防食用プライマー ブチルゴム系 配管用防食用プライマー ブチルゴム系 ｋｇ 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類 5022014002
配管用支持金具類 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編） 合成樹脂製支持受け 呼び径１５Ａ
台型支持受け

合成樹脂製支持受け １５Ａ　台型支持受け 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類 5022014004
配管用支持金具類 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編） 合成樹脂製支持受け 呼び径２０Ａ
台型支持受け

合成樹脂製支持受け ２０Ａ　台型支持受け 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類 5022014006
配管用支持金具類 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編） 合成樹脂製支持受け 呼び径２５Ａ
台型支持受け

合成樹脂製支持受け ２５Ａ　台型支持受け 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類 5022014008
配管用支持金具類 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編） 合成樹脂製支持受け 呼び径３２Ａ
台型支持受け

合成樹脂製支持受け ３２Ａ　台型支持受け 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材
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配管用支持金具類 5022014010
配管用支持金具類 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編） 合成樹脂製支持受け 呼び径４０Ａ
台型支持受け

合成樹脂製支持受け ４０Ａ　台型支持受け 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類 5022014012
配管用支持金具類 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編） 合成樹脂製支持受け 呼び径５０Ａ
台型支持受け

合成樹脂製支持受け ５０Ａ　台型支持受け 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類 5022014014
配管用支持金具類 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編） 合成樹脂製支持受け 呼び径６５Ａ
台型支持受け

合成樹脂製支持受け ６５Ａ　台型支持受け 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類 5022014016
配管用支持金具類 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編） 合成樹脂製支持受け 呼び径８０（７
５）Ａ 台型支持受け

合成樹脂製支持受け ８０（７５）Ａ　台型支持受け 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類 5022014018
配管用支持金具類 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編） 合成樹脂製支持受け 呼び径１００Ａ
台型支持受け

合成樹脂製支持受け １００Ａ　台型支持受け 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類 5022014020
配管用支持金具類 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編） 合成樹脂製支持受け 呼び径１２５Ａ
台型支持受け

合成樹脂製支持受け １２５Ａ　台型支持受け 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類 5022014022
配管用支持金具類 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編） 合成樹脂製支持受け 呼び径１５０Ａ
台型支持受け

合成樹脂製支持受け １５０Ａ　台型支持受け 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類 5022014024
配管用支持金具類 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編） 合成樹脂製支持受け 呼び径２００Ａ
台型支持受け

合成樹脂製支持受け ２００Ａ　台型支持受け 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類 5022014026
配管用支持金具類 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編） 合成樹脂製支持受け 呼び径２５０Ａ
台型支持受け

合成樹脂製支持受け ２５０Ａ　台型支持受け 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類 5022014028
配管用支持金具類 国土交通省規格（公共建築工事標準仕様書－機械設備工事編） 合成樹脂製支持受け 呼び径３００Ａ
台型支持受け

合成樹脂製支持受け ３００Ａ　台型支持受け 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011002 配管用支持金具類 吊バンド 呼び径１５Ａ 吊タン付き アカギ 配管用吊バンド 吊タン付　１５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011018 配管用支持金具類 吊バンド 呼び径２０Ａ 吊タン付き アカギ 配管用吊バンド 吊タン付　２０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011034 配管用支持金具類 吊バンド 呼び径２５Ａ 吊タン付き アカギ 配管用吊バンド 吊タン付　２５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011050 配管用支持金具類 吊バンド 呼び径３２Ａ 吊タン付き アカギ 配管用吊バンド 吊タン付　３２Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011066 配管用支持金具類 吊バンド 呼び径４０Ａ 吊タン付き アカギ 配管用吊バンド 吊タン付　４０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011082 配管用支持金具類 吊バンド 呼び径５０Ａ 吊タン付き アカギ 配管用吊バンド 吊タン付　５０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011098 配管用支持金具類 吊バンド 呼び径６５Ａ 吊タン付き アカギ 配管用吊バンド 吊タン付　６５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011114 配管用支持金具類 吊バンド 呼び径８０（７５）Ａ 吊タン付き アカギ 配管用吊バンド 吊タン付　８０（７５）Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材
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配管用支持金具類―ブランド品― 5022011130 配管用支持金具類 吊バンド 呼び径１００Ａ 吊タン付き アカギ 配管用吊バンド 吊タン付　１００Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011146 配管用支持金具類 吊バンド 呼び径１２５Ａ 吊タン付き アカギ 配管用吊バンド 吊タン付　１２５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011162 配管用支持金具類 吊バンド 呼び径１５０Ａ 吊タン付き アカギ 配管用吊バンド 吊タン付　１５０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011178 配管用支持金具類 吊バンド 呼び径２００Ａ 吊タン付き アカギ 配管用吊バンド 吊タン付　２００Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011194 配管用支持金具類 吊バンド 呼び径２５０Ａ 吊タン付き アカギ 配管用吊バンド 吊タン付　２５０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011210 配管用支持金具類 吊バンド 呼び径３００Ａ 吊タン付き アカギ 配管用吊バンド 吊タン付　３００Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011004 配管用支持金具類 立バンド 呼び径１５Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用立バンド ＳＧＰ　立配管用　１５Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011020 配管用支持金具類 立バンド 呼び径２０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用立バンド ＳＧＰ　立配管用　２０Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011036 配管用支持金具類 立バンド 呼び径２５Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用立バンド ＳＧＰ　立配管用　２５Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011052 配管用支持金具類 立バンド 呼び径３２Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用立バンド ＳＧＰ　立配管用　３２Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011068 配管用支持金具類 立バンド 呼び径４０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用立バンド ＳＧＰ　立配管用　４０Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011084 配管用支持金具類 立バンド 呼び径５０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用立バンド ＳＧＰ　立配管用　５０Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011100 配管用支持金具類 立バンド 呼び径６５Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用立バンド ＳＧＰ　立配管用　６５Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011116 配管用支持金具類 立バンド 呼び径８０（７５）Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用立バンド　ＳＧＰ 立配管用　８０（７５）Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011132 配管用支持金具類 立バンド 呼び径１００Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用立バンド ＳＧＰ　立配管用１００Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011148 配管用支持金具類 立バンド 呼び径１２５Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用立バンド ＳＧＰ　立配管用１２５Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011164 配管用支持金具類 立バンド 呼び径１５０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用立バンド ＳＧＰ　立配管用１５０Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011180 配管用支持金具類 立バンド 呼び径２００Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用立バンド ＳＧＰ　立配管用２００Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材
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配管用支持金具類―ブランド品― 5022011196 配管用支持金具類 立バンド 呼び径２５０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用立バンド ＳＧＰ　立配管用２５０Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011212 配管用支持金具類 立バンド 呼び径３００Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用立バンド ＳＧＰ　立配管用３００Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011006 配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径１５Ａ ＳＧＰ　吊配管用 アカギ 配管用組式吊タン付 ＳＧＰ　吊配管用　１５Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011022 配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径２０Ａ ＳＧＰ　吊配管用 アカギ 配管用組式吊タン付 ＳＧＰ　吊配管用　２０Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011038 配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径２５Ａ ＳＧＰ　吊配管用 アカギ 配管用組式吊タン付 ＳＧＰ　吊配管用　２５Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011054 配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径３２Ａ ＳＧＰ　吊配管用 アカギ 配管用組式吊タン付 ＳＧＰ　吊配管用　３２Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011070 配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径４０Ａ ＳＧＰ　吊配管用 アカギ 配管用組式吊タン付 ＳＧＰ　吊配管用　４０Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011086 配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径５０Ａ ＳＧＰ　吊配管用 アカギ 配管用組式吊タン付 ＳＧＰ　吊配管用　５０Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011102 配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径６５Ａ ＳＧＰ　吊配管用 アカギ 配管用組式吊タン付 ＳＧＰ　吊配管用　６５Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011118 配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径８０（７５）Ａ ＳＧＰ　吊配管用 アカギ 配管用組式吊タン付　ＳＧＰ 吊配管用　８０（７５）Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011134 配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径１００Ａ ＳＧＰ　吊配管用 アカギ 配管用組式吊タン付 ＳＧＰ　吊配管用１００Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011150 配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径１２５Ａ ＳＧＰ　吊配管用 アカギ 配管用組式吊タン付 ＳＧＰ　吊配管用１２５Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011166 配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径１５０Ａ ＳＧＰ　吊配管用 アカギ 配管用組式吊タン付 ＳＧＰ　吊配管用１５０Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011182 配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径２００Ａ ＳＧＰ　吊配管用 アカギ 配管用組式吊タン付 ＳＧＰ　吊配管用２００Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011198 配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径２５０Ａ ＳＧＰ　吊配管用 アカギ 配管用組式吊タン付 ＳＧＰ　吊配管用２５０Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011214 配管用支持金具類 組式吊タン付き 呼び径３００Ａ ＳＧＰ　吊配管用 アカギ 配管用組式吊タン付 ＳＧＰ　吊配管用３００Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011008 配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径１５Ａ 吊式 アカギ 配管用組式ローラー 吊式　１５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011024 配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径２０Ａ 吊式 アカギ 配管用組式ローラー 吊式　２０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材
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配管用支持金具類―ブランド品― 5022011040 配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径２５Ａ 吊式 アカギ 配管用組式ローラー 吊式　２５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011056 配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径３２Ａ 吊式 アカギ 配管用組式ローラー 吊式　３２Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011072 配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径４０Ａ 吊式 アカギ 配管用組式ローラー 吊式　４０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011088 配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径５０Ａ 吊式 アカギ 配管用組式ローラー 吊式　５０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011104 配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径６５Ａ 吊式 アカギ 配管用組式ローラー 吊式　６５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011120 配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径８０（７５）Ａ 吊式 アカギ 配管用組式ローラー 吊式　８０（７５）Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011136 配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径１００Ａ 吊式 アカギ 配管用組式ローラー 吊式　１００Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011152 配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径１２５Ａ 吊式 アカギ 配管用組式ローラー 吊式　１２５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011168 配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径１５０Ａ 吊式 アカギ 配管用組式ローラー 吊式　１５０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011184 配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径２００Ａ 吊式 アカギ 配管用組式ローラー 吊式　２００Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011200 配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径２５０Ａ 吊式 アカギ 配管用組式ローラー 吊式　２５０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011216 配管用支持金具類 組式ローラー 呼び径３００Ａ 吊式 アカギ 配管用組式ローラー 吊式　３００Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011010 配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径１５Ａ 架台配管用 アカギ 配管用Ｕボルト 架台配管用　１５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011026 配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径２０Ａ 架台配管用 アカギ 配管用Ｕボルト 架台配管用　２０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011042 配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径２５Ａ 架台配管用 アカギ 配管用Ｕボルト 架台配管用　２５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011058 配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径３２Ａ 架台配管用 アカギ 配管用Ｕボルト 架台配管用　３２Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011074 配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径４０Ａ 架台配管用 アカギ 配管用Ｕボルト 架台配管用　４０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011090 配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径５０Ａ 架台配管用 アカギ 配管用Ｕボルト 架台配管用　５０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材
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配管用支持金具類―ブランド品― 5022011106 配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径６５Ａ 架台配管用 アカギ 配管用Ｕボルト 架台配管用　６５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011122 配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径８０（７５）Ａ 架台配管用 アカギ 配管用Ｕボルト 架台配管用８０（７５）Ａアガギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011138 配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径１００Ａ 架台配管用 アカギ 配管用Ｕボルト 架台配管用　１００Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011154 配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径１２５Ａ 架台配管用 アカギ 配管用Ｕボルト 架台配管用　１２５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011170 配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径１５０Ａ 架台配管用 アカギ 配管用Ｕボルト 架台配管用　１５０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011186 配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径２００Ａ 架台配管用 アカギ 配管用Ｕボルト 架台配管用　２００Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011202 配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径２５０Ａ 架台配管用 アカギ 配管用Ｕボルト 架台配管用　２５０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011218 配管用支持金具類 Ｕボルト 呼び径３００Ａ 架台配管用 アカギ 配管用Ｕボルト 架台配管用　３００Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011013 配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径１５Ａ 吊タン付き アカギ ステンレス吊バンド 吊タン付　１５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011029 配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径２０Ａ 吊タン付き アカギ ステンレス吊バンド 吊タン付　２０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011045 配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径２５Ａ 吊タン付き アカギ ステンレス吊バンド 吊タン付　２５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011061 配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径３２Ａ 吊タン付き アカギ ステンレス吊バンド 吊タン付　３２Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011077 配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径４０Ａ 吊タン付き アカギ ステンレス吊バンド 吊タン付　４０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011093 配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径５０Ａ 吊タン付き アカギ ステンレス吊バンド 吊タン付　５０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011109 配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径６５Ａ 吊タン付き アカギ ステンレス吊バンド 吊タン付　６５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011125 配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径８０（７５）Ａ 吊タン付き アカギ ステンレス吊バンド 吊タン付８０（７５）Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011141 配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径１００Ａ 吊タン付き アカギ ステンレス吊バンド 吊タン付　１００Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011157 配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径１２５Ａ 吊タン付き アカギ ステンレス吊バンド 吊タン付　１２５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材
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配管用支持金具類―ブランド品― 5022011173 配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径１５０Ａ 吊タン付き アカギ ステンレス吊バンド 吊タン付　１５０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011189 配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径２００Ａ 吊タン付き アカギ ステンレス吊バンド 吊タン付　２００Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011205 配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径２５０Ａ 吊タン付き アカギ ステンレス吊バンド 吊タン付　２５０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011221 配管用支持金具類 ステンレス吊バンド 呼び径３００Ａ 吊タン付き アカギ ステンレス吊バンド 吊タン付　３００Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011014 配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径１５Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用ステンレス立バンド ＳＧＰ　立配管用　１５Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011030 配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径２０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用ステンレス立バンド ＳＧＰ　立配管用　２０Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011046 配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径２５Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用ステンレス立バンド ＳＧＰ　立配管用　２５Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011062 配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径３２Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用ステンレス立バンド ＳＧＰ　立配管用　３２Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011078 配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径４０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用ステンレス立バンド ＳＧＰ　立配管用　４０Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011094 配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径５０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用ステンレス立バンド ＳＧＰ　立配管用　５０Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011110 配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径６５Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用ステンレス立バンド ＳＧＰ　立配管用　６５Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011126 配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径８０（７５）Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用ステンレス立バンドＳＧＰ 立配管用　８０（７５）Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011142 配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径１００Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用ステンレス立バンド ＳＧＰ　立配管用１００Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011158 配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径１２５Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用ステンレス立バンド ＳＧＰ　立配管用１２５Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011174 配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径１５０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用ステンレス立バンド ＳＧＰ　立配管用１５０Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011190 配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径２００Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用ステンレス立バンド ＳＧＰ　立配管用２００Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011206 配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径２５０Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用ステンレス立バンド ＳＧＰ　立配管用２５０Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011222 配管用支持金具類 ステンレス立バンド 呼び径３００Ａ ＳＧＰ　立配管用 アカギ 配管用ステンレス立バンド ＳＧＰ　立配管用３００Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材
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配管用支持金具類―ブランド品― 5022011016 配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径１５Ａ バンド本体 アカギ 配管用ＰＰ吊バンド バンド本体　１５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011032 配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径２０Ａ バンド本体 アカギ 配管用ＰＰ吊バンド バンド本体　２０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011048 配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径２５Ａ バンド本体 アカギ 配管用ＰＰ吊バンド バンド本体　２５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011064 配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径３２Ａ バンド本体 アカギ 配管用ＰＰ吊バンド バンド本体　３２Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011080 配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径４０Ａ バンド本体 アカギ 配管用ＰＰ吊バンド バンド本体　４０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011096 配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径５０Ａ バンド本体 アカギ 配管用ＰＰ吊バンド バンド本体　５０Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011112 配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径６５Ａ バンド本体 アカギ 配管用ＰＰ吊バンド バンド本体　６５Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011128 配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径８０（７５）Ａ バンド本体 アカギ 配管用ＰＰ吊バンド バンド本体８０（７５）Ａアカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

配管用支持金具類―ブランド品― 5022011144 配管用支持金具類 ＰＰ吊バンド 呼び径１００Ａ バンド本体 アカギ 配管用ＰＰ吊バンド バンド本体　１００Ａ　アカギ 個 707 ○ ○ 5022 配管用保護・支持材

排煙濃度計―ブランド品― 5019101002 排煙濃度計 Ｓ３０００－０ ノンサンプリング光透過式，投光器・受光器付き，ファン無し 東洋制御 排煙濃度計 Ｓ３０００－０　ファン無し 台 707 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

排煙濃度計―ブランド品― 5019101006 排煙濃度計 Ｓ４０００－０ ノンサンプリング光透過式，投光器・受光器付き，ファン無し 東洋制御 排煙濃度計 Ｓ４０００－０　ファン無し 台 707 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

排煙濃度計―ブランド品― 5019101004 排煙濃度計 Ｓ３０００－１ ノンサンプリング光透過式，投光器・受光器付き，ファン付き（１５０Ｐａ） 東洋制御 排煙濃度計 Ｓ３０００－１　ファン付き 台 707 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

排煙濃度計―ブランド品― 5019101008 排煙濃度計 Ｓ４０００－１ ノンサンプリング光透過式，投光器・受光器付き，ファン付き（１５０Ｐａ） 東洋制御 排煙濃度計 Ｓ４０００－１　ファン付き 台 707 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

地震感知器―ブランド品― 5019111002 地震感知器 Ｖ－７２５ 作動方式：磁石式，設定水平加速度：１００～１７０Ｇａｌ アズビル 地震感知器 Ｖ－７２５　磁石式 台 707 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050003 計器類 圧力計 ０．１０Ｍｐａ　φ６０　１．６級　Ａ形 圧力計　０．１ＭＰａ 径６０　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050004 計器類 圧力計 ０．１０Ｍｐａ　φ７５　１．６級　Ａ形 圧力計　０．１ＭＰａ 径７５　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050006 計器類 圧力計 ０．１０ＭＰａ　φ１００　１．６級　Ａ形 圧力計　０．１ＭＰａ 径１００　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050008 計器類 圧力計 ０．１０ＭＰａ　φ１５０　１．６級　Ａ形 圧力計　０．１ＭＰａ 径１５０　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）
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計器類 5019050010 計器類 圧力計 ０．１０ＭＰａ　φ２００　１．６級　Ｂ形 圧力計　０．１ＭＰａ 径２００　１．６級　Ｂ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050013 計器類 圧力計 ０．１６～４．００ＭＰａ　φ６０　１．６級　Ａ形 圧力計　０．１６～４ＭＰａ 径６０　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050014 計器類 圧力計 ０．１６～４．００ＭＰａ　φ７５　１．６級　Ａ形 圧力計　０．１６～４ＭＰａ 径７５　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050016 計器類 圧力計 ０．１６～４．００ＭＰａ　φ１００　１．６級　Ａ形 圧力計　０．１６～４ＭＰａ 径１００　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050018 計器類 圧力計 ０．１６～４．００ＭＰａ　φ１５０　１．６級　Ａ形 圧力計　０．１６～４ＭＰａ 径１５０　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050020 計器類 圧力計 ０．１６～４．００ＭＰａ　φ２００　１．６級　Ｂ形 圧力計　０．１６～４ＭＰａ 径２００　１．６級　Ｂ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050023 計器類 圧力計 ６．００ＭＰａ　φ６０　１．６級　Ａ形 圧力計　６ＭＰａ 径６０　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050024 計器類 圧力計 ６．００ＭＰａ　φ７５　１．６級　Ａ形 圧力計　６ＭＰａ 径７５　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050026 計器類 圧力計 ６．００ＭＰａ　φ１００　１．６級　Ａ形 圧力計　６ＭＰａ 径１００　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050028 計器類 圧力計 ６．００ＭＰａ　φ１５０　１．６級　Ａ形 圧力計　６ＭＰａ 径１５０　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050030 計器類 圧力計 ６．００ＭＰａ　φ２００　１．６級　Ｂ形 圧力計　６ＭＰａ 径２００　１．６級　Ｂ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050033 計器類 圧力計 １０．００ＭＰａ　φ６０　１．６級　Ａ形 圧力計　１０ＭＰａ 径６０　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050034 計器類 圧力計 １０．００ＭＰａ　φ７５　１．６級　Ａ形 圧力計　１０ＭＰａ 径７５　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050036 計器類 圧力計 １０．００ＭＰａ　φ１００　１．６級　Ａ形 圧力計　１０ＭＰａ 径１００　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050038 計器類 圧力計 １０．００ＭＰａ　φ１５０　１．６級　Ａ形 圧力計　１０ＭＰａ 径１５０　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019050040 計器類 圧力計 １０．００ＭＰａ　φ２００　１．６級　Ｂ形 圧力計　１０ＭＰａ 径２００　１．６級　Ｂ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019060002 計器類 連成計 ０．１０ＭＰａ　φ１００　１．６級　Ａ形 連成計　０．１ＭＰａ 径１００　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019060004 計器類 連成計 ０．１０ＭＰａ　φ１５０　１．６級　Ａ形 連成計　０．１ＭＰａ 径１５０　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）
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計器類 5019060006 計器類 連成計 ０．１６～２．５０ＭＰａ　φ１００　１．６級　Ａ形 連成計　０．１６～２．５ＭＰａ 径１００　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019060008 計器類 連成計 ０．１６～２．５０ＭＰａ　φ１５０　１．６級　Ａ形 連成計　０．１６～２．５ＭＰａ 径１５０　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019070002 計器類 真空計 －０．１～０ＭＰａ　φ６０　１．６級　Ａ形 真空計　－０．１～０ＭＰａ 径６０　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019070004 計器類 真空計 －０．１～０ＭＰａ　φ７５　１．６級　Ａ形 真空計　－０．１～０ＭＰａ 径７５　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019070006 計器類 真空計 －０．１～０ＭＰａ　φ１００　１．６級　Ａ形 真空計　－０．１～０ＭＰａ 径１００　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019070008 計器類 真空計 －０．１～０ＭＰａ　φ１５０　１．６級　Ａ形 真空計　－０．１～０ＭＰａ 径１５０　１．６級　Ａ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019080002 計器類 水高計 １０・２０ｍＡｑ　φ１００　Ｔ形 水高計 １０・２０ｍＡｑ　径１００Ｔ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019080004 計器類 水高計 １０・２０ｍＡｑ　φ１００　Ｓ形 水高計 １０・２０ｍＡｑ　径１００Ｓ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019091002 計器類 温度計　バイメタル温度計 ０～１００℃　φ１００　Ｔ形 バイメタル温度計 ０～１００度　径１００　Ｔ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019091004 計器類 温度計　バイメタル温度計 ０～２００℃　φ１００　Ｔ形 バイメタル温度計 ０～２００度　径１００　Ｔ形 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019092002 計器類 温度計　蒸気圧式温度計（ＶＰ）（隔測式） ０～１００℃　φ１００ 蒸気圧式温度計　ＶＰ ０～１００度　径１００　隔測式 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019092004 計器類 温度計　蒸気圧式温度計（ＶＰ）（隔測式） ０～１５０℃　φ１００ 蒸気圧式温度計　ＶＰ ０～１５０度　径１００　隔測式 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019092006 計器類 温度計　蒸気圧式温度計（ＶＰ）（隔測式） ４０～２００℃　φ１００ 蒸気圧式温度計　ＶＰ ４０～２００度　径１００隔測式 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019092502 計器類 温度計　非水銀・水銀温度計（隔測式） ０～１００℃　φ１００ 非水銀・水銀温度計 ０～１００度　径１００　隔測式 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019092504 計器類 温度計　非水銀・水銀温度計（隔測式） ０～１５０℃　φ１００ 非水銀・水銀温度計 ０～１５０度　径１００　隔測式 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019092506 計器類 温度計　非水銀・水銀温度計（隔測式） ０～２００℃　φ１００ 非水銀・水銀温度計 ０～２００度　径１００　隔測式 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019030002 計器類 熱量計　電子式カロリーメーター 呼び径１３ｍｍ　冷暖兼用 電子式カロリーメーター 呼び径１３ｍｍ　冷暖兼用 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019030004 計器類 熱量計　電子式カロリーメーター 呼び径２０ｍｍ　冷暖兼用 電子式カロリーメーター 呼び径２０ｍｍ　冷暖兼用 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）
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計器類 5019030006 計器類 熱量計　電子式カロリーメーター 呼び径２５ｍｍ　冷暖兼用 電子式カロリーメーター 呼び径２５ｍｍ　冷暖兼用 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019030008 計器類 熱量計　電子式カロリーメーター 呼び径３０ｍｍ　冷暖兼用 電子式カロリーメーター 呼び径３０ｍｍ　冷暖兼用 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019030010 計器類 熱量計　電子式カロリーメーター 呼び径４０ｍｍ　冷暖兼用 電子式カロリーメーター 呼び径４０ｍｍ　冷暖兼用 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019030012 計器類 熱量計　電子式カロリーメーター 呼び径５０ｍｍ　冷暖兼用 電子式カロリーメーター 呼び径５０ｍｍ　冷暖兼用 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019030014 計器類 熱量計　電子式カロリーメーター 呼び径８０ｍｍ　冷暖兼用 電子式カロリーメーター 呼び径８０ｍｍ　冷暖兼用 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019030016 計器類 熱量計　電子式カロリーメーター 呼び径１００ｍｍ　冷暖兼用 電子式カロリーメーター 呼び径１００ｍｍ　冷暖兼用 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019030018 計器類 熱量計　電子式カロリーメーター 呼び径１５０ｍｍ　冷暖兼用 電子式カロリーメーター 呼び径１５０ｍｍ　冷暖兼用 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019011006 水道メーター 単箱翼車型 デジタル式 呼び径１３ｍｍ ＳＤ１３ＳⅡ 愛知時計電機 水道メーター　単箱翼車型 デジタル式　１３ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019011532 水道メーター 単箱翼車型 デジタル式 呼び径２０ｍｍ ＳＤ２０Ｓ 愛知時計電機 水道メーター　単箱翼車型 デジタル式　２０ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019011534 水道メーター 単箱翼車型 デジタル式 呼び径２５ｍｍ ＳＤ２５Ｓ 愛知時計電機 水道メーター　単箱翼車型 デジタル式　２５ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019011520 水道メーター 複箱翼車型 デジタル式 呼び径３０ｍｍ ＰＤ３０Ⅲ 愛知時計電機 水道メーター　複箱翼車型 デジタル式　３０ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019012522
水道メーター たて形ウォルトマン型 デジタル式 呼び径５０ｍｍ ＡＴＷ５０Ⅴ（ＪＩＳ１０Ｋフランジ） 愛知時計電
機

水道メーター縦形ウォルトマン型 デジタル式　５０ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019012524
水道メーター たて形ウォルトマン型 デジタル式 呼び径８０ｍｍ ＡＴＷ７５Ⅴ（ＪＩＳ１０Ｋフランジ） 愛知時計電
機

水道メーター縦形ウォルトマン型 デジタル式　８０ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019012526
水道メーター たて形ウォルトマン型 デジタル式 呼び径１００ｍｍ ＡＴＷ１００Ⅴ（ＪＩＳ１０Ｋフランジ） 愛知時
計電機

水道メーター縦形ウォルトマン型 デジタル式　１００ｍｍ愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019014502 水道メーター 電磁式 電子式 呼び径５０ｍｍ ＳＵ５０－Ｋ（現地式） 愛知時計電機 水道メーター　電磁式 電子式　５０ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019014504 水道メーター 電磁式 電子式 呼び径７５ｍｍ ＳＵ７５－Ｋ（現地式） 愛知時計電機 水道メーター　電磁式 電子式　７５ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019014506 水道メーター 電磁式 電子式 呼び径１００ｍｍ ＳＵ１００－Ｋ（現地式） 愛知時計電機 水道メーター　電磁式 電子式　１００ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019014508 水道メーター 電磁式 電子式 呼び径１２５ｍｍ ＳＵ１２５－Ｋ（現地式） 愛知時計電機 水道メーター　電磁式 電子式　１２５ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）
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水道メーター【公表価格】 5019014510 水道メーター 電磁式 電子式 呼び径１５０ｍｍ ＳＵ１５０－Ｋ（現地式） 愛知時計電機 水道メーター　電磁式 電子式　１５０ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019013526 水道メーター 遠隔式翼車型 リモート式 呼び径１３ｍｍ ＥＳＤＳ１３Ⅱ 愛知時計電機 水道メーター　遠隔式翼車型 リモート式　１３ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019013528 水道メーター 遠隔式翼車型 リモート式 呼び径２０ｍｍ ＥＳＤＳ２０Ⅱ 愛知時計電機 水道メーター　遠隔式翼車型 リモート式　２０ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019013530 水道メーター 遠隔式翼車型 リモート式 呼び径２５ｍｍ ＥＳＤＳ２５Ⅱ 愛知時計電機 水道メーター　遠隔式翼車型 リモート式　２５ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019014024 水道メーター 集中検針盤（屋内型） 手動式 ２０戸用 ＰＩ－Ⅱ 愛知時計電機 水道メーター　集中検針盤 手動式　２０戸用　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019014026 水道メーター 集中検針盤（屋内型） 手動式 ３０戸用 ＰＩ－Ⅱ 愛知時計電機 水道メーター　集中検針盤 手動式　３０戸用　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019014029 水道メーター 集中検針盤（屋内型） 自動式 ６４戸用 ＡＲ－Ⅸ（スター方式） 愛知時計電機 水道メーター　集中検針盤 自動式　６４戸用　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019014031 水道メーター 集中検針盤（屋内型） 自動式 ２５６戸用 ＡＲ－Ⅸ（バス方式） 愛知時計電機 水道メーター　集中検針盤 自動式　２５６戸用　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019015003 水道メーター 端末伝送器 ＲＴ１６－９２Ａ 愛知時計電機 水道メーター　端末伝送器 ＲＴ１６－９２Ａ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019011012 水道メーター 単箱翼車型 デジタル式 呼び径１３ｍｍ ＮＫＤＡ アズビル金門 水道メーター　単箱翼車型 デジタル式　１３ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019011522 水道メーター 複箱翼車型 デジタル式 呼び径２０ｍｍ ＮＫＤＡ アズビル金門 水道メーター　複箱翼車型 デジタル式　２０ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019011524 水道メーター 複箱翼車型 デジタル式 呼び径２５ｍｍ ＮＫＤＬ アズビル金門 水道メーター　複箱翼車型 デジタル式　２５ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019011526 水道メーター 複箱翼車型 デジタル式 呼び径３０ｍｍ ＮＫＤＡ アズビル金門 水道メーター　複箱翼車型 デジタル式　３０ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019012528 水道メーター たて形ウォルトマン型 デジタル式 呼び径５０ｍｍ ＮＦＤＷ アズビル金門 水道メーター縦形ウォルトマン型 デジタル式　５０ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019012530 水道メーター たて形ウォルトマン型 デジタル式 呼び径７５ｍｍ ＮＦＤＷ アズビル金門 水道メーター縦形ウォルトマン型 デジタル式　７５ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019012532 水道メーター たて形ウォルトマン型 デジタル式 呼び径１００ｍｍ ＮＦＤＷ アズビル金門 水道メーター縦形ウォルトマン型 デジタル式　１００ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019012534 水道メーター たて形ウォルトマン型 電子式 呼び径５０ｍｍ ＥＦＤＷ アズビル金門 水道メーター縦形ウォルトマン型 電子式　５０ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019012536 水道メーター たて形ウォルトマン型 電子式 呼び径７５ｍｍ ＥＦＤＷ アズビル金門 水道メーター縦形ウォルトマン型 電子式　７５ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）
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水道メーター【公表価格】 5019012538 水道メーター たて形ウォルトマン型 電子式 呼び径１００ｍｍ ＥＦＤＷ アズビル金門 水道メーター縦形ウォルトマン型 電子式　１００ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019014512 水道メーター 電池式電磁水道メーター 電子式 呼び径１２５ｍｍ ＭＧＢ１２Ａ アズビル金門 電池式電磁水道メーター　電子式 １２５ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019014516 水道メーター 電池式電磁水道メーター 電子式 呼び径１２５ｍｍ ＭＧＢ１２Ａ（信号出力付） アズビル金門 電池式電磁水道メーター　電子式 １２５ｍｍ　信号出力付　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019014514 水道メーター 電池式電磁水道メーター 電子式 呼び径１５０ｍｍ ＭＧＢ１２Ａ アズビル金門 電池式電磁水道メーター　電子式 １５０ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019014518 水道メーター 電池式電磁水道メーター 電子式 呼び径１５０ｍｍ ＭＧＢ１２Ａ（信号出力付） アズビル金門 電池式電磁水道メーター　電子式 １５０ｍｍ　信号出力付　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019013514 水道メーター 遠隔式翼車型 電子式 呼び径１３ｍｍ ＥＫＤＡ アズビル金門 水道メーター　遠隔式翼車型 電子式　１３ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019013516 水道メーター 遠隔式翼車型 電子式 呼び径２０ｍｍ ＥＫＤＡ アズビル金門 水道メーター　遠隔式翼車型 電子式　２０ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019013518 水道メーター 遠隔式翼車型 電子式 呼び径２５ｍｍ ＥＫＤＬ アズビル金門 水道メーター　遠隔式翼車型 電子式　２５ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019014048 水道メーター 集中検針盤（屋内型） 手動式 １０戸用 ＲＳＪ０１Ｂ アズビル金門 水道メーター　集中検針盤 手動式　１０戸用　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019014050 水道メーター 集中検針盤（屋内型） 自動式 ３２戸用 ＫＩＬＶＩＳ－ＨＡ－０Ｆ　１ＸＸＸＰＸ００ アズビル金門 水道メーター　集中検針盤 自動式　３２戸用　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019014044 水道メーター 集中検針盤（屋内型） 自動式 ６４戸用 ＫＩＬＶＩＳ－ＨＡ－０Ｆ　１１ＸＸＰＸ００ アズビル金門 水道メーター　集中検針盤 自動式　６４戸用　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

水道メーター【公表価格】 5019014046 水道メーター 集中検針盤（屋内型） 自動式 ９６戸用 ＫＩＬＶＩＳ－ＨＡ－０Ｆ　１１１ＸＰＸ００ アズビル金門 水道メーター　集中検針盤 自動式　９６戸用　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

温水メーター【公表価格】 5019020036 温水メーター デジタル式 呼び径１３ｍｍ ＰＨＳ１３Ⅴ 愛知時計電機 温水メーター デジタル式　１３ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

温水メーター【公表価格】 5019020022 温水メーター デジタル式 呼び径２０ｍｍ ＰＨＤ２０Ⅴ 愛知時計電機 温水メーター デジタル式　２０ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

温水メーター【公表価格】 5019020024 温水メーター デジタル式 呼び径２５ｍｍ ＰＨＤ２５Ⅴ 愛知時計電機 温水メーター デジタル式　２５ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

温水メーター【公表価格】 5019020026 温水メーター デジタル式 呼び径３０ｍｍ ＰＨＤＹ３０Ⅴ 愛知時計電機 温水メーター デジタル式　３０ｍｍ　愛知時計 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

温水メーター【公表価格】 5019020028 温水メーター デジタル式 呼び径１５ｍｍ ＮＫＨＬ アズビル金門 温水メーター デジタル式　１５ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

温水メーター【公表価格】 5019020030 温水メーター デジタル式 呼び径２０ｍｍ ＮＫＨＡ アズビル金門 温水メーター デジタル式　２０ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）
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温水メーター【公表価格】 5019020032 温水メーター デジタル式 呼び径２５ｍｍ ＮＫＨＬ アズビル金門 温水メーター デジタル式　２５ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

温水メーター【公表価格】 5019020034 温水メーター デジタル式 呼び径３２ｍｍ ＮＫＨＡ アズビル金門 温水メーター デジタル式　３２ｍｍ　金門 個 708 ○ ○ 5019 計器（給排水ガス）

ロックウール保温材 5507011002 ロックウール保温材 保温板 １号 厚２５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温板　１号 ２５×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507011010 ロックウール保温材 保温板 １号 厚４０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温板　１号 ４０×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507011004 ロックウール保温材 保温板 １号 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温板　１号 ５０×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507011006 ロックウール保温材 保温板 ２号 厚２５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温板　２号 ２５×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507011008 ロックウール保温材 保温板 ２号 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温板　２号 ５０×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507013002 ロックウール保温材 保温帯１号 厚２５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温帯　１号 ２５×６０５×１８２０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507013006 ロックウール保温材 保温帯１号 厚４０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温帯　１号 ４０×６０５×１８２０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507013004 ロックウール保温材 保温帯１号 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温帯　１号 ５０×６０５×１８２０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507014002
ロックウール保温材 ブランケット１号 （密度８０ｋｇ／ｍ３） 厚２５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ
Ａ　９５０４

ロックウールブランケット　１号 ２５×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507014008
ロックウール保温材 ブランケット１号 （密度８０ｋｇ／ｍ３） 厚４０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ
Ａ　９５０４

ロックウールブランケット　１号 ４０×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507014004
ロックウール保温材 ブランケット１号 （密度８０ｋｇ／ｍ３） 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ
Ａ　９５０４

ロックウールブランケット　１号 ５０×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507014006
ロックウール保温材 ブランケット１号 （密度８０ｋｇ／ｍ３） 厚７５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ
Ａ　９５０４

ロックウールブランケット　１号 ７５×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507014010
ロックウール保温材 ブランケット１号 （密度８０ｋｇ／ｍ３） 厚１００ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ
Ａ　９５０４

ロックウールブランケット　１号 １００×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015002 ロックウール保温材 保温筒 管径１５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径１５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015004 ロックウール保温材 保温筒 管径１５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径１５Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015006 ロックウール保温材 保温筒 管径１５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径１５Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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ロックウール保温材 5507015010 ロックウール保温材 保温筒 管径２０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径２０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015012 ロックウール保温材 保温筒 管径２０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径２０Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015014 ロックウール保温材 保温筒 管径２０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径２０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015018 ロックウール保温材 保温筒 管径２５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015020 ロックウール保温材 保温筒 管径２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015022 ロックウール保温材 保温筒 管径２５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径２５Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015026 ロックウール保温材 保温筒 管径３２Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径３２Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015030 ロックウール保温材 保温筒 管径３２Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径３２Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015032 ロックウール保温材 保温筒 管径３２Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径３２Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015036 ロックウール保温材 保温筒 管径４０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径４０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015040 ロックウール保温材 保温筒 管径４０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径４０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015042 ロックウール保温材 保温筒 管径４０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径４０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015046 ロックウール保温材 保温筒 管径５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015050 ロックウール保温材 保温筒 管径５０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015052 ロックウール保温材 保温筒 管径５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015098 ロックウール保温材 保温筒 管径６５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径６５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015060 ロックウール保温材 保温筒 管径６５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径６５Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015100 ロックウール保温材 保温筒 管径８０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径８０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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ロックウール保温材 5507015068 ロックウール保温材 保温筒 管径８０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径８０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015072 ロックウール保温材 保温筒 管径１００Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径１００Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015076 ロックウール保温材 保温筒 管径１００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径１００Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015102 ロックウール保温材 保温筒 管径１２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径１２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015082 ロックウール保温材 保温筒 管径１２５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径１２５Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015106 ロックウール保温材 保温筒 管径１５０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径１５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015086 ロックウール保温材 保温筒 管径１５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径１５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015090 ロックウール保温材 保温筒 管径２００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径２００Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015092 ロックウール保温材 保温筒 管径２００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径２００Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015128 ロックウール保温材 保温筒 管径２５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径２５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015094 ロックウール保温材 保温筒 管径２５０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径２５０Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015134 ロックウール保温材 保温筒 管径３００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径３００Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507015096 ロックウール保温材 保温筒 管径３００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウール保温筒 管径３００Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507016002 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温板１号 厚２５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温板１号 ２５×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507016006 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温板１号 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温板１号 ５０×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507017006 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温帯１号 厚２５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温帯１号 ２５×６０５×１８２０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507017008 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温帯１号 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長１，８２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温帯１号 ５０×６０５×１８２０ｍｍ ｍ２ 709 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019002 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径１５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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ロックウール保温材 5507019004 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径１５Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019006 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径１５Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019008 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径２０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019010 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径２０Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019012 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径２０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019014 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019016 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019018 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径２５Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019020 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３２Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径３２Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019022 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３２Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径３２Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019024 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３２Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径３２Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019026 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径４０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径４０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019028 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径４０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径４０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019030 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径４０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径４０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019032 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019034 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径５０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019036 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019038 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径６５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径６５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

2502 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ロックウール保温材 5507019040 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径６５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径６５Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019042 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径８０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径８０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019044 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径８０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径８０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019046 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１００Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径１００Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019048 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径１００Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019050 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径１２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019052 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１２５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径１２５Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019054 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径１５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019056 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径１５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019058 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径２００Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019060 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径２００Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019062 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径２５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019064 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径２５０Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019066 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径３００Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ロックウール保温材 5507019068 ロックウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ ロックウールＡＬＧＣ保温筒 管径３００Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507021022 グラスウール保温材 保温板 密度２４ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温板 密度２４ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507021046 グラスウール保温材 保温板 密度２４ｋｇ／ｍ３×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温板 密度２４ｋｇ／ｍ３×Ｔ４０ｍｍ ｍ２ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507021024 グラスウール保温材 保温板 密度２４ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温板 密度２４ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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グラスウール保温材 5507021026 グラスウール保温材 保温板 密度３２ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温板 密度３２ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507021028 グラスウール保温材 保温板 密度３２ｋｇ／ｍ３×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温板 密度３２ｋｇ／ｍ３×Ｔ４０ｍｍ ｍ２ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507021030 グラスウール保温材 保温板 密度３２ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温板 密度３２ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507021032 グラスウール保温材 保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507021048 グラスウール保温材 保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ４０ｍｍ ｍ２ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507021034 グラスウール保温材 保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507021036 グラスウール保温材 保温板 密度４８ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温板 密度４８ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507021038 グラスウール保温材 保温板 密度４８ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温板 密度４８ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507023002 グラスウール保温材 保温帯 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温帯 密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507023004 グラスウール保温材 保温帯 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温帯 密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025002 グラスウール保温材 保温筒 管径１５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径１５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025004 グラスウール保温材 保温筒 管径１５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径１５Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025096 グラスウール保温材 保温筒 管径１５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径１５Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025006 グラスウール保温材 保温筒 管径２０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径２０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025008 グラスウール保温材 保温筒 管径２０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径２０Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025070 グラスウール保温材 保温筒 管径２０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径２０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025074 グラスウール保温材 保温筒 管径２５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025010 グラスウール保温材 保温筒 管径２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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グラスウール保温材 5507025076 グラスウール保温材 保温筒 管径２５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径２５Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025012 グラスウール保温材 保温筒 管径３２Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径３２Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025080 グラスウール保温材 保温筒 管径３２Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径３２Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025016 グラスウール保温材 保温筒 管径３２Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径３２Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025018 グラスウール保温材 保温筒 管径４０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径４０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025082 グラスウール保温材 保温筒 管径４０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径４０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025022 グラスウール保温材 保温筒 管径４０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径４０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025024 グラスウール保温材 保温筒 管径５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025084 グラスウール保温材 保温筒 管径５０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025028 グラスウール保温材 保温筒 管径５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025030 グラスウール保温材 保温筒 管径６５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径６５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025034 グラスウール保温材 保温筒 管径６５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径６５Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025036 グラスウール保温材 保温筒 管径８０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径８０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025088 グラスウール保温材 保温筒 管径８０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径８０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 710 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025044 グラスウール保温材 保温筒 管径１００Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径１００Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025048 グラスウール保温材 保温筒 管径１００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径１００Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025090 グラスウール保温材 保温筒 管径１２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径１２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025092 グラスウール保温材 保温筒 管径１２５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径１２５Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

2505 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

グラスウール保温材 5507025056 グラスウール保温材 保温筒 管径１５０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径１５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025094 グラスウール保温材 保温筒 管径１５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径１５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025062 グラスウール保温材 保温筒 管径２００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径２００Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025064 グラスウール保温材 保温筒 管径２００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径２００Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025114 グラスウール保温材 保温筒 管径２５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径２５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025066 グラスウール保温材 保温筒 管径２５０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径２５０Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025116 グラスウール保温材 保温筒 管径３００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径３００Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507025068 グラスウール保温材 保温筒 管径３００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウール保温筒 管径３００Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507026002 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507026004 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ４０ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507026006 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507027002 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温帯 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温帯 密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507027004 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温帯 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温帯 密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507028002 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧波形保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ波形保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507028004 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧波形保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ波形保温板 密度４０ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507021040 グラスウール保温材 ＡＬＫ化粧保温板 密度２４ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＫ保温板 密度２４ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507021042 グラスウール保温材 ＡＬＫ化粧保温板 密度２４ｋｇ／ｍ３×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＫ保温板 密度２４ｋｇ／ｍ３×Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507021044 グラスウール保温材 ＡＬＫ化粧保温板 密度３２ｋｇ／ｍ３×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＫ保温板 密度３２ｋｇ／ｍ３×Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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グラスウール保温材 5507029002 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径１５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029004 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径１５Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029006 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径１５Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029008 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径２０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029010 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径２０Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029012 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径２０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029014 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029016 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029018 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径２５Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029020 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３２Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径３２Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029022 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３２Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径３２Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029024 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３２Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径３２Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029026 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径４０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径４０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029028 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径４０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径４０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029030 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径４０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径４０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029032 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029034 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径５０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029036 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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グラスウール保温材 5507029038 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径６５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径６５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029040 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径６５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径６５Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029042 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径８０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径８０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029044 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径８０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径８０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029046 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１００Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径１００Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029048 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径１００Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029050 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径１２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029052 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１２５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径１２５Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029054 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径１５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029056 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径１５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029058 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径２００Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029060 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径２００Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029062 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径２５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029064 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径２５０Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029066 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径３００Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

グラスウール保温材 5507029068 グラスウール保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５０４ グラスウールＡＬＧＣ保温筒 管径３００Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031102 ポリスチレンフォーム保温材 保温板 １号 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温板１号 ５０×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031104 ポリスチレンフォーム保温材 保温板 ２号 厚２５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温板２号 ２５×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ポリスチレンフォーム保温材 5507031106 ポリスチレンフォーム保温材 保温板 ２号 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温板２号 ５０×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031108 ポリスチレンフォーム保温材 保温板 ２号 厚７５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温板２号 ７５×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031112 ポリスチレンフォーム保温材 保温板 ３号 厚２５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温板３号 ２５×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031110 ポリスチレンフォーム保温材 保温板 ３号 厚５０ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温板３号 ５０×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031114 ポリスチレンフォーム保温材 保温板 ３号 厚７５ｍｍ×幅６０５ｍｍ×長９１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温板３号 ７５×６０５×９１０ｍｍ ｍ２ 711 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031502 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031504 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１５Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031574 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１５Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031506 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１５Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031576 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１５Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１５Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031578 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１５Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１５Ａ×Ｔ６５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031508 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031510 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２０Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031582 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031512 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031584 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２０Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031586 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２０Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２０Ａ×Ｔ６５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031514 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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ポリスチレンフォーム保温材 5507031516 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031590 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２５Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031518 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２５Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031592 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２５Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２５Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031594 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２５Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２５Ａ×Ｔ６５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031520 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径３２Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径３２Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031598 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径３２Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径３２Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031522 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径３２Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径３２Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031524 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径３２Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径３２Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031600 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径３２Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径３２Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031602 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径３２Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径３２Ａ×Ｔ６５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031526 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径４０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径４０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031606 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径４０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径４０Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031528 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径４０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径４０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031530 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径４０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径４０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031608 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径４０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径４０Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031610 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径４０Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径４０Ａ×Ｔ６５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031532 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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ポリスチレンフォーム保温材 5507031614 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径５０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031534 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径５０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031536 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031616 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径５０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径５０Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031618 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径５０Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径５０Ａ×Ｔ６５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031538 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径６５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径６５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031622 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径６５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径６５Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031540 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径６５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径６５Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031542 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径６５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径６５Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031624 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径６５Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径６５Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031626 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径６５Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径６５Ａ×Ｔ６５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031544 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径８０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径８０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031630 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径８０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径８０Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031546 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径８０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径８０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031548 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径８０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径８０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031632 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径８０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径８０Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031634 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径８０Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径８０Ａ×Ｔ６５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031550 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１００Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１００Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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ポリスチレンフォーム保温材 5507031638 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１００Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１００Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031552 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１００Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１００Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031554 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１００Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031640 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１００Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031642 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１００Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１００Ａ×Ｔ６５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031556 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１２５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031646 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１２５Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１２５Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031558 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１２５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１２５Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031560 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１２５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１２５Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031648 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１２５Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１２５Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031650 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１２５Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１２５Ａ×Ｔ６５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031652 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１２５Ａ×厚７５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１２５Ａ×Ｔ７５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031562 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031654 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１５０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031564 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１５０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031566 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031656 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１５０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１５０Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031658 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１５０Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１５０Ａ×Ｔ６５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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ポリスチレンフォーム保温材 5507031660 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径１５０Ａ×厚７５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径１５０Ａ×Ｔ７５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031662 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２００Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２００Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031664 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２００Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２００Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031568 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２００Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２００Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031666 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２００Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031668 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２００Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031670 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２００Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２００Ａ×Ｔ６５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031672 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２００Ａ×厚７５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２００Ａ×Ｔ７５ｍｍ ｍ 712 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031674 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031676 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２５０Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２５０Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031570 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２５０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031678 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031680 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２５０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２５０Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031682 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２５０Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２５０Ａ×Ｔ６５ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031684 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径２５０Ａ×厚７５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径２５０Ａ×Ｔ７５ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031686 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径３００Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径３００Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031688 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径３００Ａ×厚２５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径３００Ａ×Ｔ２５ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031572 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径３００Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径３００Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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ポリスチレンフォーム保温材 5507031690 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径３００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径３００Ａ×Ｔ４０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031692 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径３００Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径３００Ａ×Ｔ５０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031694 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径３００Ａ×厚６５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径３００Ａ×Ｔ６５ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031696 ポリスチレンフォーム保温材 保温筒３号 管径３００Ａ×厚７５ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォーム保温筒３号 管径３００Ａ×Ｔ７５ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031802 ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031804 ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031806 ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031808 ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３２Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３２Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031810 ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径４０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径４０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031812 ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031814 ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径６５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径６５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031816 ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径８０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径８０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031818 ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１００Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１００Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031820 ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１２５Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１２５Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031822 ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５０Ａ×厚２０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径１５０Ａ×Ｔ２０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031824 ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２００Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２００Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031826 ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径２５０Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507031828 ポリスチレンフォーム保温材 ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３００Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ＡＬＧＣ化粧保温筒 管径３００Ａ×Ｔ３０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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ポリスチレンフォーム保温材 5507034002 ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォームバルブカバー 管径６５Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォームバルブカバ 管径６５Ａ×Ｔ３０ｍｍ 個 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507034004 ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォームバルブカバー 管径８０Ａ×厚３０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォームバルブカバ 管径８０Ａ×Ｔ３０ｍｍ 個 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507034006 ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォームバルブカバー 管径１００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォームバルブカバ 管径１００Ａ×Ｔ４０ｍｍ 個 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507034008 ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォームバルブカバー 管径１２５Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォームバルブカバ 管径１２５Ａ×Ｔ４０ｍｍ 個 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507034010 ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォームバルブカバー 管径１５０Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォームバルブカバ 管径１５０Ａ×Ｔ４０ｍｍ 個 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507034012 ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォームバルブカバー 管径２００Ａ×厚４０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォームバルブカバ 管径２００Ａ×Ｔ４０ｍｍ 個 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

ポリスチレンフォーム保温材 5507034014 ポリスチレンフォーム保温材 ポリスチレンフォームバルブカバー 管径２５０Ａ×厚５０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１ ポリスチレンフォームバルブカバ 管径２５０Ａ×Ｔ５０ｍｍ 個 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507081012 パーライト保温材 保温板４号 厚３０ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温板　４号 ３０×１５０×６１０ｍｍ ｍ２ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507081014 パーライト保温材 保温板４号 厚４０ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温板　４号 ４０×１５０×６１０ｍｍ ｍ２ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507081016 パーライト保温材 保温板４号 厚５０ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温板　４号 ５０×１５０×６１０ｍｍ ｍ２ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507081018 パーライト保温材 保温板４号 厚７５ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温板　４号 ７５×１５０×６１０ｍｍ ｍ２ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507085056 パーライト保温材 保温筒４号 管径１５Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温筒　４号 径１５×Ｔ３０×Ｌ６１０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507085058 パーライト保温材 保温筒４号 管径１５Ａ×厚４０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温筒　４号 径１５×Ｔ４０×Ｌ６１０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507085060 パーライト保温材 保温筒４号 管径２５Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温筒　４号 径２５×Ｔ３０×Ｌ６１０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507085062 パーライト保温材 保温筒４号 管径２５Ａ×厚４０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温筒　４号 径２５×Ｔ４０×Ｌ６１０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507085064 パーライト保温材 保温筒４号 管径５０Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温筒　４号 径５０×Ｔ３０×Ｌ６１０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507085066 パーライト保温材 保温筒４号 管径５０Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温筒　４号 径５０×Ｔ５０×Ｌ６１０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507085068 パーライト保温材 保温筒４号 管径８０Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温筒　４号 径８０×Ｔ３０×Ｌ６１０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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パーライト保温材 5507085070 パーライト保温材 保温筒４号 管径８０Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温筒　４号 径８０×Ｔ５０×Ｌ６１０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507085072 パーライト保温材 保温筒４号 管径１００Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温筒　４号 径１００×Ｔ３０×Ｌ６１０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507085074 パーライト保温材 保温筒４号 管径１００Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温筒　４号 径１００×Ｔ５０×Ｌ６１０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507085076 パーライト保温材 保温筒４号 管径１５０Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温筒　４号 径１５０×Ｔ５０×Ｌ６１０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507085108 パーライト保温材 保温筒４号 管径１５０Ａ×厚７５ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温筒　４号 径１５０×Ｔ７５×Ｌ６１０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507085080 パーライト保温材 保温筒４号 管径２５０Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温筒　４号 径２５０×Ｔ５０×Ｌ６１０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

パーライト保温材 5507085110 パーライト保温材 保温筒４号 管径２５０Ａ×厚７５ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ パーライト保温筒　４号 径２５０×Ｔ７５×Ｌ６１０ｍｍ ｍ 713 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507071014 けい酸カルシウム保温材 保温板１号－１５ 厚２５ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温板１号１５ ２５×１５０×６１０ｍｍ ｍ２ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507071016 けい酸カルシウム保温材 保温板１号－１５ 厚５０ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温板１号１５ ５０×１５０×６１０ｍｍ ｍ２ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507071018 けい酸カルシウム保温材 保温板１号－１５ 厚７５ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温板１号１５ ７５×１５０×６１０ｍｍ ｍ２ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075132 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径１５Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ １５Ａ×３０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075134 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径１５Ａ×厚４０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ １５Ａ×４０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075136 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２０Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ２０Ａ×３０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075138 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２０Ａ×厚４０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ２０Ａ×４０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075140 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２５Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ２５Ａ×３０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075142 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２５Ａ×厚４０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ２５Ａ×４０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075144 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径３２Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ３２Ａ×３０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075146 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径３２Ａ×厚４０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ３２Ａ×４０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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けい酸カルシウム保温材 5507075148 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径４０Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ４０Ａ×３０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075150 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径４０Ａ×厚４０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ４０Ａ×４０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075152 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径４０Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ４０Ａ×５０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075154 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径５０Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ５０Ａ×３０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075156 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径５０Ａ×厚４０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ５０Ａ×４０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075158 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径５０Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ５０Ａ×５０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075160 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径５０Ａ×厚６５ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ５０Ａ×６５×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075162 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径６５Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ６５Ａ×３０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075164 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径６５Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ６５Ａ×５０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075166 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径８０Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ８０Ａ×３０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075168 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径８０Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ８０Ａ×５０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075170 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径９０Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ９０Ａ×３０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075172 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径９０Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ９０Ａ×５０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075174 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径１００Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ １００Ａ×３０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075176 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径１００Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ １００Ａ×５０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075178 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径１２５Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ １２５Ａ×３０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075180 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径１２５Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ １２５Ａ×５０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075182 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径１５０Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ １５０Ａ×３０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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けい酸カルシウム保温材 5507075184 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径１５０Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ １５０Ａ×５０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075186 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２００Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ２００Ａ×３０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075188 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２００Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ２００Ａ×５０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075190 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２２５Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ２２５Ａ×５０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075192 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２５０Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ２５０Ａ×３０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075194 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径２５０Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ２５０Ａ×５０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075196 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径３００Ａ×厚３０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ３００Ａ×３０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

けい酸カルシウム保温材 5507075198 けい酸カルシウム保温材 保温筒１号－１５ 管径３００Ａ×厚５０ｍｍ×長６１０ｍｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１０ けい酸カルシウム保温筒１号１５ ３００Ａ×５０×６１０ｍｍ ｍ 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

高発泡ポリエチレンパイプカバー 5507061002
高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用裸タイプ） 呼び径１３×内径１８ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ
ＪＩＳ　Ａ　９５１１

高発泡ポリエチレンパイプカバー 呼び径１３　Ｌ２ｍ　裸タイプ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

高発泡ポリエチレンパイプカバー 5507061004
高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用裸タイプ） 呼び径１６×内径２２ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ
ＪＩＳ　Ａ　９５１１

高発泡ポリエチレンパイプカバー 呼び径１６　Ｌ２ｍ　裸タイプ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

高発泡ポリエチレンパイプカバー 5507061006
高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用裸タイプ） 呼び径２０×内径２６ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ
ＪＩＳ　Ａ　９５１１

高発泡ポリエチレンパイプカバー 呼び径２０　Ｌ２ｍ　裸タイプ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

高発泡ポリエチレンパイプカバー 5507061008
高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用裸タイプ） 呼び径２５×内径３２ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ
ＪＩＳ　Ａ　９５１１

高発泡ポリエチレンパイプカバー 呼び径２５　Ｌ２ｍ　裸タイプ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

高発泡ポリエチレンパイプカバー 5507061010
高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用裸タイプ） 呼び径３０×内径３８ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ
ＪＩＳ　Ａ　９５１１

高発泡ポリエチレンパイプカバー 呼び径３０　Ｌ２ｍ　裸タイプ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

高発泡ポリエチレンパイプカバー 5507061012
高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用裸タイプ） 呼び径４０×内径４９ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ
ＪＩＳ　Ａ　９５１１

高発泡ポリエチレンパイプカバー 呼び径４０　Ｌ２ｍ　裸タイプ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

高発泡ポリエチレンパイプカバー 5507061014
高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用裸タイプ） 呼び径５０×内径６１ｍｍ×厚１０ｍｍ×２ｍ
ＪＩＳ　Ａ　９５１１

高発泡ポリエチレンパイプカバー 呼び径５０　Ｌ２ｍ　裸タイプ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

高発泡ポリエチレンパイプカバー 5507065002
高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用ワンタッチ） 呼び径１３×内径１８ｍｍ×厚１０ｍｍ×２
ｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１

高発泡ポリエチレンパイプカバー 呼び径１３　Ｌ２ｍ　ワンタッチ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

高発泡ポリエチレンパイプカバー 5507065004
高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用ワンタッチ） 呼び径１６×内径２２ｍｍ×厚１０ｍｍ×２
ｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１

高発泡ポリエチレンパイプカバー 呼び径１６　Ｌ２ｍ　ワンタッチ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

高発泡ポリエチレンパイプカバー 5507065006
高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用ワンタッチ） 呼び径２０×内径２６ｍｍ×厚１０ｍｍ×２
ｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１

高発泡ポリエチレンパイプカバー 呼び径２０　Ｌ２ｍ　ワンタッチ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

2518 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

高発泡ポリエチレンパイプカバー 5507065008
高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用ワンタッチ） 呼び径２５×内径３２ｍｍ×厚１０ｍｍ×２
ｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１

高発泡ポリエチレンパイプカバー 呼び径２５　Ｌ２ｍ　ワンタッチ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

高発泡ポリエチレンパイプカバー 5507065010
高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用ワンタッチ） 呼び径３０×内径３８ｍｍ×厚１０ｍｍ×２
ｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１

高発泡ポリエチレンパイプカバー 呼び径３０　Ｌ２ｍ　ワンタッチ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

高発泡ポリエチレンパイプカバー 5507065012
高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用ワンタッチ） 呼び径４０×内径４９ｍｍ×厚１０ｍｍ×２
ｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１

高発泡ポリエチレンパイプカバー 呼び径４０　Ｌ２ｍ　ワンタッチ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

高発泡ポリエチレンパイプカバー 5507065014
高発泡ポリエチレンパイプカバー パイプカバー（給水管用ワンタッチ） 呼び径５０×内径６１ｍｍ×厚１０ｍｍ×２
ｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１

高発泡ポリエチレンパイプカバー 呼び径５０　Ｌ２ｍ　ワンタッチ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

硬質ウレタンフォームパイプカバー 5507160005
硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（鋼管用） 呼び径１５Ａ　直管　内径２２ｍｍ×外
径６２ｍｍ×厚２０ｍｍ×長１ｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１

パイプガード　サーモガード 鋼管用１５Ａ　直管　Ｌ１ｍ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

硬質ウレタンフォームパイプカバー 5507160010
硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（鋼管用） 呼び径２０Ａ　直管　内径２７ｍｍ×外
径６７ｍｍ×厚２０ｍｍ×長１ｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１

パイプガード　サーモガード 鋼管用２０Ａ　直管　Ｌ１ｍ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

硬質ウレタンフォームパイプカバー 5507160015
硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（鋼管用） 呼び径２５Ａ　直管　内径３４ｍｍ×外
径７４ｍｍ×厚２０ｍｍ×長１ｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１

パイプガード　サーモガード 鋼管用２５Ａ　直管　Ｌ１ｍ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

硬質ウレタンフォームパイプカバー 5507160020
硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（鋼管用） 呼び径１５Ａ　エルボ，チーズ ＪＩＳ
Ａ　９５１１

パイプガード　サーモガード 鋼管用１５Ａ　エルボ　チーズ 個 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

硬質ウレタンフォームパイプカバー 5507160025
硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（鋼管用） 呼び径２０Ａ　エルボ，チーズ ＪＩＳ
Ａ　９５１１

パイプガード　サーモガード 鋼管用２０Ａ　エルボ　チーズ 個 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

硬質ウレタンフォームパイプカバー 5507160030
硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（鋼管用） 呼び径２５Ａ　エルボ，チーズ ＪＩＳ
Ａ　９５１１

パイプガード　サーモガード 鋼管用２５Ａ　エルボ　チーズ 個 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

硬質ウレタンフォームパイプカバー 5507160035
硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（銅管用） 呼び径１／２Ｂ　直管　内径１６ｍｍ×
外径５６ｍｍ×厚２０ｍｍ×長１ｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１

パイプガード　サーモガード 銅管用１／２Ｂ　直管　Ｌ１ｍ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

硬質ウレタンフォームパイプカバー 5507160040
硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（銅管用） 呼び径３／４Ｂ　直管　内径２３ｍｍ×
外径６３ｍｍ×厚２０ｍｍ×長１ｍ ＪＩＳ　Ａ　９５１１

パイプガード　サーモガード 銅管用３／４Ｂ　直管　Ｌ１ｍ 本 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

硬質ウレタンフォームパイプカバー 5507160045
硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（銅管用） 呼び径１／２Ｂ　エルボ，チーズ ＪＩＳ
Ａ　９５１１

パイプガード　サーモガード 銅管用１／２Ｂ　エルボ　チーズ 個 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

硬質ウレタンフォームパイプカバー 5507160050
硬質ウレタンフォームパイプカバー パイプガード・サーモガード（銅管用） 呼び径３／４Ｂ　エルボ，チーズ ＪＩＳ
Ａ　９５１１

パイプガード　サーモガード 銅管用３／４Ｂ　エルボ　チーズ 個 714 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507204002 保温保冷用外装材類 合成樹脂製カバー 厚０．３ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×５０ｍ 合成樹脂製カバー Ｔ０．３×Ｗ１０００ｍｍ ｍ２ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507204004 保温保冷用外装材類 合成樹脂製カバー用ピン 合成樹脂製カバー用ピン 本 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507120002 保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ　幅１，０００ｍｍ×３０ｍ アルミガラスクロス Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ３０ｍ ｍ２ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507120030 保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ　幅７５ｍｍ×３０ｍ アルミガラスクロス Ｗ７５ｍｍ×Ｌ３０ｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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保温保冷用外装材類 5507120032 保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ　幅１００ｍｍ×３０ｍ アルミガラスクロス Ｗ１００ｍｍ×Ｌ３０ｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507120034 保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ　幅１２５ｍｍ×３０ｍ アルミガラスクロス Ｗ１２５ｍｍ×Ｌ３０ｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507120036 保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ　幅１５０ｍｍ×３０ｍ アルミガラスクロス Ｗ１５０ｍｍ×Ｌ３０ｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507117010 保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス粘着テープ 幅６０ｍｍ×２０ｍ アルミガラスクロス粘着テープ Ｗ６０ｍｍ×Ｌ２０ｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507117002 保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス粘着テープ 幅６５ｍｍ×２０ｍ アルミガラスクロス粘着テープ Ｗ６５ｍｍ×Ｌ２０ｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507117004 保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス粘着テープ 幅８５ｍｍ×２０ｍ アルミガラスクロス粘着テープ Ｗ８５ｍｍ×Ｌ２０ｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507117012 保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス粘着テープ 幅１００ｍｍ×２０ｍ アルミガラスクロス粘着テープ Ｗ１００ｍｍ×Ｌ２０ｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507117006 保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス粘着テープ 幅１１０ｍｍ×２０ｍ アルミガラスクロス粘着テープ Ｗ１１０ｍｍ×Ｌ２０ｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507117008 保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス粘着テープ パット アルミガラスクロス粘着テープ パット 枚 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507120020 保温保冷用外装材類 着色アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ　幅１，０００ｍｍ×３０ｍ 着色アルミガラスクロス Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ３０ｍ ｍ２ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507120022 保温保冷用外装材類 着色アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ　幅７５ｍｍ×３０ｍ 着色アルミガラスクロス Ｗ７５ｍｍ×Ｌ３０ｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507120024 保温保冷用外装材類 着色アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ　幅１００ｍｍ×３０ｍ 着色アルミガラスクロス Ｗ１００ｍｍ×Ｌ３０ｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507120026 保温保冷用外装材類 着色アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ　幅１２５ｍｍ×３０ｍ 着色アルミガラスクロス Ｗ１２５ｍｍ×Ｌ３０ｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507120028 保温保冷用外装材類 着色アルミガラスクロス 箔０．０２ｍｍ　幅１５０ｍｍ×３０ｍ 着色アルミガラスクロス Ｗ１５０ｍｍ×Ｌ３０ｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507130002 保温保冷用外装材類 アルミホイルペーパー 箔０．０２ｍｍ　幅１，０００ｍｍ×５０ｍ アルミホイルペーパー Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ５０ｍ ｍ２ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507114502 保温保冷用外装材類 ビニルテープ （不粘着，艶） 厚０．２ｍｍ　幅７５ｍｍ×１５ｍ ビニールテープ　不粘着　艶 Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ７５ｍｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507114504 保温保冷用外装材類 ビニルテープ （不粘着，艶） 厚０．２ｍｍ　幅１００ｍｍ×１５ｍ ビニールテープ　不粘着　艶 Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ１００ｍｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507114506 保温保冷用外装材類 ビニルテープ （不粘着，艶） 厚０．２ｍｍ　幅１２５ｍｍ×１５ｍ ビニールテープ　不粘着　艶 Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ１２５ｍｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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保温保冷用外装材類 5507114508 保温保冷用外装材類 ビニルテープ （不粘着，艶） 厚０．２ｍｍ　幅１５０ｍｍ×１５ｍ ビニールテープ　不粘着　艶 Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ１５０ｍｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507114510 保温保冷用外装材類 ビニルテープ （不粘着，絹） 厚０．２ｍｍ　幅７５ｍｍ×１５ｍ ビニールテープ　不粘着　絹 Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ７５ｍｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507114512 保温保冷用外装材類 ビニルテープ （不粘着，絹） 厚０．２ｍｍ　幅１００ｍｍ×１５ｍ ビニールテープ　不粘着　絹 Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ１００ｍｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507114514 保温保冷用外装材類 ビニルテープ （不粘着，絹） 厚０．２ｍｍ　幅１２５ｍｍ×１５ｍ ビニールテープ　不粘着　絹 Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ１２５ｍｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507114516 保温保冷用外装材類 ビニルテープ （不粘着，絹） 厚０．２ｍｍ　幅１５０ｍｍ×１５ｍ ビニールテープ　不粘着　絹 Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ１５０ｍｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507190002 保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ 保温保冷用ポリエチレンフィルム Ｔ０．０５ｍｍ ｍ２ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507191002 保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ×幅１００ｍｍ 保温保冷用ポリエチレンフィルム Ｔ０．０５×Ｗ１００ｍｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507191004 保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ×幅１２５ｍｍ 保温保冷用ポリエチレンフィルム Ｔ０．０５×Ｗ１２５ｍｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507191006 保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ×幅１５０ｍｍ 保温保冷用ポリエチレンフィルム Ｔ０．０５×Ｗ１５０ｍｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507191008 保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ×幅２００ｍｍ 保温保冷用ポリエチレンフィルム Ｔ０．０５×Ｗ２００ｍｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507191010 保温保冷用外装材類 ポリエチレンフィルム 厚０．０５ｍｍ×幅２５０ｍｍ 保温保冷用ポリエチレンフィルム Ｔ０．０５×Ｗ２５０ｍｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507130004 保温保冷用外装材類 整形用原紙 ３７０ｇ／ｍ２　幅１，０００ｍｍ×４０ｍ 整形用原紙 Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ４０ｍ ｍ２ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507130008 保温保冷用外装材類 アルミガラスクロス化粧原紙 ３７０ｇ／ｍ２　幅１，０００ｍｍ×３０ｍ アルミガラスクロス化粧原紙 Ｗ１０００ｍｍ×Ｌ３０ｍ ｍ２ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507117502 保温保冷用外装材類 ビニル粘着テープ 厚０．２ｍｍ　幅１９ｍｍ×２０ｍ ビニル粘着テープ Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ１９ｍｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507117504 保温保冷用外装材類 ビニル粘着テープ 厚０．２ｍｍ　幅５０ｍｍ×２０ｍ ビニル粘着テープ Ｔ０．２ｍｍ　Ｗ５０ｍｍ ｍ 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507150002 保温保冷用外装材類 鋲 （アルミ製） 長３８ｍｍ（保温厚２５ｍｍ用） 保温保冷用鋲　アルミ製 Ｌ３８ｍｍ　保温厚２５ｍｍ用 本 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507150004 保温保冷用外装材類 鋲 （アルミ製） 長６５ｍｍ（保温厚５０ｍｍ用） 保温保冷用鋲　アルミ製 Ｌ６５ｍｍ　保温厚５０ｍｍ用 本 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507151002 保温保冷用外装材類 鋲 （アルミ合金製） 長３８ｍｍ（保温厚２５ｍｍ用） 保温保冷用鋲　アルミ合金製 Ｌ３８ｍｍ　保温厚２５ｍｍ用 本 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材
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保温保冷用外装材類 5507151004 保温保冷用外装材類 鋲 （アルミ合金製） 長６５ｍｍ（保温厚５０ｍｍ用） 保温保冷用鋲　アルミ合金製 Ｌ６５ｍｍ　保温厚５０ｍｍ用 本 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507151006 保温保冷用外装材類 鋲 （アルミ合金製） 長１００ｍｍ（保温厚７５ｍｍ用） 保温保冷用鋲　アルミ合金製 Ｌ１００ｍｍ　保温厚７５ｍｍ用 本 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507152002 保温保冷用外装材類 鋲 （真ちゅう製） 長３８ｍｍ（保温厚２５ｍｍ用） 保温保冷用鋲　真ちゅう製 Ｌ３８ｍｍ　保温厚２５ｍｍ用 本 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507152004 保温保冷用外装材類 鋲 （真ちゅう製） 長６５ｍｍ（保温厚５０ｍｍ用） 保温保冷用鋲　真ちゅう製 Ｌ６５ｍｍ　保温厚５０ｍｍ用 本 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

保温保冷用外装材類 5507152006 保温保冷用外装材類 鋲 （真ちゅう製） 長１００ｍｍ（保温厚７５ｍｍ用） 保温保冷用鋲　真ちゅう製 Ｌ１００ｍｍ　保温厚７５ｍｍ用 本 715 ○ ○ 5507 保温・保冷材

渦巻ポンプ【公表価格】 5401014040 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ４０ＳＦ５．４Ｂ 口径４０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 荏原製作所 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ４０ＳＦ５．４Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401014044 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ５０ＳＦ５．７５Ｂ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 荏原製作所 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ５０ＳＦ５．７５Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401014048 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ６５ＳＦ５１．５Ｂ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ 荏原製作所 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ６５ＳＦ５１．５Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401014052 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ８０ＳＧ５３．７Ｂ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 荏原製作所 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ８０ＳＧ５３．７Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401010502 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ Ｆ－４０５－ＭＮ０．４ 口径４０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 川本製作所 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ Ｆ－４０５－ＭＮ０．４　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401010530 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ Ｆ５０５ＭＥ０．７５ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 川本製作所 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ Ｆ５０５ＭＥ０．７５　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401010534 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ Ｆ６５５ＭＥ１．５ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ 川本製作所 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ Ｆ６５５ＭＥ１．５　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401010538 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ Ｆ８０５ＭＥ２．２ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 川本製作所 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ Ｆ８０５ＭＥ２．２　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401010542 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ Ｆ８０５ＭＥ３．７ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 川本製作所 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ Ｆ８０５ＭＥ３．７　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401010546 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ Ｆ１００５ＭＥ５．５ 口径１００ｍｍ 出力５．５ｋＷ 川本製作所 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ Ｆ１００５ＭＥ５．５　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401011030 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ＳＨＦ－４０－ｅ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ テラル 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ＳＨＦ－４０－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401011034 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ＳＨＦ－５０－ｅ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ＳＨＦ－５０－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401011038 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ＳＨＦ－６５－ｅ 口径６５ｍｍ 出力２．２ｋＷ テラル 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ＳＨＦ－６５－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ
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渦巻ポンプ【公表価格】 5401011640 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ＪＤ４０×３２Ａ－Ｅ５０．７５ 口径３２ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 日立産機システム 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ＪＤ４０　Ｅ５０．７５日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401011644 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ＪＤ５０×４０Ａ－Ｅ５１．５ 口径４０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 日立産機システム 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ＪＤ５０　Ｅ５１．５　日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401011648 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ＪＤ６５×５０Ｂ－Ｅ５３．７ 口径５０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 日立産機システム 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ＪＤ６５　Ｅ５３．７　日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401011652 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ＪＤ６５×５０Ｃ－Ｅ５７．５ 口径５０ｍｍ 出力７．５ｋＷ 日立産機システム 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ＪＤ６５　Ｅ５７．５　日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401011656 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ＪＤ８０×６５Ｂ－Ｅ５７．５ 口径６５ｍｍ 出力７．５ｋＷ 日立産機システム 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ＪＤ８０　Ｅ５７．５　日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401011660 渦巻ポンプ ５０Ｈｚ ＪＤ８０×６５Ｃ－Ｅ５１１ 口径６５ｍｍ 出力１１ｋＷ 日立産機システム 渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ＪＤ８０　Ｅ５１１　日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401014042 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ４０ＳＦ６．７５Ｂ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 荏原製作所 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ４０ＳＦ６．７５Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401014046 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ５０ＳＦ６１．５Ｂ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 荏原製作所 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ５０ＳＦ６１．５Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401014050 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ６５ＳＦ６２．２Ｂ 口径６５ｍｍ 出力２．２ｋＷ 荏原製作所 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ６５ＳＦ６２．２Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401014054 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ８０ＳＧ６５．５Ｂ 口径８０ｍｍ 出力５．５ｋＷ 荏原製作所 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ８０ＳＧ６５．５Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401010529 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ Ｆ４０６ＭＥ０．７５ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 川本製作所 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ Ｆ４０６ＭＥ０．７５　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401010532 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ Ｆ５０６ＭＥ０．７５ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 川本製作所 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ Ｆ５０６ＭＥ０．７５　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401010536 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ Ｆ６５６ＭＥ１．５ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ 川本製作所 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ Ｆ６５６ＭＥ１．５　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401010540 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ Ｆ８０６ＭＥ２．２ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 川本製作所 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ Ｆ８０６ＭＥ２．２　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401010544 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ Ｆ８０６ＭＥ３．７ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 川本製作所 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ Ｆ８０６ＭＥ３．７　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401010548 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ Ｆ１００６ＭＥ５．５ 口径１００ｍｍ 出力５．５ｋＷ 川本製作所 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ Ｆ１００６ＭＥ５．５　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401011032 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ＳＨＦ－４０－ｅ 口径４０ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ＳＨＦ－４０－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401011036 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ＳＨＦ－５０－ｅ 口径５０ｍｍ 出力２．２ｋＷ テラル 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ＳＨＦ－５０－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ
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渦巻ポンプ【公表価格】 5401011040 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ＳＨＦ－６５－ｅ 口径６５ｍｍ 出力３．７ｋＷ テラル 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ＳＨＦ－６５－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401011642 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ＪＤ４０×３２Ｌ－Ｅ６０．７５ 口径３２ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 日立産機システム 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ＪＤ４０　Ｅ６０．７５日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401011646 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ＪＤ５０×４０Ｌ－Ｅ６１．５ 口径４０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 日立産機システム 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ＪＤ５０　Ｅ６１．５　日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401011650 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ＪＤ６５×５０Ａ－Ｅ６３．７ 口径５０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 日立産機システム 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ＪＤ６５　Ｅ６３．７　日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401011654 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ＪＤ６５×５０Ｃ－Ｅ６７．５ 口径５０ｍｍ 出力７．５ｋＷ 日立産機システム 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ＪＤ６５　Ｅ６７．５　日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401011658 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ＪＤ８０×６５Ｂ－Ｅ６７．５ 口径６５ｍｍ 出力７．５ｋＷ 日立産機システム 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ＪＤ８０　Ｅ６７．５　日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

渦巻ポンプ【公表価格】 5401011662 渦巻ポンプ ６０Ｈｚ ＪＤ８０×６５Ｂ－Ｅ６１１ 口径６５ｍｍ 出力１１ｋＷ 日立産機システム 渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ＪＤ８０　Ｅ６１１　日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401014056 多段ポンプ ５０Ｈｚ ４０ＭＳ３５１．５Ｂ 口径４０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 荏原製作所 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ４０ＭＳ３５１．５Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401014060 多段ポンプ ５０Ｈｚ ５０ＭＳ３５２．２Ｂ 口径５０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 荏原製作所 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ５０ＭＳ３５２．２Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401014064 多段ポンプ ５０Ｈｚ ６５ＭＳ３５３．７Ｂ 口径６５ｍｍ 出力３．７ｋＷ 荏原製作所 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ６５ＭＳ３５３．７Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401014068 多段ポンプ ５０Ｈｚ ８０ＭＳ４５７．５Ｂ 口径８０ｍｍ 出力７．５ｋＷ 荏原製作所 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ８０ＭＳ４５７．５Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401010550 多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｔ４０５×２ＭＥ１．５ 口径４０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 川本製作所 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ Ｔ４０５×２ＭＥ１．５　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401010554 多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｔ５０５×３ＭＥ２．２ 口径５０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 川本製作所 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ Ｔ５０５×３ＭＥ２．２　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401010558 多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｔ６５５×２ＭＥ２．２ 口径６５ｍｍ 出力２．２ｋＷ 川本製作所 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ Ｔ６５５×２ＭＥ２．２　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401010562 多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｔ６５５×３ＭＥ３．７ 口径６５ｍｍ 出力３．７ｋＷ 川本製作所 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ Ｔ６５５×３ＭＥ３．７　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401010566 多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｔ８０５×５ＭＥ１１ 口径８０ｍｍ 出力１１ｋＷ 川本製作所 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ Ｔ８０５×５ＭＥ１１　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401010570 多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｔ１００５×４ＭＥ１８ 口径１００ｍｍ 出力１８．５ｋＷ 川本製作所 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ Ｔ１００５×４ＭＥ１８　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401011042 多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｍ４０－Ⅱ－１－ｅ 口径４０ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ Ｍ４０－２－１－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ
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多段ポンプ【公表価格】 5401011046 多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｍ５０－Ⅲ－２－ｅ 口径５０ｍｍ 出力２．２ｋＷ テラル 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ Ｍ５０－３－２－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401011050 多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｍ６５－Ⅲ－２－ｅ 口径６５ｍｍ 出力３．７ｋＷ テラル 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ Ｍ６５－３－２－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401011054 多段ポンプ ５０Ｈｚ Ｍ８０－Ⅲ－１－ｅ 口径８０ｍｍ 出力５．５ｋＷ テラル 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ Ｍ８０－３－１－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401011664 多段ポンプ ５０Ｈｚ ＧＭＮ６５×６－Ｅ５７．５ 口径６５ｍｍ 出力７．５ｋＷ 日立産機システム 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ＧＭＮ６５×６－Ｅ５７．５日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401011668 多段ポンプ ５０Ｈｚ ＧＭＮ８０×５－Ｅ５１１ 口径８０ｍｍ 出力１１ｋＷ 日立産機システム 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ＧＭＮ８０×５－Ｅ５１１　日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401011672 多段ポンプ ５０Ｈｚ ＧＭＮ１００×５－Ｅ５３０ 口径１００ｍｍ 出力３０ｋＷ 日立産機システム 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ＧＭＮ１００×５－Ｅ５３０日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401011676 多段ポンプ ５０Ｈｚ ＧＭＮ１２５×５－Ｅ５４５ 口径１２５ｍｍ 出力４５ｋＷ 日立産機システム 多段渦巻ポンプ　５０Ｈｚ ＧＭＮ１２５×５－Ｅ５４５日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401014058 多段ポンプ ６０Ｈｚ ４０ＭＳ２６１．５Ｂ 口径４０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 荏原製作所 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ４０ＭＳ２６１．５Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401014062 多段ポンプ ６０Ｈｚ ５０ＭＳ２６２．２Ｂ 口径５０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 荏原製作所 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ５０ＭＳ２６２．２Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401014066 多段ポンプ ６０Ｈｚ ６５ＭＳ３６５．５Ｂ 口径６５ｍｍ 出力５．５ｋＷ 荏原製作所 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ６５ＭＳ３６５．５Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401014070 多段ポンプ ６０Ｈｚ ８０ＭＳ３６１１Ｂ 口径８０ｍｍ 出力１１ｋＷ 荏原製作所 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ８０ＭＳ３６１１Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401010552 多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｔ４０６×２ＭＥ１．５ 口径４０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 川本製作所 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ Ｔ４０６×２ＭＥ１．５　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401010556 多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｔ５０６×２ＭＥ２．２ 口径５０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 川本製作所 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ Ｔ５０６×２ＭＥ２．２　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401010560 多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｔ６５６×２ＭＥ３．７ 口径６５ｍｍ 出力３．７ｋＷ 川本製作所 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ Ｔ６５６×２ＭＥ３．７　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401010564 多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｔ６５６×３ＭＥ５．５ 口径６５ｍｍ 出力５．５ｋＷ 川本製作所 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ Ｔ６５６×３ＭＥ５．５　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401010568 多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｔ８０６×３ＭＥ１１ 口径８０ｍｍ 出力１１ｋＷ 川本製作所 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ Ｔ８０６×３ＭＥ１１　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401010572 多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｔ１００６×３ＭＥ１８ 口径１００ｍｍ 出力１８．５ｋＷ 川本製作所 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ Ｔ１００６×３ＭＥ１８　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401011044 多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｍ４０－Ⅱ－１－ｅ 口径４０ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ Ｍ４０－２－１－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ
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多段ポンプ【公表価格】 5401011048 多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｍ５０－Ⅱ－１－ｅ 口径５０ｍｍ 出力２．２ｋＷ テラル 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ Ｍ５０－２－１－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401011052 多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｍ６５－Ⅱ－１－ｅ 口径６５ｍｍ 出力３．７ｋＷ テラル 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ Ｍ６５－２－１－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401011056 多段ポンプ ６０Ｈｚ Ｍ８０－Ⅱ－２－ｅ 口径８０ｍｍ 出力７．５ｋＷ テラル 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ Ｍ８０－２－２－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401011666 多段ポンプ ６０Ｈｚ ＧＭＮ６５×５－Ｅ６１１ 口径６５ｍｍ 出力１１ｋＷ 日立産機システム 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ＧＭＮ６５×５－Ｅ６１１　日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401011670 多段ポンプ ６０Ｈｚ ＧＭＮ８０×５－Ｅ６１８．５ 口径８０ｍｍ 出力１８．５ｋＷ 日立産機システム 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ＧＭＮ８０×５Ｅ６１８．５日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401011674 多段ポンプ ６０Ｈｚ ＧＭＮ１００×３－Ｅ６３０ 口径１００ｍｍ 出力３０ｋＷ 日立産機システム 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ＧＭＮ１００×３－Ｅ６３０日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

多段ポンプ【公表価格】 5401011678 多段ポンプ ６０Ｈｚ ＧＭＮ１２５×３－Ｅ６４５ 口径１２５ｍｍ 出力４５ｋＷ 日立産機システム 多段渦巻ポンプ　６０Ｈｚ ＧＭＮ１２５×３－Ｅ６４５日立 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401022020 自吸式ポンプ ５０Ｈｚ ４０ＦＱ５．７５Ｂ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 荏原製作所 自吸式ポンプ　５０Ｈｚ ４０ＦＱ５．７５Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401022024 自吸式ポンプ ５０Ｈｚ ５０ＦＱ５１．５Ｂ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 荏原製作所 自吸式ポンプ　５０Ｈｚ ５０ＦＱ５１．５Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401022028 自吸式ポンプ ５０Ｈｚ ６５ＦＱ５２．２Ｂ 口径６５ｍｍ 出力２．２ｋＷ 荏原製作所 自吸式ポンプ　５０Ｈｚ ６５ＦＱ５２．２Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401022032 自吸式ポンプ ５０Ｈｚ ８０ＦＱ５３．７Ｂ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 荏原製作所 自吸式ポンプ　５０Ｈｚ ８０ＦＱ５３．７Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401020502 自吸式ポンプ ５０Ｈｚ ＧＳ２－３２５－Ｃ０．４Ｓ 口径３２ｍｍ 出力０．４ｋＷ 川本製作所 自吸式ポンプ　５０Ｈｚ ＧＳ２－３２５－Ｃ０．４Ｓ川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401020530 自吸式ポンプ ５０Ｈｚ ＧＳ３－４０５ＣＥ０．７５ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 川本製作所 自吸式ポンプ　５０Ｈｚ ＧＳ３－４０５ＣＥ０．７５川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401020534 自吸式ポンプ ５０Ｈｚ ＧＳ３－５０５ＣＥ１．５ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 川本製作所 自吸式ポンプ　５０Ｈｚ ＧＳ３－５０５ＣＥ１．５　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401020538 自吸式ポンプ ５０Ｈｚ ＧＳ３－６５５ＣＥ２．２ 口径６５ｍｍ 出力２．２ｋＷ 川本製作所 自吸式ポンプ　５０Ｈｚ ＧＳ３－６５５ＣＥ２．２　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401020542 自吸式ポンプ ５０Ｈｚ ＧＳ３－８０５ＣＥ３．７ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 川本製作所 自吸式ポンプ　５０Ｈｚ ＧＳ３－８０５ＣＥ３．７　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401021010 自吸式ポンプ ５０Ｈｚ ５０ＭＳＰ－Ⅱ－ｅ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル 自吸式ポンプ　５０Ｈｚ ５０ＭＳＰ－２－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401021014 自吸式ポンプ ５０Ｈｚ ６５ＭＳＰ－Ⅱ－ｅ 口径６５ｍｍ 出力３．７ｋＷ テラル 自吸式ポンプ　５０Ｈｚ ６５ＭＳＰ－２－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ
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自吸式ポンプ【公表価格】 5401022022 自吸式ポンプ ６０Ｈｚ ４０ＦＱ６１．５Ｂ 口径４０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 荏原製作所 自吸式ポンプ　６０Ｈｚ ４０ＦＱ６１．５Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401022026 自吸式ポンプ ６０Ｈｚ ５０ＦＱ６２．２Ｂ 口径５０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 荏原製作所 自吸式ポンプ　６０Ｈｚ ５０ＦＱ６２．２Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401022030 自吸式ポンプ ６０Ｈｚ ６５ＦＱ６３．７Ｂ 口径６５ｍｍ 出力３．７ｋＷ 荏原製作所 自吸式ポンプ　６０Ｈｚ ６５ＦＱ６３．７Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401022034 自吸式ポンプ ６０Ｈｚ ８０ＦＱ６５．５Ｂ 口径８０ｍｍ 出力５．５ｋＷ 荏原製作所 自吸式ポンプ　６０Ｈｚ ８０ＦＱ６５．５Ｂ　荏原 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401020512 自吸式ポンプ ６０Ｈｚ ＧＳ２－３２６－Ｃ０．４Ｓ 口径３２ｍｍ 出力０．４ｋＷ 川本製作所 自吸式ポンプ　６０Ｈｚ ＧＳ２－３２６－Ｃ０．４Ｓ川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401020532 自吸式ポンプ ６０Ｈｚ ＧＳ３－４０６ＣＥ０．７５ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 川本製作所 自吸式ポンプ　６０Ｈｚ ＧＳ３－４０６ＣＥ０．７５川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401020536 自吸式ポンプ ６０Ｈｚ ＧＳ３－５０６ＣＥ１．５ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 川本製作所 自吸式ポンプ　６０Ｈｚ ＧＳ３－５０６ＣＥ１．５　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401020540 自吸式ポンプ ６０Ｈｚ ＧＳ３－６５６ＣＥ２．２ 口径６５ｍｍ 出力２．２ｋＷ 川本製作所 自吸式ポンプ　６０Ｈｚ ＧＳ３－６５６ＣＥ２．２　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401020544 自吸式ポンプ ６０Ｈｚ ＧＳ３－８０６ＣＥ３．７ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 川本製作所 自吸式ポンプ　６０Ｈｚ ＧＳ３－８０６ＣＥ３．７　川本 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401021012 自吸式ポンプ ６０Ｈｚ ５０ＭＳＰ－Ⅱ－１－ｅ 口径５０ｍｍ 出力２．２ｋＷ テラル 自吸式ポンプ　６０Ｈｚ ５０ＭＳＰ－２－１－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

自吸式ポンプ【公表価格】 5401021016 自吸式ポンプ ６０Ｈｚ ６５ＭＳＰ－Ⅱ－ｅ 口径６５ｍｍ 出力５．５ｋＷ テラル 自吸式ポンプ　６０Ｈｚ ６５ＭＳＰ－２－ｅ　テラル 台 716 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401061004
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＳＥ－５０５Ｅ 口径５０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ アイム電機工
業

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＳＥ－５０５Ｅ　アイム電機工業 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401061006
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＳＥ－５１Ｅ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ アイム電機工
業

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＳＥ－５１Ｅ　アイム電機工業 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401061008
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＳＥ５－８２ＬＥ 口径８０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ アイム電機
工業

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＳＥ５－８２ＬＥアイム電機工業 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401061010
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＳＥ５－８３ＬＥ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ アイム電機
工業

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＳＥ５－８３ＬＥアイム電機工業 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401067002 水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ５０ＤＳ５．４ 口径５０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 汚水用水中ポンプ 荏原製作所 水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ５０ＤＳ５．４　荏原 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401067006 水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ５０ＤＳ５．７５ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 汚水用水中ポンプ 荏原製作所 水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ５０ＤＳ５．７５荏原 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401067010 水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ６５ＤＬ５１．５ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ 荏原製作所 水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ６５ＤＬ５１．５荏原 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ
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水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401067014 水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ８０ＤＬ５２．２ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ 荏原製作所 水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ８０ＤＬ５２．２荏原 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401067018
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ １００ＤＬ５３．７ 口径１００ｍｍ 出力３．７ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ 荏原製
作所

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ １００ＤＬ５３．７　荏原 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401061502 水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＳＦⅡ－１２ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ カッター付汚物水中ポンプ エレポン 水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＳＦ２－１２　エレポン 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401061504
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＫＷⅡ－７５０－２Ｔ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 汚水汚物水中ポンプ エレポ
ン

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＫＷ２－７５０－２Ｔ　エレポン 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401063130
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＣＲ５０１Ｓ－Ｆ５０ 口径５０ｍｍ 出力０．２５ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明
和工業

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＣＲ５０１Ｓ－Ｆ５０　新明和 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401063132
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＣＲ５０１Ｔ－Ｆ５０ 口径５０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和
工業

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＣＲ５０１Ｔ－Ｆ５０　新明和 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401063134
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＣＲ５０１－Ｆ５０ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和
工業

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＣＲ５０１－Ｆ５０　新明和 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401063150
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＣＲ６５－Ｆ６５Ｎ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和工
業

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＣＲ６５－Ｆ６５Ｎ　新明和 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401063152
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＣＲ８０－Ｆ８０Ｎ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和工
業

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＣＲ８０－Ｆ８０Ｎ　新明和 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401062002 水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ５０ＳＳＵ－５１．５ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 水中汚水ポンプ テラル 水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ５０ＳＳＵ－５１．５　テラル 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401062004 水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ８０ＳＳＵ－５３．７ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 水中汚水ポンプ テラル 水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ８０ＳＳＵ－５３．７　テラル 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401062006
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ５０ＫＯ－５１．５ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ カッター付水中汚物ポンプ テラ
ル

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ５０ＫＯ－５１．５　テラル 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401062008
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ６５ＫＯ－５２．２ 口径６５ｍｍ 出力２．２ｋＷ カッター付水中汚物ポンプ テラ
ル

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ６５ＫＯ－５２．２　テラル 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401062010
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ８０ＫＯ－５３．７ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ カッター付水中汚物ポンプ テラ
ル

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ８０ＫＯ－５３．７　テラル 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401066526
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＵＮ４０－５０．２５ＮＸＢ 口径４０ｍｍ 出力０．２５ｋＷ 水中汚水ポンプ 日立
産機システム

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＵＮ４０－５０．２５ＮＸＢ日立 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401066504
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＵＮ５０－５１．５ＮＸ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 水中汚水ポンプ 日立産機シ
ステム

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＵＮ５０－５１．５ＮＸ　日立 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401066506
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＵＮ８０－５３．７ＵＮ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 水中汚水ポンプ 日立産機シ
ステム

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＵＮ８０－５３．７ＵＮ　日立 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401066528
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＵＢ５０－５０．７５ＢＸ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 水中汚物水ポンプ 日立
産機システム

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＵＢ５０－５０．７５ＢＸ　日立 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ
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水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401066510
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＵＢ８０－５１．５ＢＸ 口径８０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 水中汚物水ポンプ 日立産機
システム

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＵＢ８０－５１．５ＢＸ　日立 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401066512
水中汚水・汚物ポンプ ５０Ｈｚ ＵＢ８０－５２．２ＢＸ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 水中汚物水ポンプ 日立産機
システム

水中汚水・汚物ポンプ　５０Ｈｚ ＵＢ８０－５２．２ＢＸ　日立 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401061014
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＳＥ－５０５Ｅ 口径５０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ アイム電機工
業

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＳＥ－５０５Ｅ　アイム電機工業 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401061016
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＳＥ－５１Ｅ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ アイム電機工
業

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＳＥ－５１Ｅ　アイム電機工業 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401061018
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＳＥ５－８２ＬＥ 口径８０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ アイム電機
工業

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＳＥ５－８２ＬＥアイム電機工業 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401061020
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＳＥ５－８３ＬＥ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ アイム電機
工業

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＳＥ５－８３ＬＥアイム電機工業 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401067004 水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ５０ＤＳ６．４ 口径５０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 汚水用水中ポンプ 荏原製作所 水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ５０ＤＳ６．４　荏原 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401067008 水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ５０ＤＳ６．７５ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 汚水用水中ポンプ 荏原製作所 水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ５０ＤＳ６．７５荏原 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401067012 水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ６５ＤＬ６１．５ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ 荏原製作所 水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ６５ＤＬ６１．５荏原 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401067016 水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ８０ＤＬ６２．２ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ 荏原製作所 水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ８０ＤＬ６２．２荏原 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401067020
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ １００ＤＬ６３．７ 口径１００ｍｍ 出力３．７ｋＷ 汚水汚物用水中ポンプ 荏原製
作所

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ １００ＤＬ６３．７　荏原 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401061506 水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＳＦⅡ－１２ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ カッター付汚物水中ポンプ エレポン 水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＳＦ２－１２　エレポン 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401061508
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＫＷⅡ－７５０－２Ｔ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 汚水汚物水中ポンプ エレポ
ン

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＫＷ２－７５０－２Ｔ　エレポン 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401063140
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＣＲ５０１Ｓ－Ｆ５０ 口径５０ｍｍ 出力０．２５ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明
和工業

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＣＲ５０１Ｓ－Ｆ５０　新明和 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401063142
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＣＲ５０１Ｔ－Ｆ５０ 口径５０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和
工業

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＣＲ５０１Ｔ－Ｆ５０　新明和 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401063144
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＣＲ５０１－Ｆ５０ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和
工業

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＣＲ５０１－Ｆ５０　新明和 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401063154
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＣＲ６５－Ｆ６５Ｎ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和工
業

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＣＲ６５－Ｆ６５Ｎ　新明和 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401063156
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＣＲ８０－Ｆ８０Ｎ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 水中汚水汚物用ポンプ 新明和工
業

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＣＲ８０－Ｆ８０Ｎ　新明和 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ
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水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401062012 水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ５０ＳＳＵ－６１．５ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 水中汚水ポンプ テラル 水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ５０ＳＳＵ－６１．５　テラル 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401062014 水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ８０ＳＳＵ－６３．７ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 水中汚水ポンプ テラル 水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ８０ＳＳＵ－６３．７　テラル 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401062016
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ５０ＫＯ－６１．５ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ カッター付水中汚物ポンプ テラ
ル

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ５０ＫＯ－６１．５　テラル 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401062018
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ６５ＫＯ－６２．２ 口径６５ｍｍ 出力２．２ｋＷ カッター付水中汚物ポンプ テラ
ル

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ６５ＫＯ－６２．２　テラル 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401062020
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ８０ＫＯ－６３．７ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ カッター付水中汚物ポンプ テラ
ル

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ８０ＫＯ－６３．７　テラル 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401066530
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＵＮ４０－６０．２５ＮＸＢ 口径４０ｍｍ 出力０．２５ｋＷ 水中汚水ポンプ 日立
産機システム

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＵＮ４０－６０．２５ＮＸＢ日立 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401066516
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＵＮ５０－６１．５ＮＸ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 水中汚水ポンプ 日立産機シ
ステム

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＵＮ５０－６１．５ＮＸ　日立 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401066518
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＵＮ８０－６３．７ＵＮ 口径８０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 水中汚水ポンプ 日立産機シ
ステム

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＵＮ８０－６３．７ＵＮ　日立 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401066532
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＵＢ５０－６０．７５ＢＸ 口径５０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 水中汚物水ポンプ 日立
産機システム

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＵＢ５０－６０．７５ＢＸ　日立 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401066522
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＵＢ８０－６１．５ＢＸ 口径８０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 水中汚物水ポンプ 日立産機
システム

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＵＢ８０－６１．５ＢＸ　日立 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中汚水・汚物ポンプ【公表価格】 5401066524
水中汚水・汚物ポンプ ６０Ｈｚ ＵＢ８０－６２．２ＢＸ 口径８０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 水中汚物水ポンプ 日立産機
システム

水中汚水・汚物ポンプ　６０Ｈｚ ＵＢ８０－６２．２ＢＸ　日立 台 717 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401033502 水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ４０ＢＭＳＰ３５３．７Ａ 口径４０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 荏原製作所 水中タービンポンプ　５０Ｈｚ ４０ＢＭＳＰ３５３．７Ａ　荏原 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401033506 水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ５０ＢＭＳＰ３５５．５Ａ 口径５０ｍｍ 出力５．５ｋＷ 荏原製作所 水中タービンポンプ　５０Ｈｚ ５０ＢＭＳＰ３５５．５Ａ　荏原 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401033510 水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ６５ＢＭＳＰ４５１１Ａ 口径６５ｍｍ 出力１１ｋＷ 荏原製作所 水中タービンポンプ　５０Ｈｚ ６５ＢＭＳＰ４５１１Ａ　荏原 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401030506 水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ＫＵＲ２－４０５－７．５ 口径４０ｍｍ 出力７．５ｋＷ 川本製作所 水中タービンポンプ　５０Ｈｚ ＫＵＲ２－４０５－７．５川本 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401030508 水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ＫＵＲ２－５０５－１１ 口径５０ｍｍ 出力１１ｋＷ 川本製作所 水中タービンポンプ　５０Ｈｚ ＫＵＲ２－５０５－１１　川本 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401031026 水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ３２ＴＵＡＤ２－１．５３－５ 口径３２ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル 水中タービンポンプ　５０Ｈｚ ３２ＴＵＡＤ２－１．５３－５ 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401031028 水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ４０ＴＵＡＡ２－１．５２－５ 口径４０ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル 水中タービンポンプ　５０Ｈｚ ４０ＴＵＡＡ２－１．５２－５ 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ
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水中タービンポンプ【公表価格】 5401031502 水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ＪＵ５０×２－５３．７ 口径５０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 日立産機システム 水中タービンポンプ　５０Ｈｚ ＪＵ５０×２－５３．７　日立 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401032504 水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ＶＳＣ６５×２－５．５ 口径６５ｍｍ 出力５．５ｋＷ 冨士川機械 水中タービンポンプ　５０Ｈｚ ＶＳＣ６５×２－５．５　冨士川 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401032506 水中タービンポンプ ５０Ｈｚ ＶＳＣ８０×２－７．５ 口径８０ｍｍ 出力７．５ｋＷ 冨士川機械 水中タービンポンプ　５０Ｈｚ ＶＳＣ８０×２－７．５　冨士川 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401033504 水中タービンポンプ ６０Ｈｚ ４０ＢＭＳＰ３６３．７Ａ 口径４０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 荏原製作所 水中タービンポンプ　６０Ｈｚ ４０ＢＭＳＰ３６３．７Ａ　荏原 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401033508 水中タービンポンプ ６０Ｈｚ ５０ＢＭＳＰ３６５．５Ａ 口径５０ｍｍ 出力５．５ｋＷ 荏原製作所 水中タービンポンプ　６０Ｈｚ ５０ＢＭＳＰ３６５．５Ａ　荏原 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401033512 水中タービンポンプ ６０Ｈｚ ６５ＢＭＳＰ４６１１Ａ 口径６５ｍｍ 出力１１ｋＷ 荏原製作所 水中タービンポンプ　６０Ｈｚ ６５ＢＭＳＰ４６１１Ａ　荏原 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401030507 水中タービンポンプ ６０Ｈｚ ＫＵＲ２－４０６－７．５ 口径４０ｍｍ 出力７．５ｋＷ 川本製作所 水中タービンポンプ　６０Ｈｚ ＫＵＲ２－４０６－７．５川本 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401030509 水中タービンポンプ ６０Ｈｚ ＫＵＲ２－５０６－１１ 口径５０ｍｍ 出力１１ｋＷ 川本製作所 水中タービンポンプ　６０Ｈｚ ＫＵＲ２－５０６－１１　川本 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401031030 水中タービンポンプ ６０Ｈｚ ３２ＴＵＡＣ２－１．５３－６ 口径３２ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル 水中タービンポンプ　６０Ｈｚ ３２ＴＵＡＣ２－１．５３－６ 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401031032 水中タービンポンプ ６０Ｈｚ ４０ＴＵＡＤ２－１．５２－６ 口径４０ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル 水中タービンポンプ　６０Ｈｚ ４０ＴＵＡＤ２－１．５２－６ 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401031504 水中タービンポンプ ６０Ｈｚ ＪＵ５０×２－６５．５ 口径５０ｍｍ 出力５．５ｋＷ 日立産機システム 水中タービンポンプ　６０Ｈｚ ＪＵ５０×２－６５．５　日立 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401032505 水中タービンポンプ ６０Ｈｚ ＶＳＣ６５×１－５．５ 口径６５ｍｍ 出力５．５ｋＷ 冨士川機械 水中タービンポンプ　６０Ｈｚ ＶＳＣ６５×１－５．５　冨士川 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中タービンポンプ【公表価格】 5401032507 水中タービンポンプ ６０Ｈｚ ＶＳＣ８０×１－７．５ 口径８０ｍｍ 出力７．５ｋＷ 冨士川機械 水中タービンポンプ　６０Ｈｚ ＶＳＣ８０×１－７．５　冨士川 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401045502 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ４０ＢＨＳ７５２．２Ｂ 口径４０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 荏原製作所 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ４０ＢＨＳ７５２．２Ｂ　荏原 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401045506 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ５０ＢＨＳ８５３．７Ｂ 口径５０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 荏原製作所 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ５０ＢＨＳ８５３．７Ｂ　荏原 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401045510 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ６５ＢＨＳ１２５７．５Ｂ 口径６５ｍｍ 出力７．５ｋＷ 荏原製作所 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ６５ＢＨＳ１２５７．５Ｂ　荏原 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401043550 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ＦＥ６１３／１３ 口径５０ｍｍ 出力５．５ｋＷ おかもとポンプ 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ＦＥ６１３／１３　おかもと 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401043552 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ＦＥ６１８／１２ 口径６５ｍｍ 出力７．５ｋＷ おかもとポンプ 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ＦＥ６１８／１２　おかもと 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ
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水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401043538 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ＦＥ６２７／１１ 口径８０ｍｍ 出力１１ｋＷ おかもとポンプ 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ＦＥ６２７／１１　おかもと 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401043556 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ＦＥ６４６／５ 口径８０ｍｍ 出力７．５ｋＷ おかもとポンプ 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ＦＥ６４６／５　おかもと 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401040524 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ＵＳ２－４０５－２．２ＣＲ 口径４０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 川本製作所 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ＵＳ２－４０５－２．２ＣＲ川本 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401040526 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ＵＳ２－５０５－３．７Ｃ 口径５０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 川本製作所 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ＵＳ２－５０５－３．７Ｃ　川本 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401040528 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ＵＳ２－６５５－５．５Ｃ 口径６５ｍｍ 出力５．５ｋＷ 川本製作所 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ＵＳ２－６５５－５．５Ｃ　川本 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401044004 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ＳＰ３Ａ－２５ 口径３２ｍｍ 出力１．５ｋＷ 鶴見製作所 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ＳＰ３Ａ－２５　鶴見製作所 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401044006 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ＳＰ５Ａ－２１ 口径４０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 鶴見製作所 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ＳＰ５Ａ－２１　鶴見製作所 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401041026 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ３２ＭＳＵＳ４－５１．５－２０ 口径３２ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ３２ＭＳＵＳ４－５１．５－２０ 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401041028 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ４０ＭＳＵＳ４－５２．７－１６ 口径４０ｍｍ 出力２．７ｋＷ テラル 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ４０ＭＳＵＳ４－５２．７－１６ 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401041030 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ５０ＭＳＵＳ４－５３．７－１７ 口径５０ｍｍ 出力３．７ｋＷ テラル 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ５０ＭＳＵＳ４－５３．７－１７ 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401042016 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ＰＭＵ８０×５－５１１ 口径８０ｍｍ 出力１１ｋＷ 日立産機システム 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ＰＭＵ８０×５－５１１　日立 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401042018 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ＰＭＵ１００×３－５１１ 口径１００ｍｍ 出力１１ｋＷ 日立産機システム 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ＰＭＵ１００×３－５１１　日立 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401042502 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ＤＳＭ－６Ｂ×８－３．７ 口径５０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 冨士川機械 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ＤＳＭ－６Ｂ×８－３．７冨士川 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401042504 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ＤＳＭ－８Ｂ×５－１１ 口径８０ｍｍ 出力１１ｋＷ 冨士川機械 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ＤＳＭ－８Ｂ×５－１１　冨士川 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401042506 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ＤＳＭ－１０Ｂ×４－２２ 口径１００ｍｍ 出力２２ｋＷ 冨士川機械 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ＤＳＭ－１０Ｂ×４－２２冨士川 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401042508 水中ポンプ（井戸用） ５０Ｈｚ ＤＳＭ－１２Ｂ×２－４５ 口径２００ｍｍ 出力４５ｋＷ 冨士川機械 水中ポンプ（井戸用）５０Ｈｚ ＤＳＭ－１２Ｂ×２－４５冨士川 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401045504 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ４０ＢＨＳ４６２．２Ｂ 口径４０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 荏原製作所 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ４０ＢＨＳ４６２．２Ｂ　荏原 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401045508 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ５０ＢＨＳ５６３．７Ｂ 口径５０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 荏原製作所 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ５０ＢＨＳ５６３．７Ｂ　荏原 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

2532 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401045512 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ６５ＢＨＳ７６７．５Ｂ 口径６５ｍｍ 出力７．５ｋＷ 荏原製作所 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ６５ＢＨＳ７６７．５Ｂ　荏原 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401043558 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＦＥ６１３／７ 口径５０ｍｍ 出力５．５ｋＷ おかもとポンプ 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ＦＥ６１３／７　おかもと 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401043544 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＦＥ６１８／７ 口径６５ｍｍ 出力７．５ｋＷ おかもとポンプ 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ＦＥ６１８／７　おかもと 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401043562 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＦＥ６２７／６ 口径８０ｍｍ 出力１１ｋＷ おかもとポンプ 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ＦＥ６２７／６　おかもと 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401043564 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＦＥ６４６／５ 口径８０ｍｍ 出力１１ｋＷ おかもとポンプ 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ＦＥ６４６／５　おかもと 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401040530 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＵＳ２－４０６－２．２ＣＲ 口径４０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 川本製作所 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ＵＳ２－４０６－２．２ＣＲ川本 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401040532 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＵＳ２－５０６－３．７Ｃ 口径５０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 川本製作所 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ＵＳ２－５０６－３．７Ｃ　川本 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401040534 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＵＳ２－６５６－５．５Ｃ 口径６５ｍｍ 出力５．５ｋＷ 川本製作所 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ＵＳ２－６５６－５．５Ｃ　川本 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401044008 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＳＰ３Ａ－２０ 口径３２ｍｍ 出力２．２ｋＷ 鶴見製作所 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ＳＰ３Ａ－２０　鶴見製作所 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401044010 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＳＰ５Ａ－１９ 口径４０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 鶴見製作所 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ＳＰ５Ａ－１９　鶴見製作所 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401041032 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ５０ＭＳＵＳ６－６２．２－３ 口径５０ｍｍ 出力２．２ｋＷ テラル 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ５０ＭＳＵＳ６－６２．２－３ 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401041034 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ５０ＭＳＵＳ６－６５．５－８ 口径５０ｍｍ 出力５．５ｋＷ テラル 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ５０ＭＳＵＳ６－６５．５－８ 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401041036 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ６５ＭＳＵＳ６－６５．５－５ 口径６５ｍｍ 出力５．５ｋＷ テラル 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ６５ＭＳＵＳ６－６５．５－５ 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401042022 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＰＭＵ８０×３－６１１ 口径８０ｍｍ 出力１１ｋＷ 日立産機システム 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ＰＭＵ８０×３－６１１　日立 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401042024 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＰＭＵ１００×４－６２２ 口径１００ｍｍ 出力２２ｋＷ 日立産機システム 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ＰＭＵ１００×４－６２２　日立 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401042510 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＤＳＭ－６Ｂ×５－３．７ 口径５０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 冨士川機械 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ＤＳＭ－６Ｂ×５－３．７冨士川 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401042512 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＤＳＭ－８Ｂ×３－１１ 口径８０ｍｍ 出力１１ｋＷ 冨士川機械 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ＤＳＭ－８Ｂ×３－１１　冨士川 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401042514 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＤＳＭ－１０Ｂ×２－２２ 口径１２５ｍｍ 出力２２ｋＷ 冨士川機械 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ＤＳＭ－１０Ｂ×２－２２冨士川 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ
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水中ポンプ（井戸用）【公表価格】 5401042516 水中ポンプ（井戸用） ６０Ｈｚ ＤＳＭ－１０Ｄ×３－４５ 口径２００ｍｍ 出力４５ｋＷ 冨士川機械 水中ポンプ（井戸用）６０Ｈｚ ＤＳＭ－１０Ｄ×３－４５冨士川 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401072502 オイルポンプ ５０Ｈｚ ２５ＲＱＦ５．２Ｂ 口径２５ｍｍ 出力０．２ｋＷ 荏原製作所 オイルポンプ　５０Ｈｚ ２５ＲＱＦ５．２Ｂ　荏原 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401072510 オイルポンプ ５０Ｈｚ ３２ＲＱＧ５．４Ｃ 口径３２ｍｍ 出力０．４ｋＷ 荏原製作所 オイルポンプ　５０Ｈｚ ３２ＲＱＧ５．４Ｃ　荏原 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401071002 オイルポンプ ５０Ｈｚ ＯＣ－２０５－Ｍ０．２ 口径２０ｍｍ 出力０．２ｋＷ 川本製作所 オイルポンプ　５０Ｈｚ ＯＣ－２０５－Ｍ０．２　川本 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401071004 オイルポンプ ５０Ｈｚ ＯＣ－２５５－Ｍ０．４ 口径２５ｍｍ 出力０．４ｋＷ 川本製作所 オイルポンプ　５０Ｈｚ ＯＣ－２５５－Ｍ０．４　川本 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401071502 オイルポンプ ５０Ｈｚ ＧＰＬⅡ－１５Ｖ 口径１５ｍｍ 出力０．２ｋＷ テラル オイルポンプ　５０Ｈｚ ＧＰＬ２－１５Ｖ　テラル 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401071504 オイルポンプ ５０Ｈｚ ＧＰＬⅡ－２０Ｖ 口径２０ｍｍ 出力０．４ｋＷ テラル オイルポンプ　５０Ｈｚ ＧＰＬ２－２０Ｖ　テラル 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401071506 オイルポンプ ５０Ｈｚ ＧＰＬⅡ－２５Ｖ 口径２５ｍｍ 出力０．７５ｋＷ テラル オイルポンプ　５０Ｈｚ ＧＰＬ２－２５Ｖ　テラル 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401072002 オイルポンプ ５０Ｈｚ ＫＲ－６Ｓ 口径２０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 日立産機システム オイルポンプ　５０Ｈｚ ＫＲ－６Ｓ　日立産機システム 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401072010 オイルポンプ ５０Ｈｚ ＫＲ－８Ｓ 口径２５ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 日立産機システム オイルポンプ　５０Ｈｚ ＫＲ－８Ｓ　日立産機システム 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401072504 オイルポンプ ６０Ｈｚ ２０ＲＱＥ６．２Ｂ 口径２０ｍｍ 出力０．２ｋＷ 荏原製作所 オイルポンプ　６０Ｈｚ ２０ＲＱＥ６．２Ｂ　荏原 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401072512 オイルポンプ ６０Ｈｚ ２５ＲＱＦ６．４Ｃ 口径２５ｍｍ 出力０．４ｋＷ 荏原製作所 オイルポンプ　６０Ｈｚ ２５ＲＱＦ６．４Ｃ　荏原 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401071006 オイルポンプ ６０Ｈｚ ＯＣ－２０６－Ｍ０．２ 口径２０ｍｍ 出力０．２ｋＷ 川本製作所 オイルポンプ　６０Ｈｚ ＯＣ－２０６－Ｍ０．２　川本 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401071008 オイルポンプ ６０Ｈｚ ＯＣ－２５６－Ｍ０．４ 口径２５ｍｍ 出力０．４ｋＷ 川本製作所 オイルポンプ　６０Ｈｚ ＯＣ－２５６－Ｍ０．４　川本 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401071508 オイルポンプ ６０Ｈｚ ＧＰＬⅡ－１５Ｖ 口径１５ｍｍ 出力０．２ｋＷ テラル オイルポンプ　６０Ｈｚ ＧＰＬ２－１５Ｖ　テラル 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401071510 オイルポンプ ６０Ｈｚ ＧＰＬⅡ－２０Ｖ 口径２０ｍｍ 出力０．４ｋＷ テラル オイルポンプ　６０Ｈｚ ＧＰＬ２－２０Ｖ　テラル 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401071512 オイルポンプ ６０Ｈｚ ＧＰＬⅡ－２５Ｖ 口径２５ｍｍ 出力０．７５ｋＷ テラル オイルポンプ　６０Ｈｚ ＧＰＬ２－２５Ｖ　テラル 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

オイルポンプ【公表価格】 5401072006 オイルポンプ ６０Ｈｚ ＫＲ－６Ｓ 口径２０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 日立産機システム オイルポンプ　６０Ｈｚ ＫＲ－６Ｓ　日立産機システム 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ
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オイルポンプ【公表価格】 5401072012 オイルポンプ ６０Ｈｚ ＫＲ－８Ｓ 口径２５ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 日立産機システム オイルポンプ　６０Ｈｚ ＫＲ－８Ｓ　日立産機システム 台 718 ○ ○ 5401 ポンプ

真空給水ポンプ【公表価格】 5401080502 真空給水ポンプ ５０Ｈｚ ＰＺ－５Ｓ（単式） 給水口径２５ｍｍ 還水口径６５ｍｍ 放熱面積５００ｍ２ 前田鉄工所 真空給水ポンプ　５０Ｈｚ ＰＺ－５Ｓ　単式　前田鉄工所 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

真空給水ポンプ【公表価格】 5401080504 真空給水ポンプ ５０Ｈｚ ＰＺ－８Ｓ（単式） 給水口径３２ｍｍ 還水口径６５ｍｍ 放熱面積８００ｍ２ 前田鉄工所 真空給水ポンプ　５０Ｈｚ ＰＺ－８Ｓ　単式　前田鉄工所 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

真空給水ポンプ【公表価格】 5401080506
真空給水ポンプ ５０Ｈｚ ＰＺ－１２Ｓ（単式） 給水口径３２ｍｍ 還水口径６５ｍｍ 放熱面積１，２００ｍ２ 前田
鉄工所

真空給水ポンプ　５０Ｈｚ ＰＺ－１２Ｓ　単式　前田鉄工所 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

真空給水ポンプ【公表価格】 5401080508 真空給水ポンプ ５０Ｈｚ ＰＺ－５Ｄ（複式） 給水口径２５ｍｍ 還水口径６５ｍｍ 放熱面積５００ｍ２ 前田鉄工所 真空給水ポンプ　５０Ｈｚ ＰＺ－５Ｄ　複式　前田鉄工所 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

真空給水ポンプ【公表価格】 5401080510 真空給水ポンプ ５０Ｈｚ ＰＺ－８Ｄ（複式） 給水口径３２ｍｍ 還水口径６５ｍｍ 放熱面積８００ｍ２ 前田鉄工所 真空給水ポンプ　５０Ｈｚ ＰＺ－８Ｄ　複式　前田鉄工所 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

真空給水ポンプ【公表価格】 5401080512
真空給水ポンプ ５０Ｈｚ ＰＺ－１２Ｄ（複式） 給水口径３２ｍｍ 還水口径６５ｍｍ 放熱面積１，２００ｍ２ 前田
鉄工所

真空給水ポンプ　５０Ｈｚ ＰＺ－１２Ｄ　複式　前田鉄工所 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

真空給水ポンプ【公表価格】 5401080514
真空給水ポンプ ５０Ｈｚ ＰＺ－１８Ｄ（複式） 給水口径４０ｍｍ 還水口径８０ｍｍ 放熱面積１，８００ｍ２ 前田
鉄工所

真空給水ポンプ　５０Ｈｚ ＰＺ－１８Ｄ　複式　前田鉄工所 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

真空給水ポンプ【公表価格】 5401080520 真空給水ポンプ ６０Ｈｚ ＰＺ－５Ｓ（単式） 給水口径２５ｍｍ 還水口径６５ｍｍ 放熱面積５００ｍ２ 前田鉄工所 真空給水ポンプ　６０Ｈｚ ＰＺ－５Ｓ　単式　前田鉄工所 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

真空給水ポンプ【公表価格】 5401080522 真空給水ポンプ ６０Ｈｚ ＰＺ－８Ｓ（単式） 給水口径３２ｍｍ 還水口径６５ｍｍ 放熱面積８００ｍ２ 前田鉄工所 真空給水ポンプ　６０Ｈｚ ＰＺ－８Ｓ　単式　前田鉄工所 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

真空給水ポンプ【公表価格】 5401080524
真空給水ポンプ ６０Ｈｚ ＰＺ－１２Ｓ（単式） 給水口径３２ｍｍ 還水口径６５ｍｍ 放熱面積１，２００ｍ２ 前田
鉄工所

真空給水ポンプ　６０Ｈｚ ＰＺ－１２Ｓ　単式　前田鉄工所 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

真空給水ポンプ【公表価格】 5401080526 真空給水ポンプ ６０Ｈｚ ＰＺ－５Ｄ（複式） 給水口径２５ｍｍ 還水口径６５ｍｍ 放熱面積５００ｍ２ 前田鉄工所 真空給水ポンプ　６０Ｈｚ ＰＺ－５Ｄ　複式　前田鉄工所 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

真空給水ポンプ【公表価格】 5401080528 真空給水ポンプ ６０Ｈｚ ＰＺ－８Ｄ（複式） 給水口径３２ｍｍ 還水口径６５ｍｍ 放熱面積８００ｍ２ 前田鉄工所 真空給水ポンプ　６０Ｈｚ ＰＺ－８Ｄ　複式　前田鉄工所 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

真空給水ポンプ【公表価格】 5401080530
真空給水ポンプ ６０Ｈｚ ＰＺ－１２Ｄ（複式） 給水口径３２ｍｍ 還水口径６５ｍｍ 放熱面積１，２００ｍ２ 前田
鉄工所

真空給水ポンプ　６０Ｈｚ ＰＺ－１２Ｄ　複式　前田鉄工所 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

真空給水ポンプ【公表価格】 5401080532
真空給水ポンプ ６０Ｈｚ ＰＺ－１８Ｄ（複式） 給水口径４０ｍｍ 還水口径８０ｍｍ 放熱面積１，８００ｍ２ 前田
鉄工所

真空給水ポンプ　６０Ｈｚ ＰＺ－１８Ｄ　複式　前田鉄工所 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401090520 ボイラ給水ポンプ ５０Ｈｚ ＫＳ４０５×２ＭＥ２．２ 口径４０ｍｍ 出力２．２ｋＷ 川本製作所 ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ ＫＳ４０５×２ＭＥ２．２　川本 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401090524 ボイラ給水ポンプ ５０Ｈｚ ＫＳ５０５×２ＭＥ３．７ 口径５０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 川本製作所 ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ ＫＳ５０５×２ＭＥ３．７　川本 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401090528 ボイラ給水ポンプ ５０Ｈｚ ＫＳ６５５×２ＭＥ７．５ 口径６５ｍｍ 出力７．５ｋＷ 川本製作所 ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ ＫＳ６５５×２ＭＥ７．５　川本 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ
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ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401090532 ボイラ給水ポンプ ５０Ｈｚ ＫＳ８０５×２ＭＥ１１ 口径８０ｍｍ 出力１１ｋＷ 川本製作所 ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ ＫＳ８０５×２ＭＥ１１　川本 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401091542 ボイラ給水ポンプ ５０Ｈｚ ５×４ＭＫＨＳ－４Ｓ－５７．５－ｅ 口径５０ｍｍ 出力７．５ｋＷ テラル ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ ５×４ＭＫＨＳ－４Ｓ５７．５ｅ 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401091546 ボイラ給水ポンプ ５０Ｈｚ ５×４ＭＫＨＳ－５Ｓ－５１１－ｅ 口径５０ｍｍ 出力１１ｋＷ テラル ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ ５×４ＭＫＨＳ－５Ｓ－５１１ｅ 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401091550 ボイラ給水ポンプ ５０Ｈｚ ６×５ＭＫＨＳ－４Ｓ－５１５－ｅ 口径６５ｍｍ 出力１５ｋＷ テラル ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ ６×５ＭＫＨＳ－４Ｓ－５１５ｅ 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401091554 ボイラ給水ポンプ ５０Ｈｚ ６×５ＭＫＨＳ－５Ｓ－５１８－ｅ 口径６５ｍｍ 出力１８．５ｋＷ テラル ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ ６×５ＭＫＨＳ－５Ｓ－５１８ｅ 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401091558 ボイラ給水ポンプ ５０Ｈｚ ８×６ＭＫＨＳ－５Ｓ－５３０－ｅ 口径８０ｍｍ 出力３０ｋＷ テラル ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ ８×６ＭＫＨＳ－５Ｓ－５３０ｅ 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401092040 ボイラ給水ポンプ ５０Ｈｚ ＪＧ４０×４－Ｅ５５．５ 口径４０ｍｍ 出力５．５ｋＷ 日立産機システム ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ ＪＧ４０×４－Ｅ５５．５　日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401092044 ボイラ給水ポンプ ５０Ｈｚ ＪＧ５０×４－Ｅ５７．５ 口径５０ｍｍ 出力７．５ｋＷ 日立産機システム ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ ＪＧ５０×４－Ｅ５７．５　日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401092048 ボイラ給水ポンプ ５０Ｈｚ ＪＧ６５×４－Ｅ５１５ 口径６５ｍｍ 出力１５ｋＷ 日立産機システム ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ ＪＧ６５×４－Ｅ５１５　日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401092052 ボイラ給水ポンプ ５０Ｈｚ ＪＧ６５×５－Ｅ５１５ 口径６５ｍｍ 出力１５ｋＷ 日立産機システム ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ ＪＧ６５×５－Ｅ５１５　日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401092056 ボイラ給水ポンプ ５０Ｈｚ ＪＧ８０×５－Ｅ５３０ 口径８０ｍｍ 出力３０ｋＷ 日立産機システム ボイラ給水ポンプ　５０Ｈｚ ＪＧ８０×５－Ｅ５３０　日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401090522 ボイラ給水ポンプ ６０Ｈｚ ＫＳ４０６×２ＭＥ３．７ 口径４０ｍｍ 出力３．７ｋＷ 川本製作所 ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ ＫＳ４０６×２ＭＥ３．７　川本 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401090526 ボイラ給水ポンプ ６０Ｈｚ ＫＳ５０６×２ＭＥ５．５ 口径５０ｍｍ 出力５．５ｋＷ 川本製作所 ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ ＫＳ５０６×２ＭＥ５．５　川本 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401090530 ボイラ給水ポンプ ６０Ｈｚ ＫＳ６５６×２ＭＥ１１ 口径６５ｍｍ 出力１１ｋＷ 川本製作所 ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ ＫＳ６５６×２ＭＥ１１　川本 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401090534 ボイラ給水ポンプ ６０Ｈｚ ＫＳ８０６×２ＭＥ１５ 口径８０ｍｍ 出力１５ｋＷ 川本製作所 ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ ＫＳ８０６×２ＭＥ１５　川本 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401091544 ボイラ給水ポンプ ６０Ｈｚ ５×４ＭＫＨＳ－２Ｓ－６７．５－ｅ 口径５０ｍｍ 出力７．５ｋＷ テラル ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ ５×４ＭＫＨＳ－２Ｓ６７．５ｅ 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401091548 ボイラ給水ポンプ ６０Ｈｚ ５×４ＭＫＨＳ－３Ｓ－６１１－ｅ 口径５０ｍｍ 出力１１ｋＷ テラル ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ ５×４ＭＫＨＳ－３Ｓ－６１１ｅ 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401091552 ボイラ給水ポンプ ６０Ｈｚ ６×５ＭＫＨＳ－３Ｓ－６１５－ｅ 口径６５ｍｍ 出力１５ｋＷ テラル ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ ６×５ＭＫＨＳ－３Ｓ－６１５ｅ 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ
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ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401091556 ボイラ給水ポンプ ６０Ｈｚ ６×５ＭＫＨＳ－３Ｓ－６１８－ｅ 口径６５ｍｍ 出力１８．５ｋＷ テラル ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ ６×５ＭＫＨＳ－３Ｓ－６１８ｅ 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401091560 ボイラ給水ポンプ ６０Ｈｚ ８×６ＭＫＨＳ－３Ｓ－６３０－ｅ 口径８０ｍｍ 出力３０ｋＷ テラル ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ ８×６ＭＫＨＳ－３Ｓ－６３０ｅ 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401092042 ボイラ給水ポンプ ６０Ｈｚ ＪＧ４０×３－Ｅ６５．５ 口径４０ｍｍ 出力５．５ｋＷ 日立産機システム ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ ＪＧ４０×３－Ｅ６５．５　日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401092046 ボイラ給水ポンプ ６０Ｈｚ ＪＧ５０×３－Ｅ６７．５ 口径５０ｍｍ 出力７．５ｋＷ 日立産機システム ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ ＪＧ５０×３－Ｅ６７．５　日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401092050 ボイラ給水ポンプ ６０Ｈｚ ＪＧ６５×３－Ｅ６１５ 口径６５ｍｍ 出力１５ｋＷ 日立産機システム ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ ＪＧ６５×３－Ｅ６１５　日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

ボイラ給水ポンプ【公表価格】 5401092054 ボイラ給水ポンプ ６０Ｈｚ ＪＧ８０×３－Ｅ６３０ 口径８０ｍｍ 出力３０ｋＷ 日立産機システム ボイラ給水ポンプ　６０Ｈｚ ＪＧ８０×３－Ｅ６３０　日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401102502 温水循環ポンプ ５０Ｈｚ ２５ＬＰＤ５．１５ 口径２５ｍｍ 出力０．１５ｋＷ 荏原製作所 温水循環ポンプ　５０Ｈｚ ２５ＬＰＤ５．１５　荏原 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401102520 温水循環ポンプ ５０Ｈｚ ３２ＬＰＤ５．４Ｅ 口径３２ｍｍ 出力０．４ｋＷ 荏原製作所 温水循環ポンプ　５０Ｈｚ ３２ＬＰＤ５．４Ｅ　荏原 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401102524 温水循環ポンプ ５０Ｈｚ ４０ＬＰＤ５．７５Ｅ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 荏原製作所 温水循環ポンプ　５０Ｈｚ ４０ＬＰＤ５．７５Ｅ　荏原 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401102528 温水循環ポンプ ５０Ｈｚ ５０ＬＰＤ５１．５Ｅ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 荏原製作所 温水循環ポンプ　５０Ｈｚ ５０ＬＰＤ５１．５Ｅ　荏原 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401100506 温水循環ポンプ ５０Ｈｚ ＰＥ２－２０５－０．１Ｓ 口径２０ｍｍ 出力０．１ｋＷ 川本製作所 温水循環ポンプ　５０Ｈｚ ＰＥ２－２０５－０．１Ｓ　川本 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401100514 温水循環ポンプ ５０Ｈｚ ＰＥ４０５Ｅ０．７５ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 川本製作所 温水循環ポンプ　５０Ｈｚ ＰＥ４０５Ｅ０．７５　川本 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401101522 温水循環ポンプ ５０Ｈｚ ＬＰ２５Ａ５．２５－ｅ 口径２５ｍｍ 出力０．２５ｋＷ テラル 温水循環ポンプ　５０Ｈｚ ＬＰ２５Ａ５．２５－ｅ　テラル 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401101526 温水循環ポンプ ５０Ｈｚ ＬＰ３２Ａ５．４－ｅ 口径３２ｍｍ 出力０．４ｋＷ テラル 温水循環ポンプ　５０Ｈｚ ＬＰ３２Ａ５．４－ｅ　テラル 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401101530 温水循環ポンプ ５０Ｈｚ ＬＰ４０Ａ５．７５－ｅ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ テラル 温水循環ポンプ　５０Ｈｚ ＬＰ４０Ａ５．７５－ｅ　テラル 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401101534 温水循環ポンプ ５０Ｈｚ ＬＰ５０Ｂ５１．５－ｅ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル 温水循環ポンプ　５０Ｈｚ ＬＰ５０Ｂ５１．５－ｅ　テラル 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401101538 温水循環ポンプ ５０Ｈｚ ＬＰ６５Ｂ５１．５－ｅ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル 温水循環ポンプ　５０Ｈｚ ＬＰ６５Ｂ５１．５－ｅ　テラル 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401102032 温水循環ポンプ ５０Ｈｚ ＪＬ２５Ｐ２－５０．２５Ｋ 口径２５ｍｍ 出力０．２５ｋＷ 日立産機システム 温水循環ポンプ　５０Ｈｚ ＪＬ２５Ｐ２－５０．２５Ｋ日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ
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温水循環ポンプ【公表価格】 5401102034 温水循環ポンプ ５０Ｈｚ ＪＬ３２Ｐ２－５０．４Ｋ 口径３２ｍｍ 出力０．４ｋＷ 日立産機システム 温水循環ポンプ　５０Ｈｚ ＪＬ３２Ｐ２－５０．４Ｋ　日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401102052 温水循環ポンプ ５０Ｈｚ ＪＬ４０Ｐ２－Ｅ５０．７５ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 日立産機システム 温水循環ポンプ　５０Ｈｚ ＪＬ４０Ｐ２－Ｅ５０．７５日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401102056 温水循環ポンプ ５０Ｈｚ ＪＬ５０Ｎ２－Ｅ５１．５ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 日立産機システム 温水循環ポンプ　５０Ｈｚ ＪＬ５０Ｎ２－Ｅ５１．５　日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401102060 温水循環ポンプ ５０Ｈｚ ＪＬ６５Ｎ２－Ｅ５１．５ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ 日立産機システム 温水循環ポンプ　５０Ｈｚ ＪＬ６５Ｎ２－Ｅ５１．５　日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401102504 温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ２５ＬＰＤ６．１５ 口径２５ｍｍ 出力０．１５ｋＷ 荏原製作所 温水循環ポンプ　６０Ｈｚ ２５ＬＰＤ６．１５　荏原 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401102522 温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ３２ＬＰＤ６．４Ｅ 口径３２ｍｍ 出力０．４ｋＷ 荏原製作所 温水循環ポンプ　６０Ｈｚ ３２ＬＰＤ６．４Ｅ　荏原 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401102526 温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ４０ＬＰＤ６．７５Ｅ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 荏原製作所 温水循環ポンプ　６０Ｈｚ ４０ＬＰＤ６．７５Ｅ　荏原 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401102530 温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ５０ＬＰＤ６１．５Ｅ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 荏原製作所 温水循環ポンプ　６０Ｈｚ ５０ＬＰＤ６１．５Ｅ　荏原 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401100510 温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＰＥ２－２０６－０．１Ｓ 口径２０ｍｍ 出力０．１ｋＷ 川本製作所 温水循環ポンプ　６０Ｈｚ ＰＥ２－２０６－０．１Ｓ　川本 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401100516 温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＰＥ４０６Ｅ０．７５ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 川本製作所 温水循環ポンプ　６０Ｈｚ ＰＥ４０６Ｅ０．７５　川本 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401101524 温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＬＰ２５Ａ６．２５－ｅ 口径２５ｍｍ 出力０．２５ｋＷ テラル 温水循環ポンプ　６０Ｈｚ ＬＰ２５Ａ６．２５－ｅ　テラル 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401101528 温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＬＰ３２Ａ６．４－ｅ 口径３２ｍｍ 出力０．４ｋＷ テラル 温水循環ポンプ　６０Ｈｚ ＬＰ３２Ａ６．４－ｅ　テラル 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401101532 温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＬＰ４０Ａ６．７５－ｅ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ テラル 温水循環ポンプ　６０Ｈｚ ＬＰ４０Ａ６．７５－ｅ　テラル 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401101536 温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＬＰ５０Ｂ６１．５－ｅ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル 温水循環ポンプ　６０Ｈｚ ＬＰ５０Ｂ６１．５－ｅ　テラル 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401101540 温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＬＰ６５Ｂ６１．５－ｅ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ テラル 温水循環ポンプ　６０Ｈｚ ＬＰ６５Ｂ６１．５－ｅ　テラル 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401102042 温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＪＬ２５Ｐ２－６０．２５Ｋ 口径２５ｍｍ 出力０．２５ｋＷ 日立産機システム 温水循環ポンプ　６０Ｈｚ ＪＬ２５Ｐ２－６０．２５Ｋ日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401102044 温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＪＬ３２Ｐ２－６０．４Ｋ 口径３２ｍｍ 出力０．４ｋＷ 日立産機システム 温水循環ポンプ　６０Ｈｚ ＪＬ３２Ｐ２－６０．４Ｋ　日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401102054 温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＪＬ４０Ｐ２－Ｅ６０．７５ 口径４０ｍｍ 出力０．７５ｋＷ 日立産機システム 温水循環ポンプ　６０Ｈｚ ＪＬ４０Ｐ２－Ｅ６０．７５日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ
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温水循環ポンプ【公表価格】 5401102058 温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＪＬ５０Ｎ２－Ｅ６１．５ 口径５０ｍｍ 出力１．５ｋＷ 日立産機システム 温水循環ポンプ　６０Ｈｚ ＪＬ５０Ｎ２－Ｅ６１．５　日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水循環ポンプ【公表価格】 5401102062 温水循環ポンプ ６０Ｈｚ ＪＬ６５Ｎ２－Ｅ６１．５ 口径６５ｍｍ 出力１．５ｋＷ 日立産機システム 温水循環ポンプ　６０Ｈｚ ＪＬ６５Ｎ２－Ｅ６１．５　日立 台 719 ○ ○ 5401 ポンプ

温水ボイラ―ブランド品― 5301010202
温水ボイラ ＡＳ－３５２ 熱出力４０．７ｋＷ 伝熱面積１．８ｍ２ 灯油消費量４．８ｌ／ｈ Ａ重油消費量－ １４４
ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機

温水ボイラ ＡＳ－３５２　愛知電機 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301010204
温水ボイラ ＡＳ－６０２ 熱出力６９．８ｋＷ 伝熱面積２．５６ｍ２ 灯油消費量８．３ｌ／ｈ Ａ重油消費量７．７ｌ
／ｈ １９４ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機

温水ボイラ ＡＳ－６０２　愛知電機 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301010206
温水ボイラ ＡＳ－８０２ 熱出力９３．０ｋＷ 伝熱面積２．５６ｍ２ 灯油消費量１１ｌ／ｈ Ａ重油消費量１０．３ｌ
／ｈ １９９ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機

温水ボイラ ＡＳ－８０２　愛知電機 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301010208
温水ボイラ ＡＳ－１３０２ 熱出力１５１ｋＷ 伝熱面積３．６２ｍ２ 灯油消費量１７．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量１６．
８ｌ／ｈ ２７６ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機

温水ボイラ ＡＳ－１３０２　愛知電機 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301010210
温水ボイラ ＡＳ－１６０２ 熱出力１８６ｋＷ 伝熱面積３．６４ｍ２ 灯油消費量２２ｌ／ｈ Ａ重油消費量２０．６ｌ
／ｈ ２８１ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機

温水ボイラ ＡＳ－１６０２　愛知電機 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301010212
温水ボイラ ＡＳ－２００２ 熱出力２３３ｋＷ 伝熱面積５．７６ｍ２ 灯油消費量２８．２ｌ／ｈ Ａ重油消費量２６．
４ｌ／ｈ ４９０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機

温水ボイラ ＡＳ－２００２　愛知電機 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301010214
温水ボイラ ＡＳ－２５０２ 熱出力２９１ｋＷ 伝熱面積５．７６ｍ２ 灯油消費量３５．３ｌ／ｈ Ａ重油消費量３３ｌ
／ｈ ４９３ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機

温水ボイラ ＡＳ－２５０２　愛知電機 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301010216
温水ボイラ ＡＳ－３００２ 熱出力３４９ｋＷ 伝熱面積６．９１ｍ２ 灯油消費量４２．３ｌ／ｈ Ａ重油消費量３９．
６ｌ／ｈ ６００ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機

温水ボイラ ＡＳ－３００２　愛知電機 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301010218
温水ボイラ ＡＳ－４３０２ 熱出力５００ｋＷ 伝熱面積７．９７ｍ２ 灯油消費量６０．６ｌ／ｈ Ａ重油消費量５６．
８ｌ／ｈ ６７５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機

温水ボイラ ＡＳ－４３０２　愛知電機 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301010222
温水ボイラ ＡＳＴ－２００２ 熱出力２３３ｋＷ 伝熱面積３．９６ｍ２ 灯油消費量２８．２ｌ／ｈ Ａ重油消費量２
６．４ｌ／ｈ ６７０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機

温水ボイラ ＡＳＴ－２００２　愛知電機 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301010224
温水ボイラ ＡＳＴ－３６０２ 熱出力４１９ｋＷ 伝熱面積７．９５ｍ２ 灯油消費量５０．７ｌ／ｈ Ａ重油消費量４
７．５ｌ／ｈ １，２３０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 愛知電機

温水ボイラ ＡＳＴ－３６０２　愛知電機 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011026
温水ボイラ ＣＶＭ－３００３Ｍ 熱出力３４９ｋＷ 伝熱面積５．２６ｍ２ 灯油消費量４０ｌ／ｈ Ａ重油消費量３７．
５ｌ／ｈ １，６５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工

温水ボイラ ＣＶＭ－３００３Ｍ　昭和鉄工 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011028
温水ボイラ ＣＶＭ－４００３Ｍ 熱出力４６５ｋＷ 伝熱面積６．７９ｍ２ 灯油消費量５３．４ｌ／ｈ Ａ重油消費量５
０．４ｌ／ｈ １，９５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工

温水ボイラ ＣＶＭ－４００３Ｍ　昭和鉄工 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011030
温水ボイラ ＣＶＭ－５００３Ｍ 熱出力５８１ｋＷ 伝熱面積８．３２ｍ２ 灯油消費量６６．７ｌ／ｈ Ａ重油消費量６
２．５ｌ／ｈ ２，２５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工

温水ボイラ ＣＶＭ－５００３Ｍ　昭和鉄工 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011032
温水ボイラ ＳＫ－３００４Ｍ 熱出力３４９ｋＷ 伝熱面積５．４ｍ２ 灯油消費量４３．５ｌ／ｈ Ａ重油消費量４０．
７ｌ／ｈ ３８０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工

温水ボイラ ＳＫ－３００４Ｍ　昭和鉄工 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011034
温水ボイラ ＳＫ－４２０４Ｍ 熱出力４８８ｋＷ 伝熱面積６．１ｍ２ 灯油消費量６３．１ｌ／ｈ Ａ重油消費量５９．
１ｌ／ｈ ４５８ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工

温水ボイラ ＳＫ－４２０４Ｍ　昭和鉄工 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー
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温水ボイラ―ブランド品― 5301011036
温水ボイラ ＳＫ－４８０４Ｍ 熱出力５５８ｋＷ 伝熱面積７．５ｍ２ 灯油消費量７０．４ｌ／ｈ Ａ重油消費量６５．
９ｌ／ｈ ５６８ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工

温水ボイラ ＳＫ－４８０４Ｍ　昭和鉄工 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011620
温水ボイラ ＫＳＡＮ－８０Ｂ 熱出力９３．０ｋＷ 伝熱面積４ｍ２ 灯油消費量１０．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量１０．４
ｌ／ｈ ４１０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房２回路 日本サーモエナー

温水ボイラ ＫＳＡＮ－８０Ｂ　日本サーモ 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011607
温水ボイラ ＫＳＡＮ－１００Ｂ 熱出力１１６ｋＷ 伝熱面積４ｍ２ 灯油消費量１４ｌ／ｈ Ａ重油消費量１３．３ｌ／
ｈ ４１０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房２回路 日本サーモエナー

温水ボイラ ＫＳＡＮ－１００Ｂ　日本サーモ 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011608
温水ボイラ ＫＳＡＮ－１６０Ｂ 熱出力１８６ｋＷ 伝熱面積４．９ｍ２ 灯油消費量２２．４ｌ／ｈ Ａ重油消費量２
１．２ｌ／ｈ ５６０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房２回路 日本サーモエナー

温水ボイラ ＫＳＡＮ－１６０Ｂ　日本サーモ 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011636
温水ボイラ ＫＳＡＮ－２０１Ｂ 熱出力２３３ｋＷ 伝熱面積８．８ｍ２ 灯油消費量２６．２ｌ／ｈ Ａ重油消費量２
４．８ｌ／ｈ ８３５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房２回路 日本サーモエナー

温水ボイラ ＫＳＡＮ－２０１Ｂ　日本サーモ 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011638
温水ボイラ ＫＳＡＮ－２５１Ｂ 熱出力２９１ｋＷ 伝熱面積８．８ｍ２ 灯油消費量３３．１ｌ／ｈ Ａ重油消費量３
１．３ｌ／ｈ ８３５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房２回路 日本サーモエナー

温水ボイラ ＫＳＡＮ－２５１Ｂ　日本サーモ 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011640
温水ボイラ ＫＳＡＮ－３０１Ｂ 熱出力３４９ｋＷ 伝熱面積８．８ｍ２ 灯油消費量４０．１ｌ／ｈ Ａ重油消費量３８
ｌ／ｈ ８３５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房２回路 日本サーモエナー

温水ボイラ ＫＳＡＮ－３０１Ｂ　日本サーモ 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011612
温水ボイラ ＫＳＡＮ－４００Ｂ 熱出力４６５ｋＷ 伝熱面積９．９ｍ２ 灯油消費量５５．３ｌ／ｈ Ａ重油消費量５
１．８ｌ／ｈ １，８５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房２回路 日本サーモエナー

温水ボイラ ＫＳＡＮ－４００Ｂ　日本サーモ 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011613
温水ボイラ ＫＳＡＮ－５００Ｂ 熱出力５８１ｋＷ 伝熱面積９．９ｍ２ 灯油消費量７０．８ｌ／ｈ Ａ重油消費量６
６．３ｌ／ｈ １，８５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房２回路 日本サーモエナー

温水ボイラ ＫＳＡＮ－５００Ｂ　日本サーモ 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011616
温水ボイラ ＫＦＬ－４００Ｂ 熱出力４６５ｋＷ 伝熱面積９．９ｍ２ 灯油消費量５２．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量４９．
９ｌ／ｈ １，６００ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房２回路 日本サーモエナー

温水ボイラ ＫＦＬ－４００Ｂ　日本サーモ 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011617
温水ボイラ ＫＦＬ－５００Ｂ 熱出力５８１ｋＷ 伝熱面積９．９ｍ２ 灯油消費量６７．６ｌ／ｈ Ａ重油消費量６４ｌ
／ｈ １，６００ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房２回路 日本サーモエナー

温水ボイラ ＫＦＬ－５００Ｂ　日本サーモ 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011618
温水ボイラ ＫＦＬ－６３０Ｂ 熱出力７３３ｋＷ 伝熱面積１３．５ｍ２ 灯油消費量８３．３ｌ／ｈ Ａ重油消費量７
８．９ｌ／ｈ １，９００ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房２回路 日本サーモエナー

温水ボイラ ＫＦＬ－６３０Ｂ　日本サーモ 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301011626
温水ボイラ ＫＦＬ－８００Ｂ 熱出力９３０ｋＷ 伝熱面積１３．５ｍ２ 灯油消費量１０８．１ｌ／ｈ Ａ重油消費量１
０２．５ｌ／ｈ １，９５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房２回路 日本サーモエナー

温水ボイラ ＫＦＬ－８００Ｂ　日本サーモ 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301012402
温水ボイラ ＡＷＨ－１００１Ａ（油焚） 熱出力１１６ｋＷ 伝熱面積２．５５ｍ２ 灯油消費量１４．６ｌ／ｈ Ａ重油
消費量１３．７ｌ／ｈ ２５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず ネポン

温水ボイラ ＡＷＨ－１００１Ａ油焚　ネポン 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301012404
温水ボイラ ＡＷＨ－１２０１Ａ（油焚） 熱出力１４０ｋＷ 伝熱面積３．７２ｍ２ 灯油消費量１７．３ｌ／ｈ Ａ重油
消費量１６．３ｌ／ｈ ３２０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず ネポン

温水ボイラ ＡＷＨ－１２０１Ａ油焚　ネポン 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301012406
温水ボイラ ＡＷＨ－１５０１Ａ（油焚） 熱出力１７４ｋＷ 伝熱面積３．７２ｍ２ 灯油消費量２１．９ｌ／ｈ Ａ重油
消費量２０．６ｌ／ｈ ３２０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず ネポン

温水ボイラ ＡＷＨ－１５０１Ａ油焚　ネポン 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301012408
温水ボイラ ＡＷＨ－１８０１Ａ（油焚） 熱出力２０９ｋＷ 伝熱面積３．９６ｍ２ 灯油消費量２６ｌ／ｈ Ａ重油消費
量２４．４ｌ／ｈ ３４０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず ネポン

温水ボイラ ＡＷＨ－１８０１Ａ油焚　ネポン 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301012410
温水ボイラ ＡＷＨ－２００１Ａ（油焚） 熱出力２３３ｋＷ 伝熱面積３．９６ｍ２ 灯油消費量２９．２ｌ／ｈ Ａ重油
消費量２７．５ｌ／ｈ ３４０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず ネポン

温水ボイラ ＡＷＨ－２００１Ａ油焚　ネポン 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー
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温水ボイラ―ブランド品― 5301012428
温水ボイラ ＡＷＨ－１００１Ｇ（ガス焚） 熱出力１１６ｋＷ 伝熱面積２．５５ｍ２ ガス（１３Ａ）１２．３ｍ３Ｎ
／ｈ ２８５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず ネポン

温水ボイラ ＡＷＨ１００１Ｇガス焚　ネポン 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301012430
温水ボイラ ＡＷＨ－１２０１Ｇ（ガス焚） 熱出力１４０ｋＷ 伝熱面積３．７２ｍ２ ガス（１３Ａ）１４．６ｍ３Ｎ
／ｈ ３６５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず ネポン

温水ボイラ ＡＷＨ１２０１Ｇガス焚　ネポン 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301012432
温水ボイラ ＡＷＨ－１５０１Ｇ（ガス焚） 熱出力１７４ｋＷ 伝熱面積３．７２ｍ２ ガス（１３Ａ）１８．５ｍ３Ｎ
／ｈ ３６５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず ネポン

温水ボイラ ＡＷＨ１５０１Ｇガス焚　ネポン 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301012434
温水ボイラ ＡＷＨ－１８０１Ｇ（ガス焚） 熱出力２０９ｋＷ 伝熱面積３．９６ｍ２ ガス（１３Ａ）２１．９ｍ３Ｎ
／ｈ ３８５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず ネポン

温水ボイラ ＡＷＨ１８０１Ｇガス焚　ネポン 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301012436
温水ボイラ ＡＷＨ－２００１Ｇ（ガス焚） 熱出力２３３ｋＷ 伝熱面積３．９６ｍ２ ガス（１３Ａ）２４．６ｍ３Ｎ
／ｈ ３８５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず ネポン

温水ボイラ ＡＷＨ２００１Ｇガス焚　ネポン 基 720 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301013226
温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ１００Ａ・Ｋ 熱出力１１６ｋＷ 伝熱面積１．９ｍ２ 灯油消費量１３．３ｌ／ｈ Ａ重油消費量
１２．５ｌ／ｈ ７２０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ１００Ａ・Ｋ　前田 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301013228
温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ１３０Ａ・Ｋ 熱出力１５１ｋＷ 伝熱面積２．７ｍ２ 灯油消費量１７．３ｌ／ｈ Ａ重油消費量
１６．２ｌ／ｈ ８６０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ１３０Ａ・Ｋ　前田 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301013230
温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ１６０Ａ・Ｋ 熱出力１８６ｋＷ 伝熱面積３．５ｍ２ 灯油消費量２１．４ｌ／ｈ Ａ重油消費量
２０ｌ／ｈ １，０２０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ１６０Ａ・Ｋ　前田 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301013232
温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ２００Ａ・Ｋ 熱出力２３３ｋＷ 伝熱面積４．２ｍ２ 灯油消費量２６．７ｌ／ｈ Ａ重油消費量
２５ｌ／ｈ １，１６０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ２００Ａ・Ｋ　前田 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301013234
温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ２５０Ａ・Ｋ 熱出力２９１ｋＷ 伝熱面積５ｍ２ 灯油消費量３３．４ｌ／ｈ Ａ重油消費量３
１．３ｌ／ｈ １，３３０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ２５０Ａ・Ｋ　前田 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301013236
温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ３００Ａ・Ｋ 熱出力３４９ｋＷ 伝熱面積５．８ｍ２ 灯油消費量４０．１ｌ／ｈ Ａ重油消費量
３７．５ｌ／ｈ １，４７０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

温水ボイラ ＲＫＶ－Ｆ３００Ａ・Ｋ　前田 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301013238
温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ４００Ａ・Ｋ 熱出力４６５ｋＷ 伝熱面積６．７ｍ２ 灯油消費量５３．５ｌ／ｈ Ａ重油消費量
５０．１ｌ／ｈ ２，３００ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ４００Ａ・Ｋ　前田 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301013240
温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ５００Ａ・Ｋ 熱出力５８１ｋＷ 伝熱面積８．３ｍ２ 灯油消費量６６．８ｌ／ｈ Ａ重油消費量
６２．６ｌ／ｈ ２，７１０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ５００Ａ・Ｋ　前田 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301013242
温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ６００Ａ・Ｋ 熱出力６９８ｋＷ 伝熱面積９．９ｍ２ 灯油消費量８０．２ｌ／ｈ Ａ重油消費量
７５．１ｌ／ｈ ３，０８０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ６００Ａ・Ｋ　前田 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301013246
温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ７００Ａ・Ｋ 熱出力８１４ｋＷ 伝熱面積１１．５ｍ２ 灯油消費量９３．６ｌ／ｈ Ａ重油消費
量８７．６ｌ／ｈ ３，４９０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ７００Ａ・Ｋ　前田 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301013248
温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ８００Ａ・Ｋ 熱出力９３０ｋＷ 伝熱面積１３．１ｍ２ 灯油消費量１０７．０ｌ／ｈ Ａ重油消
費量１００．２ｌ／ｈ ３，８４０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ８００Ａ・Ｋ　前田 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301013250
温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ９００Ａ・Ｋ 熱出力１，０４７ｋＷ 伝熱面積１４．７ｍ２ 灯油消費量１２０．３ｌ／ｈ Ａ重
油消費量１１２．７ｌ／ｈ ４，２６０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ９００Ａ・Ｋ　前田 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

温水ボイラ―ブランド品― 5301013252
温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ１０００Ａ・Ｋ 熱出力１，１６３ｋＷ 伝熱面積１６．４ｍ２ 灯油消費量１３３．７ｌ／ｈ Ａ
重油消費量１２５．２ｌ／ｈ ４，５６０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

温水ボイラ ＭＦＶ－Ｆ１０００Ａ・Ｋ　前田 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー
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蒸気ボイラ―ブランド品― 5301025198
蒸気ボイラ 貫流式 ＥＱＳ－５０２ＫＭ 熱出力３１３ｋＷ 蒸発量５００ｋｇ／ｈ 伝熱面積４．９７ｍ２ 灯油消費量
３６．０ｌ／ｈ Ａ重油消費量－ ６００ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 日本サーモエナー

蒸気ボイラ　貫流式 ＥＱＳ－５０２ＫＭ　日本サーモ 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301025192
蒸気ボイラ 貫流式 ＥＱＳ－７５１ＫＭ 熱出力４７０ｋＷ 蒸発量７５０ｋｇ／ｈ 伝熱面積７．６９ｍ２ 灯油消費量
５５．３ｌ／ｈ Ａ重油消費量５２．４ｌ／ｈ １，１８０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 日本サーモエナー

蒸気ボイラ　貫流式 ＥＱＳ－７５１ＫＭ　日本サーモ 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301025194
蒸気ボイラ 貫流式 ＥＱＳ－１００２ＫＭ 熱出力６２７ｋＷ 蒸発量１，０００ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．９６ｍ２ 灯油
消費量７２．１ｌ／ｈ Ａ重油消費量６８．３ｌ／ｈ １，６００ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 日本サーモエ
ナー

蒸気ボイラ　貫流式 ＥＱＳ－１００２ＫＭ日本サーモ 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301025196
蒸気ボイラ 貫流式 ＥＱＳ－１５０２ＫＭ 熱出力９４０ｋＷ 蒸発量１，５００ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．９６ｍ２ 灯油
消費量１０８．１ｌ／ｈ Ａ重油消費量１０２．５ｌ／ｈ １，７３０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 日本サーモ
エナー

蒸気ボイラ　貫流式 ＥＱＳ－１５０２ＫＭ日本サーモ 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301025200
蒸気ボイラ 貫流式 ＥＱＯ－２０００ＡＭＲ 熱出力１，２５４ｋＷ 蒸発量２，０００ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．６５ｍ２
灯油消費量－ Ａ重油消費量１０９．０ｌ／ｈ ２，１２５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 日本サーモエナー

蒸気ボイラ　貫流式 ＥＱＯ２０００ＡＭＲ日本サーモ 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301025064
蒸気ボイラ 貫流式 ＳＡＪ－１０ 熱出力６３ｋＷ 蒸発量１００ｋｇ／ｈ 伝熱面積２．６ｍ２ 灯油消費量７．５ｌ／
ｈ Ａ重油消費量７ｌ／ｈ ３１０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　貫流式 ＳＡＪ－１０　前田鉄工所 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301025066
蒸気ボイラ 貫流式 ＳＡＪ－２０ 熱出力１２５ｋＷ 蒸発量２００ｋｇ／ｈ 伝熱面積３．９ｍ２ 灯油消費量１５ｌ／
ｈ Ａ重油消費量１４ｌ／ｈ ４５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　貫流式 ＳＡＪ－２０　前田鉄工所 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301025068
蒸気ボイラ 貫流式 ＳＡＪ－３０ 熱出力１８８ｋＷ 蒸発量３００ｋｇ／ｈ 伝熱面積４．９ｍ２ 灯油消費量２２．６
ｌ／ｈ Ａ重油消費量２１．２ｌ／ｈ ５８０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　貫流式 ＳＡＪ－３０　前田鉄工所 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301025071
蒸気ボイラ 貫流式 ＳＡＣ－５０Ｐ 熱出力３１３ｋＷ 蒸発量５００ｋｇ／ｈ 伝熱面積７．８ｍ２ 灯油消費量３６．
４ｌ／ｈ Ａ重油消費量３４．１ｌ／ｈ ９６０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　貫流式 ＳＡＣ－５０Ｐ　前田鉄工所 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301025073
蒸気ボイラ 貫流式 ＳＡＣ－７５Ｐ 熱出力４７０ｋＷ 蒸発量７５０ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．９ｍ２ 灯油消費量５４．
６ｌ／ｈ Ａ重油消費量５１．２ｌ／ｈ １，４０５ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　貫流式 ＳＡＣ－７５Ｐ　前田鉄工所 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301025075
蒸気ボイラ 貫流式 ＳＡＣ－１００Ｐ 熱出力６２７ｋＷ 蒸発量１，０００ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．９ｍ２ 灯油消費量
７２．８ｌ／ｈ Ａ重油消費量６８．２ｌ／ｈ １，４１０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　貫流式 ＳＡＣ－１００Ｐ　前田鉄工所 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301025077
蒸気ボイラ 貫流式 ＳＡＣ－１５０ＰＣ 熱出力９４０ｋＷ 蒸発量１，５００ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．９ｍ２ 灯油消費
量１０６．３ｌ／ｈ Ａ重油消費量９９．６ｌ／ｈ １，６３０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　貫流式 ＳＡＣ－１５０ＰＣ　前田鉄工所 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301025079
蒸気ボイラ 貫流式 ＳＡＣ－２００ＰＣ 熱出力１，２５３ｋＷ 蒸発量２，０００ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．９ｍ２ 灯油
消費量１４１．８ｌ／ｈ Ａ重油消費量１３２．９ｌ／ｈ ２，２５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　貫流式 ＳＡＣ－２００ＰＣ　前田鉄工所 基 721 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021100
蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－５０４Ｓ 熱出力３０１ｋＷ 蒸発量４８１ｋｇ／ｈ 伝熱面積５．２５ｍ２ 灯油消
費量３５ｌ／ｈ Ａ重油消費量３２．８ｌ／ｈ １，４９０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工

蒸気ボイラ　セクショナル ＳＡＤ－５０４Ｓ　昭和鉄工 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021102
蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－５０５Ｓ 熱出力４１３ｋＷ 蒸発量６５９ｋｇ／ｈ 伝熱面積６．７７ｍ２ 灯油消
費量４８ｌ／ｈ Ａ重油消費量４４．９ｌ／ｈ １，７７０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工

蒸気ボイラ　セクショナル ＳＡＤ－５０５Ｓ　昭和鉄工 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021104
蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－５０６Ｓ 熱出力５２５ｋＷ 蒸発量８３７ｋｇ／ｈ 伝熱面積８．２９ｍ２ 灯油消
費量６０．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量５７．１ｌ／ｈ ２，０５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工

蒸気ボイラ　セクショナル ＳＡＤ－５０６Ｓ　昭和鉄工 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021106
蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－５０７Ｓ 熱出力６３６ｋＷ 蒸発量１，０１５ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．８１ｍ２ 灯
油消費量７３．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量６９．２ｌ／ｈ ２，３３０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工

蒸気ボイラ　セクショナル ＳＡＤ－５０７Ｓ　昭和鉄工 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021108
蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－５０８Ｓ 熱出力７４８ｋＷ 蒸発量１，１９３ｋｇ／ｈ 伝熱面積１１．３ｍ２ 灯
油消費量８６．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量８１．４ｌ／ｈ ２，６１０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工

蒸気ボイラ　セクショナル ＳＡＤ－５０８Ｓ　昭和鉄工 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー
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蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021110
蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－５０９Ｓ 熱出力８５９ｋＷ 蒸発量１，３７１ｋｇ／ｈ 伝熱面積１２．８ｍ２ 灯
油消費量９９．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量９３．６ｌ／ｈ ２，８９０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工

蒸気ボイラ　セクショナル ＳＡＤ－５０９Ｓ　昭和鉄工 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021112
蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－５１０Ｓ 熱出力９７１ｋＷ 蒸発量１，５４９ｋｇ／ｈ 伝熱面積１４．４ｍ２ 灯
油消費量１１２．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量１０５．７ｌ／ｈ ３，１７０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工

蒸気ボイラ　セクショナル ＳＡＤ－５１０Ｓ　昭和鉄工 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021114
蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－７０７Ｓ 熱出力１，０７１ｋＷ 蒸発量１，７０９ｋｇ／ｈ 伝熱面積１５．０ｍ２
灯油消費量１２４．５ｌ／ｈ Ａ重油消費量１１６．６ｌ／ｈ ３，６７０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄
工

蒸気ボイラ　セクショナル ＳＡＤ－７０７Ｓ　昭和鉄工 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021116
蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－７０８Ｓ 熱出力１，２４８ｋＷ 蒸発量１，９９１ｋｇ／ｈ 伝熱面積１７．３ｍ２
灯油消費量１４５．１ｌ／ｈ Ａ重油消費量１３５．９ｌ／ｈ ４，１３０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄
工

蒸気ボイラ　セクショナル ＳＡＤ－７０８Ｓ　昭和鉄工 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021118
蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－７０９Ｓ 熱出力１，４２５ｋＷ 蒸発量２，２７３ｋｇ／ｈ 伝熱面積１９．６ｍ２
灯油消費量１６５．６ｌ／ｈ Ａ重油消費量１５５．１ｌ／ｈ ４，５９０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄
工

蒸気ボイラ　セクショナル ＳＡＤ－７０９Ｓ　昭和鉄工 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021120
蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－７１０Ｓ 熱出力１，６０１ｋＷ 蒸発量２，５５５ｋｇ／ｈ 伝熱面積２１．９ｍ２
灯油消費量１８６．２ｌ／ｈ Ａ重油消費量１７４．４ｌ／ｈ ５，０５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄
工

蒸気ボイラ　セクショナル ＳＡＤ－７１０Ｓ　昭和鉄工 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021122
蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－７１１Ｓ 熱出力１，７７８ｋＷ 蒸発量２，８３７ｋｇ／ｈ 伝熱面積２４．３ｍ２
灯油消費量２０６．７ｌ／ｈ Ａ重油消費量１９３．６ｌ／ｈ ５，５００ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄
工

蒸気ボイラ　セクショナル ＳＡＤ－７１１Ｓ　昭和鉄工 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021124
蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－７１２Ｓ 熱出力１，９５５ｋＷ 蒸発量３，１１９ｋｇ／ｈ 伝熱面積２６．６ｍ２
灯油消費量２２７．３ｌ／ｈ Ａ重油消費量２１２．９ｌ／ｈ ５，９６０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄
工

蒸気ボイラ　セクショナル ＳＡＤ－７１２Ｓ　昭和鉄工 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021126
蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－７１３Ｓ 熱出力２，１３２ｋＷ 蒸発量３，４０１ｋｇ／ｈ 伝熱面積２８．９ｍ２
灯油消費量２４７．８ｌ／ｈ Ａ重油消費量２３２．１ｌ／ｈ ６，４２０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄
工

蒸気ボイラ　セクショナル ＳＡＤ－７１３Ｓ　昭和鉄工 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021128
蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－７１４Ｓ 熱出力２，３０９ｋＷ 蒸発量３，６８３ｋｇ／ｈ 伝熱面積３１．２ｍ２
灯油消費量２６８．４ｌ／ｈ Ａ重油消費量２５１．４ｌ／ｈ ６，８８０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄
工

蒸気ボイラ　セクショナル ＳＡＤ－７１４Ｓ　昭和鉄工 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021130
蒸気ボイラ セクショナル ＳＡＤ－７１５Ｓ 熱出力２，４８５ｋＷ 蒸発量３，９６５ｋｇ／ｈ 伝熱面積３３．５ｍ２
灯油消費量２８９ｌ／ｈ Ａ重油消費量２７０．６ｌ／ｈ ７，３３０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 昭和鉄工

蒸気ボイラ　セクショナル ＳＡＤ－７１５Ｓ　昭和鉄工 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021066
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ５－Ｎ４ 熱出力３０１ｋＷ 蒸発量４８１ｋｇ／ｈ 伝熱面積５．１ｍ２ 灯油消費量３
５ｌ／ｈ Ａ重油消費量３２．８ｌ／ｈ １，８５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ５－Ｎ４　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021068
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ５－Ｎ５ 熱出力４１３ｋＷ 蒸発量６５９ｋｇ／ｈ 伝熱面積６．７ｍ２ 灯油消費量４
８ｌ／ｈ Ａ重油消費量４４．９ｌ／ｈ ２，１８０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ５－Ｎ５　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021070
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ５－Ｎ６ 熱出力５２５ｋＷ 蒸発量８３７ｋｇ／ｈ 伝熱面積８．３ｍ２ 灯油消費量６
０．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量５７．１ｌ／ｈ ２，５４０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ５－Ｎ６　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021072
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ５－Ｎ７ 熱出力６３６ｋＷ 蒸発量１，０１５ｋｇ／ｈ 伝熱面積９．９ｍ２ 灯油消費
量７３．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量６９．２ｌ／ｈ ２，８８０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ５－Ｎ７　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021074
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ５－Ｎ８ 熱出力７４８ｋＷ 蒸発量１，１９３ｋｇ／ｈ 伝熱面積１１．５ｍ２ 灯油消
費量８６．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量８１．４ｌ／ｈ ３，２２０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ５－Ｎ８　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021076
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ５－Ｎ９ 熱出力８５９ｋＷ 蒸発量１，３７１ｋｇ／ｈ 伝熱面積１３．１ｍ２ 灯油消
費量９９．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量９３．６ｌ／ｈ ３，５６０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ５－Ｎ９　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021078
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ５－Ｎ１０ 熱出力９７１ｋＷ 蒸発量１，５４９ｋｇ／ｈ 伝熱面積１４．７ｍ２ 灯油
消費量１１２．９ｌ／ｈ Ａ重油消費量１０５．７ｌ／ｈ ３，９００ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ５－Ｎ１０　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー
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蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021080
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ７－Ｎ７ 熱出力１，０７１ｋＷ 蒸発量１，７０９ｋｇ／ｈ 伝熱面積１５．３ｍ２ 灯
油消費量１２４．５ｌ／ｈ Ａ重油消費量１１６．６ｌ／ｈ ４，３８０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工
所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ７－Ｎ７　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021082
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ７－Ｎ８ 熱出力１，２４８ｋＷ 蒸発量１，９９１ｋｇ／ｈ 伝熱面積１７．５ｍ２ 灯
油消費量１４５．１ｌ／ｈ Ａ重油消費量１３５．９ｌ／ｈ ４，８９０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工
所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ７－Ｎ８　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021084
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ７－Ｎ９ 熱出力１，４２５ｋＷ 蒸発量２，２７３ｋｇ／ｈ 伝熱面積１９．７ｍ２ 灯
油消費量１６５．６ｌ／ｈ Ａ重油消費量１５５．１ｌ／ｈ ５，４００ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工
所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ７－Ｎ９　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021086
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ７－Ｎ１０ 熱出力１，６０１ｋＷ 蒸発量２，５５５ｋｇ／ｈ 伝熱面積２２ｍ２ 灯油
消費量１８６．２ｌ／ｈ Ａ重油消費量１７４．４ｌ／ｈ ６，０００ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ７－Ｎ１０　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021088
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ７－Ｎ１１ 熱出力１，７７８ｋＷ 蒸発量２，８３７ｋｇ／ｈ 伝熱面積２４．２ｍ２
灯油消費量２０６．７ｌ／ｈ Ａ重油消費量１９３．６ｌ／ｈ ６，５１０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄
工所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ７－Ｎ１１　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021090
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ７－Ｎ１２ 熱出力１，９５５ｋＷ 蒸発量３，１１９ｋｇ／ｈ 伝熱面積２６．４ｍ２
灯油消費量２２７．３ｌ／ｈ Ａ重油消費量２１２．９ｌ／ｈ ７，０４０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄
工所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ７－Ｎ１２　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021092
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ７－Ｎ１３ 熱出力２，１３２ｋＷ 蒸発量３，４０１ｋｇ／ｈ 伝熱面積２８．６ｍ２
灯油消費量２４７．８ｌ／ｈ Ａ重油消費量２３２．１ｌ／ｈ ７，５５０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄
工所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ７－Ｎ１３　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021094
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ７－Ｎ１４ 熱出力２，３０９ｋＷ 蒸発量３，６８３ｋｇ／ｈ 伝熱面積３０．８ｍ２
灯油消費量２６８．４ｌ／ｈ Ａ重油消費量２５１．４ｌ／ｈ ８，０６０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄
工所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ７－Ｎ１４　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021096
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ７－Ｎ１５ 熱出力２，４８５ｋＷ 蒸発量３，９６５ｋｇ／ｈ 伝熱面積３３．１ｍ２
灯油消費量２８９ｌ／ｈ Ａ重油消費量２７０．６ｌ／ｈ ８，５７０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄工所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ７－Ｎ１５　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

蒸気ボイラ―ブランド品― 5301021098
蒸気ボイラ セクショナル ＭＦ７－Ｎ１６ 熱出力２，６６２ｋＷ 蒸発量４，２４７ｋｇ／ｈ 伝熱面積３５．３ｍ２
灯油消費量３０９．５ｌ／ｈ Ａ重油消費量２８９．９ｌ／ｈ ９，０８０ｋｇ 標準品とし特殊仕様品は含まず 前田鉄
工所

蒸気ボイラ　セクショナル ＭＦ７－Ｎ１６　前田鉄工所 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

木質バイオマスボイラ【公表価格】 5301030002
木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ　ｆｉｒｅｍａｔｉｃ２０ 燃料形状チップ／ペレット 最大出力２０ｋＷ 最小出力
６．０ｋＷ 電気容量２．６ｋＷ ５１７ｋｇ 緑産

木質バイオマスボイラ　Ｈｅｒｚ ｆｉｒｅｍａｔｉｃ２０ 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

木質バイオマスボイラ【公表価格】 5301030004
木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ　ｆｉｒｅｍａｔｉｃ６０ 燃料形状チップ／ペレット 最大出力６０ｋＷ 最小出力１
２．１ｋＷ 電気容量２．６ｋＷ ６２０ｋｇ 緑産

木質バイオマスボイラ　Ｈｅｒｚ ｆｉｒｅｍａｔｉｃ６０ 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

木質バイオマスボイラ【公表価格】 5301030006
木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ　ｆｉｒｅｍａｔｉｃ１０１ 燃料形状チップ／ペレット 最大出力１０１ｋＷ 最小出
力２３．２ｋＷ 電気容量２．６ｋＷ １，０３２ｋｇ 緑産

木質バイオマスボイラ　Ｈｅｒｚ ｆｉｒｅｍａｔｉｃ１０１ 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

木質バイオマスボイラ【公表価格】 5301030008
木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ　ｆｉｒｅｍａｔｉｃ２０１ 燃料形状チップ／ペレット 最大出力２０１ｋＷ 最小出
力３６．７ｋＷ 電気容量２．８ｋＷ １，３７０ｋｇ 緑産

木質バイオマスボイラ　Ｈｅｒｚ ｆｉｒｅｍａｔｉｃ２０１ 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

木質バイオマスボイラ【公表価格】 5301030010
木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ　ｆｉｒｅｍａｔｉｃ３０１ 燃料形状チップ／ペレット 最大出力３０１ｋＷ 最小出
力６９．６ｋＷ 電気容量３．０ｋＷ ２，２６４ｋｇ 緑産

木質バイオマスボイラ　Ｈｅｒｚ ｆｉｒｅｍａｔｉｃ３０１ 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

木質バイオマスボイラ【公表価格】 5301030012
木質バイオマスボイラ Ｈｅｒｚ　ｆｉｒｅｍａｔｉｃ５０１ 燃料形状チップ／ペレット 最大出力５４０ｋＷ 最小出
力１０３．９ｋＷ 電気容量３．０ｋＷ ４，３９３ｋｇ 緑産

木質バイオマスボイラ　Ｈｅｒｚ ｆｉｒｅｍａｔｉｃ５０１ 基 722 ○ ○ 5301 ボイラー

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057002
空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－８ 容量７．５ｌ 受水量３ｌ 最高使用圧力０．５ＭＰａ 直径２０３ｍｍ×高３１９
ｍｍ ２．３ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－８　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057004
空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－１７ 容量１６．６ｌ 受水量８．２ｌ 最高使用圧力０．５ＭＰａ 直径２７９ｍｍ×
高３８４ｍｍ ４．１ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－１７　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽
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空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057006
空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－２８ 容量２８ｌ 受水量１０．９ｌ 最高使用圧力０．５ＭＰａ 直径２７９ｍｍ×高
５６５ｍｍ ５．２ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－２８　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057008
空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－３９Ｖ 容量３９ｌ 受水量２３ｌ 最高使用圧力０．５ＭＰａ 直径３９１ｍｍ×高５
０８ｍｍ ９．８ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－３９Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057010
空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－５５Ｖ 容量５５ｌ 受水量３２ｌ 最高使用圧力０．２ＭＰａ未満 直径３９１ｍｍ×
高６３８ｍｍ １１．８ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－５５Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057012
空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－７６Ｖ 容量７５．７ｌ 受水量３９ｌ 最高使用圧力０．２ＭＰａ未満 直径３９１ｍ
ｍ×高８１４ｍｍ １５．７ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－７６Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057014
空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－１１６Ｖ 容量１１６ｌ 受水量３９ｌ 最高使用圧力０．２ＭＰａ未満 直径３９１ｍ
ｍ×高１，１６０ｍｍ ２１．６ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－１１６Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057016
空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－１６７Ｖ 容量１６６．５ｌ 受水量１１６ｌ 最高使用圧力０．２ＭＰａ未満 直径５
５９ｍｍ×高９０８ｍｍ ３１．８ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－１６７Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057018
空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－２３５Ｖ 容量２３４．７ｌ 受水量１１６ｌ 最高使用圧力０．２ＭＰａ未満 直径５
５９ｍｍ×高１，１７８ｍｍ ４０．８ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－２３５Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057020
空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－３２６Ｖ 容量３２５．５ｌ 受水量１６２ｌ 最高使用圧力０．２ＭＰａ未満 直径６
６０ｍｍ×高１，１８９ｍｍ ５３．５ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＳＴ－３２６Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057022
空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－９Ｖ 容量９ｌ 受水量２．９ｌ 最高使用圧力０．９ＭＰａ 直径２５６ｍｍ×高３
０２ｍｍ １１ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－９Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057024
空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－１８Ｖ 容量１８ｌ 受水量７．７ｌ 最高使用圧力０．９ＭＰａ 直径３０６ｍｍ×
高３７０ｍｍ １６ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－１８Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057026
空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－２９Ｖ 容量２９ｌ 受水量７．７ｌ 最高使用圧力０．９ＭＰａ 直径３０６ｍｍ×
高５４５ｍｍ ２０ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－２９Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057028
空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－４５Ｖ 容量４５ｌ 受水量３３ｌ 最高使用圧力０．６ＭＰａ 直径４０６ｍｍ×高
５０４ｍｍ ３０ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－４５Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057030
空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－７０Ｖ 容量７０ｌ 受水量３３ｌ 最高使用圧力０．６ＭＰａ 直径４０６ｍｍ×高
６８０ｍｍ ３７ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－７０Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057032
空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－１００Ｖ 容量１００ｌ 受水量３３ｌ 最高使用圧力０．６ＭＰａ 直径４０６ｍｍ
×高９４９ｍｍ ４５ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－１００Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057034
空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－１３０Ｖ 容量１３０ｌ 受水量６６ｌ 最高使用圧力０．６ＭＰａ 直径４０６ｍｍ
×高１，１６４ｍｍ ６１ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－１３０Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057036
空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－１７５Ｖ 容量１７５ｌ 受水量６６ｌ 最高使用圧力０．６ＭＰａ 直径４０６ｍｍ
×高１，５２１ｍｍ ７３ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－１７５Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057038
空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－２１５Ｖ 容量２１５ｌ 受水量１０９ｌ 最高使用圧力０．６ＭＰａ 直径６０９ｍ
ｍ×高９９０ｍｍ １１２ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－２１５Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057040
空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－２６０Ｖ 容量２６０ｌ 受水量１０９ｌ 最高使用圧力０．６ＭＰａ 直径６０９ｍ
ｍ×高１，１４９ｍｍ １２４ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＡＳＴ－２６０Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽
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空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057042
空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－２００Ｖ 容量２００ｌ 受水量１６０ｌ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径６１０ｍｍ
×高９６１ｍｍ １２９ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－２００Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057044
空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－３００Ｖ 容量３００ｌ 受水量２４０ｌ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径６１０ｍｍ
×高１，３１８ｍｍ １６７ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－３００Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057046
空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－４００Ｖ 容量４００ｌ 受水量３２０ｌ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径６１０ｍｍ
×高１，６７６ｍｍ ２０５ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－４００Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057048
空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－５００Ｖ 容量５００ｌ 受水量４００ｌ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径６１０ｍｍ
×高２，０３３ｍｍ ２４４ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－５００Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057050
空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－６００Ｖ 容量６００ｌ 受水量４８０ｌ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径７６２ｍｍ
×高１，６４３ｍｍ ２４４ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－６００Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057052
空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－８００Ｖ 容量８００ｌ 受水量６４０ｌ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径７６２ｍｍ
×高２，０９７ｍｍ ３０５ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－８００Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057054
空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－１０００Ｖ 容量１０００ｌ 受水量８００ｌ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径９１４
ｍｍ×高１，８８８ｍｍ ４０９ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－１０００Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057056
空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－１２００Ｖ 容量１２００ｌ 受水量９６０ｌ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径９１４
ｍｍ×高２，２０４ｍｍ ４７７ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－１２００Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057058
空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－１４００Ｖ 容量１４００ｌ 受水量１，１２０ｌ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径９
１４ｍｍ×高２，５１９ｍｍ ５４２ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－１４００Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057060
空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－１６００Ｖ 容量１６００ｌ 受水量１，２８０ｌ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径
１，２１８ｍｍ×高１，８０２ｍｍ ６８６ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－１６００Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057062
空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－２０００Ｖ 容量２０００ｌ 受水量１，６００ｌ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径
１，２１８ｍｍ×高２，１５５ｍｍ ７９１ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－２０００Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057064
空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－３０００Ｖ 容量３０００ｌ 受水量２，４００ｌ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径
１，４２４ｍｍ×高２，６３１ｍｍ １，３４０ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－３０００Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057066
空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－４０００Ｖ 容量４０００ｌ 受水量３，２００ｌ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径
１，５２４ｍｍ×高２，９６２ｍｍ １，６４３ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－４０００Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

空調用・給湯用膨張タンク―ブランド品― 5403057068
空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－５０００Ｖ 容量５０００ｌ 受水量４，０００ｌ 最高使用圧力０．８ＭＰａ 直径
１，７２４ｍｍ×高２，９３３ｍｍ １，９４５ｋｇ 日立金属

空調用・給湯用膨張タンク ＥＸ－５０００Ｖ　日立金属 台 723 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

地下油槽【公表価格】 5405011500
地下油槽 埋設形 容量９５０ｌ 板厚４．５ｍｍ×４．５ｍｍ 内径７５０ｍｍ 胴長２，１００ｍｍ ６６６ｋｇ 材質Ｓ
Ｓ４００　外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所

地下油槽 埋設形　容量９５０Ｌ　島倉 基 723 ○ ○ 5405 貯油槽

地下油槽【公表価格】 5405011504
地下油槽 埋設形 容量２，０００ｌ 板厚４．５ｍｍ×６ｍｍ 内径１，０００ｍｍ 胴長２，５００ｍｍ ８５３ｋｇ 材
質ＳＳ４００　外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所

地下油槽 埋設形　容量２０００Ｌ　島倉 基 723 ○ ○ 5405 貯油槽

地下油槽【公表価格】 5405011506
地下油槽 埋設形 容量３，０００ｌ 板厚６ｍｍ×６ｍｍ 内径１，２００ｍｍ 胴長２，６００ｍｍ １，１０６ｋｇ 材
質ＳＳ４００　外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所

地下油槽 埋設形　容量３０００Ｌ　島倉 基 723 ○ ○ 5405 貯油槽

地下油槽【公表価格】 5405011508
地下油槽 埋設形 容量４，０００ｌ 板厚６ｍｍ×６ｍｍ 内径１，２００ｍｍ 胴長３，５００ｍｍ １，２８２ｋｇ 材
質ＳＳ４００　外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所

地下油槽 埋設形　容量４０００Ｌ　島倉 基 723 ○ ○ 5405 貯油槽
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地下油槽【公表価格】 5405011510
地下油槽 埋設形 容量５，０００ｌ 板厚６ｍｍ×６ｍｍ 内径１，４００ｍｍ 胴長３，１００ｍｍ １，３７２ｋｇ 材
質ＳＳ４００　外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所

地下油槽 埋設形　容量５０００Ｌ　島倉 基 723 ○ ○ 5405 貯油槽

地下油槽【公表価格】 5405011512
地下油槽 埋設形 容量６，０００ｌ 板厚６ｍｍ×６ｍｍ 内径１，４００ｍｍ 胴長３，８００ｍｍ １，６３１ｋｇ 材
質ＳＳ４００　外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所

地下油槽 埋設形　容量６０００Ｌ　島倉 基 723 ○ ○ 5405 貯油槽

地下油槽【公表価格】 5405011514
地下油槽 埋設形 容量７，０００ｌ 板厚６ｍｍ×９ｍｍ 内径１，５００ｍｍ 胴長３，８００ｍｍ １，７４０ｋｇ 材
質ＳＳ４００　外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所

地下油槽 埋設形　容量７０００Ｌ　島倉 基 723 ○ ○ 5405 貯油槽

地下油槽【公表価格】 5405011516
地下油槽 埋設形 容量８，０００ｌ 板厚６ｍｍ×９ｍｍ 内径１，５００ｍｍ 胴長４，４００ｍｍ １，８８７ｋｇ 材
質ＳＳ４００　外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所

地下油槽 埋設形　容量８０００Ｌ　島倉 基 723 ○ ○ 5405 貯油槽

地下油槽【公表価格】 5405011518
地下油槽 埋設形 容量９，０００ｌ 板厚６ｍｍ×９ｍｍ 内径１，６００ｍｍ 胴長４，４００ｍｍ ２，００８ｋｇ 材
質ＳＳ４００　外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所

地下油槽 埋設形　容量９０００Ｌ　島倉 基 723 ○ ○ 5405 貯油槽

地下油槽【公表価格】 5405011520
地下油槽 埋設形 容量１０，０００ｌ 板厚６ｍｍ×９ｍｍ 内径１，６００ｍｍ 胴長４，８５０ｍｍ ２，１３７ｋｇ
材質ＳＳ４００　外部エポキシ樹脂２ｍｍ塗装。消防検査証付き。 島倉鉄工所

地下油槽 埋設形　容量１００００Ｌ　島倉 基 723 ○ ○ 5405 貯油槽

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011096
地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１－４１２０００ 屋内壁アナログ表示（警報接点出力２点） 工技
研究所

アナログ液面計　ＥＬＭ－２０１ ４１２０００　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011098
地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１－４１２９２５－ＳＳ 屋内壁アナログ表示（警報接点出力２
点），屋外壁アナログ表示 工技研究所

アナログ液面計　ＥＬＭ－２０１ ４１２９２５－ＳＳ　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011100 地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１－４３２０００ パネルアナログ表示（警報２点） 工技研究所 アナログ液面計　ＥＬＭ－２０１ ４３２０００　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011102
地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１－４３２９２５－ＳＳ パネルアナログ表示（警報２点），屋外ア
ナログ表示 工技研究所

アナログ液面計　ＥＬＭ－２０１ ４３２９２５－ＳＳ　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011056
地下埋設タンク部品 デジタル液面計 ＥＬＭ－２０１－５１５０００ 屋内壁デジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出
力） 工技研究所

デジタル液面計　ＥＬＭ－２０１ ５１５０００　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011058
地下埋設タンク部品 デジタル液面計 ＥＬＭ－２０１－５１５９２５ 屋内壁デジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出
力），屋外壁アナログ表示 工技研究所

デジタル液面計　ＥＬＭ－２０１ ５１５９２５　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011060
地下埋設タンク部品 デジタル液面計 ＥＬＭ－２０１－５３５０００ パネルデジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出
力） 工技研究所

デジタル液面計　ＥＬＭ－２０１ ５３５０００　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011062
地下埋設タンク部品 デジタル液面計 ＥＬＭ－２０１－５３５９２５ パネルデジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出
力），屋外壁アナログ表示 工技研究所

デジタル液面計　ＥＬＭ－２０１ ５３５９２５　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011064
地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１－８１５０００ 屋内壁アナログ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出
力） 工技研究所

アナログ液面計　ＥＬＭ－２０１ ８１５０００　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011066
地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１－８１５９２５ 屋内壁アナログ表示（警報接点出力４点，４～２
０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示 工技研究所

アナログ液面計　ＥＬＭ－２０１ ８１５９２５　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011068
地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１－８３５０００ パネルアナログ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出
力） 工技研究所

アナログ液面計　ＥＬＭ－２０１ ８３５０００　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011070
地下埋設タンク部品 アナログ液面計 ＥＬＭ－２０１－８３５９２５ パネルアナログ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出
力），屋外壁アナログ表示 工技研究所

アナログ液面計　ＥＬＭ－２０１ ８３５９２５　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器
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地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011104
地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２Ｒ－５０Ｚ，ＭＤＬ－５１１－Ｎ 屋内壁ＬＣＤ表示（警報４
点，４～２０ｍＡ出力） 工技研究所

磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ ５１１Ｎ　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011106
地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２Ｒ－５０Ｚ，ＭＤＬ－５１１－Ｎ，ＤＬ－９２５－ＳＳ 屋内壁
ＬＣＤ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示 工技研究所

磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ ５１１Ｎ・ＤＬ９２５ＳＳ工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011108
地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２Ｒ－５０Ｚ，ＭＤＬ－５１１－Ｎ，ＤＬ－７２６－ＳＳ 屋内壁
ＬＣＤ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁デジタル表示 工技研究所

磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ ５１１Ｎ・ＤＬ７２６ＳＳ工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011110
地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２Ｒ－５０Ｚ，ＭＤＬ－５３１－Ｎ パネルＬＣＤ表示（警報接点
出力４点，４～２０ｍＡ出力） 工技研究所

磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ ５３１Ｎ　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011112
地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２Ｒ－５０Ｚ，ＭＤＬ－５３１－Ｎ，ＤＬ－９２５－ＳＳ パネル
ＬＣＤ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外アナログ表示 工技研究所

磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ ５３１Ｎ・ＤＬ９２５ＳＳ工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011114
地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＭＬ－２０２Ｒ－５０Ｚ，ＭＤＬ－５３１－Ｎ，ＤＬ－７２６－ＳＳ パネル
ＬＣＤ表示（警報接点出力４点，４～２０ｍＡ出力），屋外デジタル表示 工技研究所

磁歪式高精度液面計　ＭＤＬ ５３１Ｎ・ＤＬ７２６ＳＳ工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011116
地下埋設タンク部品 磁歪式常時監視液面計 ＭＬ－２０２Ｒ－５０Ｚ，ＭＤＬ－５１１－Ｐ－Ｎ 屋内壁ＬＣＤ表示（常
時監視機能，警報４点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付） 工技研究所

磁歪式常時監視液面計　ＭＤＬ ５１１ＰＮ　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011118
地下埋設タンク部品 磁歪式常時監視液面計 ＭＬ－２０２Ｒ－５０Ｚ，ＭＤＬ－５１１－Ｐ－Ｎ，ＤＬ－９２５－ＳＳ
屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視機能，警報接点出力４点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付），屋外壁アナログ表示 工技研
究所

磁歪式常時監視液面計　ＭＤＬ ５１１ＰＮ・ＤＬ９２５ＳＳ工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011120
地下埋設タンク部品 磁歪式常時監視液面計 ＭＬ－２０２Ｒ－５０Ｚ，ＭＤＬ－５１１－Ｐ－Ｎ，ＤＬ－７２６－ＳＳ
屋内壁ＬＣＤ表示（常時監視機能，警報接点出力４点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付），屋外壁デジタル表示 工技研
究所

磁歪式常時監視液面計　ＭＤＬ ５１１ＰＮ・ＤＬ７２６ＳＳ工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011122
地下埋設タンク部品 磁歪式常時監視液面計 ＭＬ－２０２Ｒ－５０Ｚ，ＭＤＬ－５３１－Ｐ－Ｎ パネルＬＣＤ表示（常
時監視機能，警報接点出力４点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付） 工技研究所

磁歪式常時監視液面計　ＭＤＬ ５３１ＰＮ　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011124
地下埋設タンク部品 磁歪式常時監視液面計 ＭＬ－２０２Ｒ－５０Ｚ，ＭＤＬ－５３１－Ｐ－Ｎ，ＤＬ－９２５－ＳＳ
パネルＬＣＤ表示（常時監視機能，警報接点出力４点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付），屋外壁アナログ表示 工技研
究所

磁歪式常時監視液面計　ＭＤＬ ５３１ＰＮ・ＤＬ９２５ＳＳ工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011126
地下埋設タンク部品 磁歪式常時監視液面計 ＭＬ－２０２Ｒ－５０Ｚ，ＭＤＬ－５３１－Ｐ－Ｎ，ＤＬ－７２６－ＳＳ
パネルＬＣＤ表示（常時監視機能，警報接点出力４点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付），屋外壁デジタル表示 工技研
究所

磁歪式常時監視液面計　ＭＤＬ ５３１ＰＮ・ＤＬ７２６ＳＳ工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601120504 地下埋設タンク部品 タンクゲージ ＬＩＳ－１１１－Ｂ 屋内用 工技研究所 タンクゲージ ＬＩＳ－１１１－Ｂ　屋内用工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601021020
地下埋設タンク部品 液面制御警報装置 ＳＬ－２０１－ＳＳ４２２Ｎ フロートスイッチ（２点，ＳＵＳ３０４），盤内
取付（給油ポンプＯＮ／ＯＦＦ，Ｈ・Ｌ警報） 工技研究所

液面制御警報装置 ＳＬ２０１－ＳＳ４２２Ｎ　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601021022
地下埋設タンク部品 液面制御警報装置 ＳＬ－２１１－ＳＳ４２２Ｎ フロートスイッチ（２点，ＳＵＳ３０４），壁掛
け（給油ポンプＯＮ／ＯＦＦ，Ｈ・Ｌ警報） 工技研究所

液面制御警報装置 ＳＬ２１１－ＳＳ４２２Ｎ　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601021024
地下埋設タンク部品 液面制御警報装置 ＳＬ－４０１－ＳＳ４４２Ｎ フロートスイッチ（４点，ＳＵＳ３０４），盤内
取付（給油・返油ポンプＯＮ／ＯＦＦ，ＨＨ・ＬＬ警報） 工技研究所

液面制御警報装置 ＳＬ４０１－ＳＳ４４２Ｎ　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601021026
地下埋設タンク部品 液面制御警報装置 ＳＬ－４１１－ＳＳ４４２Ｎ フロートスイッチ（４点，ＳＵＳ３０４），壁掛
け（給油・返油ポンプＯＮ／ＯＦＦ，ＨＨ・ＬＬ警報） 工技研究所

液面制御警報装置 ＳＬ４１１－ＳＳ４４２Ｎ　工技 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601021028
地下埋設タンク部品 ＳＦ二重殻タンク漏洩検知装置 ＬＫＴ－ＮＳ２１１Ｎ－１０Ｌ，ＬＫ－１１１ 屋内壁（１タンク
用） 工技研究所

ＳＦ二重殻タンク漏洩検知装置 ＬＫＴ－ＮＳ２１１Ｎ－１０Ｌ 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器
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地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010528 地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口 ＯＰ－６５５ ６５Ａ（５山／吋，ＡＤＣ） 工技研究所 油槽部品　給油口 ＯＰ－６５５　６５Ａ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010504 地下埋設タンク部品 油槽部品 チャッキ弁 ＣＶ－２５ＣＣ ２５Ａ 工技研究所 油槽部品　チャッキ弁 ＣＶ－２５ＣＣ　２５Ａ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010548 地下埋設タンク部品 油槽部品 チャッキ弁 ＣＶ－３２ＣＣ ３２Ａ 工技研究所 油槽部品　チャッキ弁 ＣＶ－３２ＣＣ　３２Ａ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010550 地下埋設タンク部品 油槽部品 チャッキ弁 ＣＶ－４０ＣＣ ４０Ａ 工技研究所 油槽部品　チャッキ弁 ＣＶ－４０ＣＣ　４０Ａ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010506 地下埋設タンク部品 油槽部品 除水器 ＢＳ－２５ ２５Ａ 工技研究所 油槽部品　除水器 ＢＳ－２５　２５Ａ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010552 地下埋設タンク部品 油槽部品 除水器 ＢＳ－３２ ３２Ａ 工技研究所 油槽部品　除水器 ＢＳ－３２　３２Ａ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010554 地下埋設タンク部品 油槽部品 除水器 ＢＳ－４０ ４０Ａ 工技研究所 油槽部品　除水器 ＢＳ－４０　４０Ａ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010556 地下埋設タンク部品 油槽部品 除水口 ＢＳＨ－４０ ４０Ａ 工技研究所 油槽部品　除水口 ＢＳＨ－４０　４０Ａ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010534 地下埋設タンク部品 油槽部品 ローリーアース ＲＥ－１６０Ｆ－Ｐ 埋込型 工技研究所 油槽部品　ローリーアース 埋込型　ＲＥ－１６０Ｆ－Ｐ工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010536 地下埋設タンク部品 油槽部品 ローリーアース ＲＥ－ＳＳ－Ｎ 屋外壁 工技研究所 油槽部品　ローリーアース 屋外壁　ＲＥ－ＳＳ－Ｎ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010508 地下埋設タンク部品 油槽部品 通気口 ＶＣ－３２Ｕ ３２Ａ 工技研究所 油槽部品　通気口 ＶＣ－３２Ｕ　３２Ａ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010558 地下埋設タンク部品 油槽部品 通気口 ＶＣ－５０Ｕ ５０Ａ 工技研究所 油槽部品　通気口 ＶＣ－５０Ｕ　５０Ａ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010510 地下埋設タンク部品 油槽部品 計量口 ＭＰ－ＡＤ ３２Ａ 工技研究所 油槽部品　計量口 ＭＰ－ＡＤ　３２Ａ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010538 地下埋設タンク部品 油槽部品 計量尺 ＢＧ－ＡＬ φ２２×３ｍ（黒アルミ） 工技研究所 油槽部品　計量尺 ＢＧ－ＡＬ　径２２×３ｍ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010512 地下埋設タンク部品 油槽部品 検知管 ＮＬＤ－２Ｗ－Ｃ ２．２ｍ（Ｗ頭部付き） 工技研究所 油槽部品　検知管 ＮＬＤ－２Ｗ－Ｃ　２．２ｍ工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010530 地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＫＰＷ－７００Ａ 有効径φ７００（中荷重用） 工技研究所 油槽部品　マンホール蓋 ＫＰＷ－７００Ａ　径７００工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010532 地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＫＰＷ－８００Ａ 有効径φ８００（中荷重用） 工技研究所 油槽部品　マンホール蓋 ＫＰＷ－８００Ａ　径８００工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010540 地下埋設タンク部品 油槽部品 指示計ボックス ＵＫ２Ｓ－ＳＳ 壁埋込み 工技研究所 油槽部品　指示計ボックス ＵＫ２Ｓ－ＳＳ　壁埋込み　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品
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地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010516 地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口 ＫＯＰ－６５５ ６５Ａ（５山／吋） 工技研究所 油槽部品　給油口 ＫＯＰ－６５５　６５Ａ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010518 地下埋設タンク部品 油槽部品 通気口 ＫＶＣ－３２Ｅ ３２Ａ 工技研究所 油槽部品　通気口 ＫＶＣ－３２Ｅ　３２Ａ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010520 地下埋設タンク部品 油槽部品 計量口 ＫＭＰ－ＡＤ ３２Ａ 工技研究所 油槽部品　計量口 ＫＭＰ－ＡＤ　３２Ａ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010542 地下埋設タンク部品 油槽部品 計量尺 ＢＧ－ＢＳ φ２２×３ｍ（ＢＳ製） 工技研究所 油槽部品　計量尺 ＢＧ－ＢＳ　径２２×３ｍ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010560 地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＷＰＭＫ－４５０Ａ 有効径φ４５０（中荷重用） 工技研究所 油槽部品　マンホール蓋 ＷＰＭＫ－４５０Ａ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010522 地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＷＰＭＫ－７０ＡＷ 有効径φ７００（中荷重用） 工技研究所 油槽部品　マンホール蓋 ＷＰＭＫ－７０ＡＷ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010524 地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＷＰＭＫ－８０ＡＷ 有効径φ８００（中荷重用） 工技研究所 油槽部品　マンホール蓋 ＷＰＭＫ－８０ＡＷ　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010544 地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口ボックス ＴＣ－３　単独型 壁埋込み（給油口内蔵，ＳＵＳ３０４） 工技研究所 油槽部品　給油口ボックス ＴＣ－３　単独型　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407010546
地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口ボックス ＴＣ－３　共用型 壁埋込み（給油口液面計内蔵，ＳＵＳ３０４） 工技
研究所

油槽部品　給油口ボックス ＴＣ－３　共用型　工技 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011522
地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２Ｘ 屋内壁デジタル表示（警報２点，４～２０ｍＡ出
力） 昭和機器工業

磁歪式一般仕様液面計　ＤＳＶ ＭＳＣ－２Ｘ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011554
地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２Ｘ－４Ｈ 屋内壁デジタル表示（警報２点，４～２０ｍ
Ａ出力），屋外壁アナログ表示 昭和機器工業

磁歪式一般仕様液面計　ＤＳＶ ＭＳＣ－２Ｘ－４Ｈ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011534
地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２Ｘ－４Ｄ 屋内壁デジタル表示（警報２点，４～２０ｍ
Ａ出力），屋外壁デジタル表示 昭和機器工業

磁歪式一般仕様液面計　ＤＳＶ ＭＳＣ－２Ｘ－４Ｄ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011555
地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＣ－ＭＳＣ－２ＰＸ パネルデジタル表示（警報２点，４～２０ｍＡ出
力） 昭和機器工業

磁歪式一般仕様液面計　ＤＳＣ ＭＳＣ－２ＰＸ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011556
地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＣ－ＭＳＣ－２ＰＸ－４Ｈ パネルデジタル表示（警報２点，４～２０
ｍＡ出力），屋外アナログ表示 昭和機器工業

磁歪式一般仕様液面計　ＤＳＣ ＭＳＣ－２ＰＸ－４Ｈ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011557
地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＣ－ＭＳＣ－２ＰＸ－４Ｄ パネルデジタル表示（警報２点，４～２０
ｍＡ出力），屋外デジタル表示 昭和機器工業

磁歪式一般仕様液面計　ＤＳＣ ＭＳＣ－２ＰＸ－４Ｄ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011524
地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２Ｘ・ＨＰ 屋内壁デジタル表示（漏えい点検・常時監視機
能，警報２点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付） 昭和機器工業

磁歪式高精度液面計　ＤＳＶ ＭＳＣ－２Ｘ・ＨＰ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011558
地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２Ｘ・ＨＰ－４Ｈ 屋内壁デジタル表示（漏えい点検・常時
監視機能，警報２点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付），屋外壁アナログ表示 昭和機器工業

磁歪式高精度液面計　ＤＳＶ－ ＭＳＣ－２Ｘ・ＨＰ－４Ｈ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011536
地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２Ｘ・ＨＰ－４Ｄ 屋内壁デジタル表示（漏えい点検・常時
監視機能，警報２点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付），屋外壁デジタル表示 昭和機器工業

磁歪式高精度液面計　ＤＳＶ ＭＳＣ－２Ｘ・ＨＰ－４Ｄ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器
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地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011559
地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２ＰＸ・ＨＰ パネルデジタル表示（漏えい点検・常時監視
機能，警報２点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付） 昭和機器工業

磁歪式高精度液面計　ＤＳＶ ＭＳＣ－２ＰＸ・ＨＰ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011560
地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２ＰＸ・ＨＰ－４Ｈ パネルデジタル表示（漏えい点検・常
時監視機能，警報２点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付），屋外壁アナログ表示 昭和機器工業

磁歪式高精度液面計　ＤＳＶ ＭＳＣ－２ＰＸ・ＨＰ－４Ｈ昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011561
地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２ＰＸ・ＨＰ－４Ｄ パネルデジタル表示（漏えい点検・常
時監視機能，警報２点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付），屋外壁デジタル表示 昭和機器工業

磁歪式高精度液面計　ＤＳＶ ＭＳＣ－２ＰＸ・ＨＰ－４Ｄ昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011542
地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＶ　Ｘ－１ 屋内壁デジタル表示（警報２点，４～２０ｍＡ出力，プリ
ンタ付）タンク８本まで計測可能 昭和機器工業

磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＶ　Ｘ－１　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011544
地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ　Ｘ－１・ＨＰ 屋内壁デジタル表示（漏えい点検・常時監視機能，警
報２点，４～２０ｍＡ出力，プリンタ付）タンク８本まで計測可能 昭和機器工業

磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ　Ｘ－１・ＨＰ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011506 地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２Ｈ 屋内壁アナログ表示（警報４点） 昭和機器工業 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２Ｈ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011514
地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２Ｈ－４Ｈ 屋内壁アナログ表示（警報４点），屋外壁アナログ表示
昭和機器工業

リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２Ｈ－４Ｈ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011562 地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨ パネルアナログ表示（警報４点） 昭和機器工業 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011563
地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨ－４Ｈ パネルアナログ表示（警報４点），屋外アナログ表示
昭和機器工業

リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨ－４Ｈ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011564
地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＨＡ 屋内壁アナログ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力） 昭和
機器工業

リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＨＡ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011565
地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＨＡ－４Ｈ 屋内壁アナログ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出
力），屋外壁アナログ表示 昭和機器工業

リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＨＡ－４Ｈ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011566
地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨＡ パネルアナログ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力） 昭
和機器工業

リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨＡ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011567
地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨＡ－４Ｈ パネルアナログ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出
力），屋外壁アナログ表示 昭和機器工業

リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨＡ－４Ｈ昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011520
地下埋設タンク部品 単式デジタル液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＭＤ 屋内壁デジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力）
昭和機器工業

単式デジタル液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＭＤ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011568
地下埋設タンク部品 単式デジタル液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＭＤ－４Ｈ 屋内壁デジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出
力），屋外壁アナログ表示 昭和機器工業

単式デジタル液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＭＤ－４Ｈ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011569
地下埋設タンク部品 単式デジタル液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＭＤ パネルデジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力）
昭和機器工業

単式デジタル液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＭＤ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011570
地下埋設タンク部品 単式デジタル液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＭＤ－４Ｈ パネルデジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ
出力），屋外壁アナログ表示 昭和機器工業

単式デジタル液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＭＤ－４Ｈ昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5601011518 地下埋設タンク部品 側圧式液面計 ＭＳ－９０Ｓ 屋内型 昭和機器工業 側圧式液面計 ＭＳ－９０Ｓ　昭和 個 724 ○ ○ 5601 液面制御機器
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地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011020
地下埋設タンク部品 ＳＦ二重殻タンク漏洩検知装置 ＯＬＭ－ＭＴ モニター電源部　屋内壁（１タンク用） 昭和機器
工業

ＳＦ二重殻タンク漏洩検知装置 ＯＬＭ－ＭＴ　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011021 地下埋設タンク部品 ＳＦ二重殻タンク漏洩検知装置 ＯＬＭ－Ｓ 検出部 昭和機器工業 ＳＦ二重殻タンク漏洩検知装置 ＯＬＭ－Ｓ　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011002 地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口 ＣＰ－６５Ａ５ ６５Ａ（５山／吋，ＡＤＣ） 昭和機器工業 油槽部品　給油口 ＣＰ－６５Ａ５　６５Ａ　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011022
地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口ボックス ＴＣ－３　単独形 壁埋込み（給油口内蔵，ＳＵＳ３０４） 昭和機器工
業

油槽部品　給油口ボックス ＴＣ－３　単独形　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011023
地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口ボックス ＴＣ－３　共用形 壁埋込み（給油口液面計内蔵，ＳＵＳ３０４） 昭和
機器工業

油槽部品　給油口ボックス ＴＣ－３　共用形　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011004 地下埋設タンク部品 油槽部品 チャッキ弁 ＡＣ－２５ ２５Ａ 昭和機器工業 油槽部品　チャッキ弁 ＡＣ－２５　２５Ａ　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011024 地下埋設タンク部品 油槽部品 チャッキ弁 ＡＣ－３２ ３２Ａ 昭和機器工業 油槽部品　チャッキ弁 ＡＣ－３２　３２Ａ　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011025 地下埋設タンク部品 油槽部品 チャッキ弁 ＡＣ－４０ ４０Ａ 昭和機器工業 油槽部品　チャッキ弁 ＡＣ－４０　４０Ａ　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011006 地下埋設タンク部品 油槽部品 除水器 ＪＫ－２５ ２５Ａ 昭和機器工業 油槽部品　除水器 ＪＫ－２５　２５Ａ　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011026 地下埋設タンク部品 油槽部品 除水器 ＪＫ－３２ ３２Ａ 昭和機器工業 油槽部品　除水器 ＪＫ－３２　３２Ａ　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011027 地下埋設タンク部品 油槽部品 除水器 ＪＫ－４０ ４０Ａ 昭和機器工業 油槽部品　除水器 ＪＫ－４０　４０Ａ　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011028 地下埋設タンク部品 油槽部品 除水口 ＪＡ－４０ ４０Ａ 昭和機器工業 油槽部品　除水口 ＪＡ－４０　４０Ａ　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011008 地下埋設タンク部品 油槽部品 通気口 ＡＶ－３２ ３２Ａ 昭和機器工業 油槽部品　通気口 ＡＶ－３２　３２Ａ　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011029 地下埋設タンク部品 油槽部品 通気口 ＡＶ－５０ ５０Ａ 昭和機器工業 油槽部品　通気口 ＡＶ－５０　５０Ａ　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011030 地下埋設タンク部品 油槽部品 計量口 ＳＨＶ－３２ ３２Ａ　弁付き 昭和機器工業 油槽部品　計量口 ＳＨＶ－３２　３２Ａ　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011031 地下埋設タンク部品 油槽部品 計量尺 ＳＢＡ－２２ Φ２２×３ｍ（黒アルミ）　全長３ｍ以下 昭和機器工業 油槽部品　計量尺 ＳＢＡ－２２　径２２×３ｍ昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011032 地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＷＭＰ－４５Ｄ 有効径φ４５０（重荷重用） 昭和機器工業 油槽部品　マンホール蓋 ＷＭＰ－４５Ｄ　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011033 地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＷＭＰ－７０ＤＷ 有効径φ７００（重荷重用） 昭和機器工業 油槽部品　マンホール蓋 ＷＭＰ－７０ＤＷ　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品
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地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011034 地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＷＭＰ－８０ＤＷ 有効径φ８００（重荷重用） 昭和機器工業 油槽部品　マンホール蓋 ＷＭＰ－８０ＤＷ　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011035 地下埋設タンク部品 フロートスイッチ ＦＢＳ－３Ｄ－２ 耐圧防爆型　２接点仕様 昭和機器工業 フロートスイッチ ＦＢＳ－３Ｄ－２　耐圧　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011036 地下埋設タンク部品 フロートスイッチ ＦＢＳ－３Ｄ－４ 耐圧防爆型　４接点仕様 昭和機器工業 フロートスイッチ ＦＢＳ－３Ｄ－４　耐圧　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011037
地下埋設タンク部品 フロートスイッチ ＦＢＳ－１Ｅ 本質安全防爆型（３点，ＳＵＳ３０４），盤内取付（給油ポンプ
ＯＮ／ＯＦＦ，満警報） 昭和機器工業

フロートスイッチ ＦＢＳ－１Ｅ　本質安全　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011038
地下埋設タンク部品 フロートスイッチ ＦＢＳ－１Ｆ 本質安全防爆型（４点，ＳＵＳ３０４），壁掛け（給油ポンプＯ
Ｎ／ＯＦＦ，満・減警報） 昭和機器工業

フロートスイッチ ＦＢＳ－１Ｆ　本質安全　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011039
地下埋設タンク部品 フロートスイッチ ＦＢＳ－１Ｋ 本質安全防爆型（４点，ＳＵＳ３０４），壁掛け（給油・返油ポ
ンプＯＮ／ＯＦＦ，満・減警報） 昭和機器工業

フロートスイッチ ＦＢＳ－１Ｋ　本質安全　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011040
地下埋設タンク部品 ポンプエアシェルター ＰＡＳＣ－Ⅰ　２０ＧＰＦ６．７５Ｂ（５．７５Ｂ） 油溜桝なし／Ａ重油
用／総ＳＵＳ仕様 昭和機器工業

ポンプエアシェルター ＰＡＳＣ－１　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011041
地下埋設タンク部品 ポンプエアシェルター ＰＡＳＣ－Ⅱ　２０ＧＰＦ６．７５Ｂ（５．７５Ｂ） 油溜桝あり／灯油・
軽油用／総ＳＵＳ仕様 昭和機器工業

ポンプエアシェルター ＰＡＳＣ－２　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011042
地下埋設タンク部品 ポンプエアシェルター ＰＡＳ－Ⅰ－３０　２０ＧＰＦ６．７５Ｂ（５．７５Ｂ） 油溜桝なし／Ａ
重油用／総ＳＵＳ仕様 昭和機器工業

ポンプエアシェルター ＰＡＳ－１－３０　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011043
地下埋設タンク部品 ポンプエアシェルター ＰＡＳ－Ⅱ－３０　２０ＧＰＦ６．７５Ｂ（５．７５Ｂ） 油溜桝あり／灯
油・軽油用／総ＳＵＳ仕様 昭和機器工業

ポンプエアシェルター ＰＡＳ－２－３０　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011044
地下埋設タンク部品 ポンプエアシェルター ＰＡＳ－Ⅰ－４０　２０ＧＰＦ６．７５Ｂ（５．７５Ｂ） 油溜桝なし／Ａ
重油用／総ＳＵＳ仕様 昭和機器工業

ポンプエアシェルター ＰＡＳ－１－４０　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

地下埋設タンク部品―ブランド品― 5407011045
地下埋設タンク部品 ポンプエアシェルター ＰＡＳ－Ⅱ－４０　２０ＧＰＦ６．７５Ｂ（５．７５Ｂ） 油溜桝あり／灯
油・軽油用／総ＳＵＳ仕様 昭和機器工業

ポンプエアシェルター ＰＡＳ－２－４０　昭和 個 724 ○ ○ 5407 タンク部品

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041015
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ８５ＦＡ 冷房能力８５ｋＷ 暖房能力９０ｋＷ 圧縮機出力
３．７５ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷ヒーポン式チリングユニット ＵＷＸＹ８５ＦＡ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041017
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１１８ＦＡ 冷房能力１１８ｋＷ 暖房能力１２５ｋＷ 圧縮
機出力５．０ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷ヒーポン式チリングユニット ＵＷＸＹ１１８ＦＡ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041019
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１５０ＦＡ 冷房能力１５０ｋＷ 暖房能力１７０ｋＷ 圧縮
機出力６．８８ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷ヒーポン式チリングユニット ＵＷＸＹ１５０ＦＡ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041021
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１８０ＦＡ 冷房能力１８０ｋＷ 暖房能力２００ｋＷ 圧縮
機出力７．４８ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷ヒーポン式チリングユニット ＵＷＸＹ１８０ＦＡ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041023
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ８５ＦＡＢ 冷房能力８５ｋＷ 暖房能力９０ｋＷ 圧縮機出
力３．７５ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷ヒーポン式チリングユニット ＵＷＸＹ８５ＦＡＢ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041025
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１１８ＦＡＢ 冷房能力１１８ｋＷ 暖房能力１２５ｋＷ 圧
縮機出力５．０ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷ヒーポン式チリングユニット ＵＷＸＹ１１８ＦＡＢ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機
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冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041027
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１５０ＦＡＢ 冷房能力１５０ｋＷ 暖房能力１７０ｋＷ 圧
縮機出力６．８８ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷ヒーポン式チリングユニット ＵＷＸＹ１５０ＦＡＢ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041029
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１８０ＦＡＢ 冷房能力１８０ｋＷ 暖房能力２００ｋＷ 圧
縮機出力７．４８ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷ヒーポン式チリングユニット ＵＷＸＹ１８０ＦＡＢ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041031
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ８５ＦＡＬ 冷房能力８５ｋＷ 暖房能力９０ｋＷ 圧縮機出
力３．７５ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷ヒーポン式チリングユニット ＵＷＸＹ８５ＦＡＬ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041033
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１１８ＦＡＬ 冷房能力１１８ｋＷ 暖房能力１２５ｋＷ 圧
縮機出力５．０ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷ヒーポン式チリングユニット ＵＷＸＹ１１８ＦＡＬ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041035
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１５０ＦＡＬ 冷房能力１５０ｋＷ 暖房能力１７０ｋＷ 圧
縮機出力６．８８ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷ヒーポン式チリングユニット ＵＷＸＹ１５０ＦＡＬ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041037
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＵＷＸＹ１８０ＦＡＬ 冷房能力１８０ｋＷ 暖房能力２００ｋＷ 圧
縮機出力７．４８ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷ヒーポン式チリングユニット ＵＷＸＹ１８０ＦＡＬ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311044122
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＣＡＨ－Ｐ２５０Ｃ 冷房能力２２．４ｋＷ 暖房能力２６．５ｋＷ
圧縮機出力７．５ｋＷ 三菱電機

空冷ヒーポン式チリングユニット ＣＡＨ－Ｐ２５０Ｃ　三菱電機 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311044124
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＣＡＨ－Ｐ３７５Ｃ 冷房能力３３．５ｋＷ 暖房能力４０ｋＷ 圧縮
機出力５．５ｋＷ×２ 三菱電機

空冷ヒーポン式チリングユニット ＣＡＨ－Ｐ３７５Ｃ　三菱電機 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311044126
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＣＡＨ－Ｐ５００Ｃ 冷房能力４５ｋＷ 暖房能力５３ｋＷ 圧縮機出
力７．５ｋＷ×２ 三菱電機

空冷ヒーポン式チリングユニット ＣＡＨ－Ｐ５００Ｃ　三菱電機 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311044128
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＣＡＨ－Ｐ６３０Ｄ 冷房能力５６ｋＷ 暖房能力６７ｋＷ 圧縮機出
力５．５ｋＷ×２＋７．５ｋＷ 三菱電機

空冷ヒーポン式チリングユニット ＣＡＨ－Ｐ６３０Ｄ　三菱電機 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311044130
冷凍機（チリングユニット） 空冷ヒートポンプ式 ＣＡＨ－Ｐ７５０Ｄ 冷房能力６７ｋＷ 暖房能力８０ｋＷ 圧縮機出
力７．５ｋＷ×３ 三菱電機

空冷ヒーポン式チリングユニット ＣＡＨ－Ｐ７５０Ｄ　三菱電機 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311044140
冷凍機（チリングユニット） 水冷式 ＭＣＲ－ＳＰ４０ＫＥ 冷房能力１１８ｋＷ 暖房能力－ 圧縮機出力２２ｋＷ 三
菱電機

水冷式チリングユニット ＭＣＲ－ＳＰ４０ＫＥ　三菱電機 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311044142
冷凍機（チリングユニット） 水冷式 ＭＣＲ－ＳＰ５０ＫＥ 冷房能力１５８ｋＷ 暖房能力－ 圧縮機出力３０ｋＷ 三
菱電機

水冷式チリングユニット ＭＣＲ－ＳＰ５０ＫＥ　三菱電機 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041067
冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ８５ＦＡ 冷房能力８５ｋＷ 暖房能力９０ｋＷ 圧縮機出力３．７５ｋＷ
×４ ダイキン工業

空冷式チリングユニット ＵＷＸＡ８５ＦＡ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041069
冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１１８ＦＡ 冷房能力１１８ｋＷ 暖房能力１２５ｋＷ 圧縮機出力５．０
ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷式チリングユニット ＵＷＸＡ１１８ＦＡ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041071
冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１５０ＦＡ 冷房能力１５０ｋＷ 暖房能力１７０ｋＷ 圧縮機出力６．８
８ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷式チリングユニット ＵＷＸＡ１５０ＦＡ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041073
冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１８０ＦＡ 冷房能力１８０ｋＷ 暖房能力２００ｋＷ 圧縮機出力７．４
８ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷式チリングユニット ＵＷＸＡ１８０ＦＡ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041074
冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ８５ＦＡＢ 冷房能力８５ｋＷ 暖房能力９０ｋＷ 圧縮機出力３．７５ｋ
Ｗ×４ ダイキン工業

空冷式チリングユニット ＵＷＸＡ８５ＦＡＢ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機
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冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041075
冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１１８ＦＡＢ 冷房能力１１８ｋＷ 暖房能力１２５ｋＷ 圧縮機出力５．
０ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷式チリングユニット ＵＷＸＡ１１８ＦＡＢ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041076
冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１５０ＦＡＢ 冷房能力１５０ｋＷ 暖房能力１７０ｋＷ 圧縮機出力６．
８８ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷式チリングユニット ＵＷＸＡ１５０ＦＡＢ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041077
冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１８０ＦＡＢ 冷房能力１８０ｋＷ 暖房能力２００ｋＷ 圧縮機出力７．
４８ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷式チリングユニット ＵＷＸＡ１８０ＦＡＢ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041078
冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ８５ＦＡＬ 冷房能力８５ｋＷ 暖房能力９０ｋＷ 圧縮機出力３．７５ｋ
Ｗ×４ ダイキン工業

空冷式チリングユニット ＵＷＸＡ８５ＦＡＬ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041079
冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１１８ＦＡＬ 冷房能力１１８ｋＷ 暖房能力１２５ｋＷ 圧縮機出力５．
０ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷式チリングユニット ＵＷＸＡ１１８ＦＡＬ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041080
冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１５０ＦＡＬ 冷房能力１５０ｋＷ 暖房能力１７０ｋＷ 圧縮機出力６．
８８ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷式チリングユニット ＵＷＸＡ１５０ＦＡＬ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311041081
冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＵＷＸＡ１８０ＦＡＬ 冷房能力１８０ｋＷ 暖房能力２００ｋＷ 圧縮機出力７．
４８ｋＷ×４ ダイキン工業

空冷式チリングユニット ＵＷＸＡ１８０ＦＡＬ　ダイキン 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311044114
冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＭＣＡ－Ｐ１９０Ｃ 冷房能力１７ｋＷ 暖房能力－ 圧縮機出力５．５ｋＷ 三菱
電機

空冷式チリングユニット ＭＣＡ－Ｐ１９０Ｃ　三菱電機 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311044116
冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＭＣＡ－Ｐ２５０Ｃ 冷房能力２２．４ｋＷ 暖房能力－ 圧縮機出力７．５ｋＷ
三菱電機

空冷式チリングユニット ＭＣＡ－Ｐ２５０Ｃ　三菱電機 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311044118
冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＭＣＡ－Ｐ３７５Ｃ 冷房能力３３．５ｋＷ 暖房能力－ 圧縮機出力５．５ｋＷ×
２ 三菱電機

空冷式チリングユニット ＭＣＡ－Ｐ３７５Ｃ　三菱電機 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷凍機（チリングユニット）―ブランド品― 5311044120
冷凍機（チリングユニット） 空冷式 ＭＣＡ－Ｐ５００Ｃ 冷房能力４５ｋＷ 暖房能力－ 圧縮機出力７．５ｋＷ×２
三菱電機

空冷式チリングユニット ＭＣＡ－Ｐ５００Ｃ　三菱電機 基 725 ○ ○ 5311 空気調和機

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011570
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－１００ＡＳＤ 容量１００ＲＴ 冷却水量１，３００ｌ／ｍｉｎ 電動機２．
２ｋＷ 運転質量１，５００ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－１００ＡＳＤ　荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011572
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－１５０ＡＳＤ 容量１５０ＲＴ 冷却水量１，９５０ｌ／ｍｉｎ 電動機３．
７ｋＷ 運転質量２，２８０ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－１５０ＡＳＤ　荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011574
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－２００ＡＳＤ 容量２００ＲＴ 冷却水量２，６００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．
５ｋＷ 運転質量２，９００ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－２００ＡＳＤ　荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011576
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－３００ＡＳＤ 容量３００ＲＴ 冷却水量３，９００ｌ／ｍｉｎ 電動機３．
７ｋＷ×２ 運転質量４，５２０ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－３００ＡＳＤ　荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011578
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－４００ＡＳＤ 容量４００ＲＴ 冷却水量５，２００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．
５ｋＷ×２ 運転質量５，７７０ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－４００ＡＳＤ　荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011580
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－５００ＡＳＤ 容量５００ＲＴ 冷却水量６，５００ｌ／ｍｉｎ 電動機７．
５ｋＷ×２ 運転質量６，４００ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－５００ＡＳＤ　荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011582
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－７００ＡＳＤ 容量７００ＲＴ 冷却水量９，１００ｌ／ｍｉｎ 電動機７．
５ｋＷ×３ 運転質量９，５８０ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－７００ＡＳＤ　荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔
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冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011584
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－８００ＡＳＤ 容量８００ＲＴ 冷却水量１０，４００ｌ／ｍｉｎ 電動機
５．５ｋＷ×４ 運転質量１１，５１０ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－８００ＡＳＤ　荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011586
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－１０００ＡＳＤ 容量１，０００ＲＴ 冷却水量１３，０００ｌ／ｍｉｎ 電
動機７．５ｋＷ×４ 運転質量１２，７６０ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－１０００ＡＳＤ荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011588
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－１００ＡＳＳＤ 容量１００ＲＴ 冷却水量１，３００ｌ／ｍｉｎ 電動機
２．２ｋＷ 運転質量１，５１０ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－１００ＡＳＳＤ荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011590
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－１５０ＡＳＳＤ 容量１５０ＲＴ 冷却水量１，９５０ｌ／ｍｉｎ 電動機
３．７ｋＷ 運転質量２，２９０ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－１５０ＡＳＳＤ荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011593
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－２００ＡＳＳＤ 容量２００ＲＴ 冷却水量２，６００ｌ／ｍｉｎ 電動機
５．５ｋＷ 運転質量２，９１０ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－２００ＡＳＳＤ荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011595
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－３００ＡＳＳＤ 容量３００ＲＴ 冷却水量３，９００ｌ／ｍｉｎ 電動機
３．７ｋＷ×２ 運転質量４，５４０ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－３００ＡＳＳＤ荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011597
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－４００ＡＳＳＤ 容量４００ＲＴ 冷却水量５，２００ｌ／ｍｉｎ 電動機
５．５ｋＷ×２ 運転質量５，７９０ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－４００ＡＳＳＤ荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011599
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－５００ＡＳＳＤ 容量５００ＲＴ 冷却水量６，５００ｌ／ｍｉｎ 電動機
７．５ｋＷ×２ 運転質量６，４４０ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－５００ＡＳＳＤ荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011601
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－７００ＡＳＳＤ 容量７００ＲＴ 冷却水量９，１００ｌ／ｍｉｎ 電動機
７．５ｋＷ×３ 運転質量９，６４０ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－７００ＡＳＳＤ荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309011603
冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－８００ＡＳＳＤ 容量８００ＲＴ 冷却水量１０，４００ｌ／ｍｉｎ 電動機
５．５ｋＷ×４ 運転質量１１，５５０ｋｇ 荏原冷熱システム

冷却塔（クーリングタワー） ＳＤＣ－Ｕ－８００ＡＳＳＤ荏原 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010542
冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＣ－５０Ｒｏ 容量５０ＲＴ 冷却水量６５０ｌ／ｍｉｎ 電動機１．５ｋＷ 運転質量
９００ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＣ－５０Ｒｏ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010504
冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－６０Ｒ 容量６０ＲＴ 冷却水量７８０ｌ／ｍｉｎ 電動機１．５ｋＷ 運転質量
１，５１０ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－６０Ｒ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010506
冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－８０Ｒ 容量８０ＲＴ 冷却水量１，０４０ｌ／ｍｉｎ 電動機２．２ｋＷ 運転質
量１，５３０ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－８０Ｒ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010508
冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－１００Ｒ 容量１００ＲＴ 冷却水量１，３００ｌ／ｍｉｎ 電動機２．２ｋＷ 運
転質量１，８００ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－１００Ｒ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010510
冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－１５０Ｒ 容量１５０ＲＴ 冷却水量１，９５０ｌ／ｍｉｎ 電動機３．７ｋＷ 運
転質量２，４５０ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－１５０Ｒ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010512
冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－２００Ｒ 容量２００ＲＴ 冷却水量２，６００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ 運
転質量２，８１０ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－２００Ｒ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010514
冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－３００Ｒ 容量３００ＲＴ 冷却水量３，９００ｌ／ｍｉｎ 電動機３．７ｋＷ×
２ 運転質量４，８９０ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－３００Ｒ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010516
冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－５００Ｒ 容量５００ＲＴ 冷却水量６，５００ｌ／ｍｉｎ 電動機７．５ｋＷ×
２ 運転質量６，２８０ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－５００Ｒ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔
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冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010544
冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－８０Ｓ 容量８０ＲＴ 冷却水量１，０４０ｌ／ｍｉｎ 電動機２．２ｋＷ 運転質
量１，５９０ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－８０Ｓ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010546
冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－１００Ｓ 容量１００ＲＴ 冷却水量１，３００ｌ／ｍｉｎ 電動機２．２ｋＷ 運
転質量１，８００ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－１００Ｓ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010548
冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－１５０Ｓ 容量１５０ＲＴ 冷却水量１，９５０ｌ／ｍｉｎ 電動機３．７ｋＷ 運
転質量２，４５０ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－１５０Ｓ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010550
冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－２００Ｓ 容量２００ＲＴ 冷却水量２，６００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ 運
転質量２，８１０ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－２００Ｓ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010552
冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－３００Ｓ 容量３００ＲＴ 冷却水量３，９００ｌ／ｍｉｎ 電動機３．７ｋＷ×
２ 運転質量４，８９０ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－３００Ｓ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010554
冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－５００Ｓ 容量５００ＲＴ 冷却水量６，５００ｌ／ｍｉｎ 電動機７．５ｋＷ×
２ 運転質量６，２８０ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＳＫＢ－５００Ｓ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010536
冷却塔（クーリングタワー） ＫＭＢ－１００Ｒ 容量１００ＲＴ 冷却水量１，３００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ 運
転質量３，４１０ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＫＭＢ－１００Ｒ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010538
冷却塔（クーリングタワー） ＫＭＢ－１５０Ｒ 容量１５０ＲＴ 冷却水量１，９５０ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ×
２ 運転質量６，２６０ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＫＭＢ－１５０Ｒ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309010540
冷却塔（クーリングタワー） ＫＭＢ－２００Ｒ 容量２００ＲＴ 冷却水量２，６００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５ｋＷ×
２ 運転質量６，８２０ｋｇ 空研工業

冷却塔（クーリングタワー） ＫＭＢ－２００Ｒ　空研 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309015042
冷却塔（クーリングタワー） ＨＴ－１０ＫＥ 容量１０ＲＴ 冷却水量１３０ｌ／ｍｉｎ 電動機０．２ｋＷ 運転質量１
６４ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック

冷却塔（クーリングタワー） ＨＴ－１０ＫＥ　三菱ケミカル 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309015044
冷却塔（クーリングタワー） ＨＴ－３０ＫＥ 容量３０ＲＴ 冷却水量３９０ｌ／ｍｉｎ 電動機１．１ｋＷ 運転質量３
８４ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック

冷却塔（クーリングタワー） ＨＴ－３０ＫＥ　三菱ケミカル 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309015046
冷却塔（クーリングタワー） ＨＴ－１００ＭＥ－ＲＭ 容量１００ＲＴ 冷却水量１，３００ｌ／ｍｉｎ 電動機２．２
ｋＷ 運転質量１，６２０ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック

冷却塔（クーリングタワー） ＨＴ－１００ＭＥ－ＲＭ　三菱 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309015034
冷却塔（クーリングタワー） ＨＴ－２００ＭＥ－ＲＭ 容量２００ＲＴ 冷却水量２，６００ｌ／ｍｉｎ 電動機７．５
ｋＷ 運転質量１，８７０ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック

冷却塔（クーリングタワー） ＨＴ－２００ＭＥ－ＲＭ　三菱 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309015036
冷却塔（クーリングタワー） ＨＴ－３００ＭＥ－ＲＭ 容量３００ＲＴ 冷却水量３，９００ｌ／ｍｉｎ 電動機３．７
ｋＷ×２ 運転質量３，４４０ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック

冷却塔（クーリングタワー） ＨＴ－３００ＭＥ－ＲＭ　三菱 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309015038
冷却塔（クーリングタワー） ＨＴ－５００ＭＥ－ＲＭ 容量５００ＲＴ 冷却水量６，５００ｌ／ｍｉｎ 電動機５．５
ｋＷ×３ 運転質量５，１３５ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック

冷却塔（クーリングタワー） ＨＴ－５００ＭＥ－ＲＭ　三菱 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

冷却塔（クーリングタワー）―ブランド品― 5309015040
冷却塔（クーリングタワー） ＨＴ－１０００ＭＥ－ＲＭ 容量１，０００ＲＴ 冷却水量１３，０００ｌ／ｍｉｎ 電動
機７．５ｋＷ×５ 運転質量９，０６０ｋｇ 三菱ケミカルインフラテック

冷却塔（クーリングタワー） ＨＴ－１０００ＭＥ－ＲＭ　三菱 基 726 ○ ○ 5309 冷却塔

ファンコイルユニット―ブランド品― 5311032026
ファンコイルユニット 床置 ＣＦ－３１Ｎ３ 冷房能力２．３５ｋＷ 暖房能力４．０５ｋＷ 送風量５１０ｍ３／ｈ 昭
和鉄工

ファンコイルユニット　床置 ＣＦ－３１Ｎ３　昭和鉄工 台 727 ○ ○ 5311 空気調和機

ファンコイルユニット―ブランド品― 5311032028
ファンコイルユニット 床置 ＣＦ－４２Ｎ３ 冷房能力３．２４ｋＷ 暖房能力５．６８ｋＷ 送風量６６０ｍ３／ｈ 昭
和鉄工

ファンコイルユニット　床置 ＣＦ－４２Ｎ３　昭和鉄工 台 727 ○ ○ 5311 空気調和機
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ファンコイルユニット―ブランド品― 5311032030
ファンコイルユニット 天埋 ＣＳＲＤ－２１Ｎ３ 冷房能力１．５０ｋＷ 暖房能力２．９０ｋＷ 送風量３３０ｍ３／ｈ
昭和鉄工

ファンコイルユニット　天埋 ＣＳＲＤ－２１Ｎ３　昭和鉄工 台 727 ○ ○ 5311 空気調和機

ファンコイルユニット―ブランド品― 5311032032
ファンコイルユニット 天埋 ＣＳＲＤ－３１Ｎ３ 冷房能力２．３５ｋＷ 暖房能力４．０５ｋＷ 送風量５１０ｍ３／ｈ
昭和鉄工

ファンコイルユニット　天埋 ＣＳＲＤ－３１Ｎ３　昭和鉄工 台 727 ○ ○ 5311 空気調和機

ファンコイルユニット―ブランド品― 5311032034
ファンコイルユニット 天埋 ＣＳＲＤ－４２Ｎ３ 冷房能力３．２４ｋＷ 暖房能力５．６８ｋＷ 送風量６６０ｍ３／ｈ
昭和鉄工

ファンコイルユニット　天埋 ＣＳＲＤ－４２Ｎ３　昭和鉄工 台 727 ○ ○ 5311 空気調和機

ファンコイルユニット―ブランド品― 5311032020
ファンコイルユニット カセット（パネル含む） ＣＳＲ－ＣＪ２１ 冷房能力２．０３ｋＷ 暖房能力３．４７ｋＷ 送風
量３１８ｍ３／ｈ 昭和鉄工

ファンコイルユニット　カセット ＣＳＲ－ＣＪ２１　昭和鉄工 台 727 ○ ○ 5311 空気調和機

ファンコイルユニット―ブランド品― 5311032022
ファンコイルユニット カセット（パネル含む） ＣＳＲ－ＣＪ３１ 冷房能力２．８３ｋＷ 暖房能力４．６６ｋＷ 送風
量４８０ｍ３／ｈ 昭和鉄工

ファンコイルユニット　カセット ＣＳＲ－ＣＪ３１　昭和鉄工 台 727 ○ ○ 5311 空気調和機

ファンコイルユニット―ブランド品― 5311032024
ファンコイルユニット カセット（パネル含む） ＣＳＲ－ＣＪ４２ 冷房能力４．２１ｋＷ 暖房能力６．６１ｋＷ 送風
量６３６ｍ３／ｈ 昭和鉄工

ファンコイルユニット　カセット ＣＳＲ－ＣＪ４２　昭和鉄工 台 727 ○ ○ 5311 空気調和機

ファンコイルユニット―ブランド品― 5311033006
ファンコイルユニット 床置 ＳＦ－４００ 冷房能力３．６９ｋＷ 暖房能力５．９４ｋＷ 送風量６６０ｍ３／ｈ 新晃
工業

ファンコイルユニット　床置 ＳＦ－４００　新晃工業 台 727 ○ ○ 5311 空気調和機

ファンコイルユニット―ブランド品― 5311033008
ファンコイルユニット 床置 ＳＦ－６００ 冷房能力５．６４ｋＷ 暖房能力８．８９ｋＷ 送風量９７０ｍ３／ｈ 新晃
工業

ファンコイルユニット　床置 ＳＦ－６００　新晃工業 台 727 ○ ○ 5311 空気調和機

ファンコイルユニット―ブランド品― 5311033018
ファンコイルユニット 天埋 ＳＣＲ－３００ 冷房能力２．５７ｋＷ 暖房能力４．８３ｋＷ 送風量５２０ｍ３／ｈ 新
晃工業

ファンコイルユニット　天埋 ＳＣＲ－３００　新晃工業 台 727 ○ ○ 5311 空気調和機

ファンコイルユニット―ブランド品― 5311033020
ファンコイルユニット 天埋 ＳＣＲ－４００ 冷房能力３．４４ｋＷ 暖房能力６．５７ｋＷ 送風量７３０ｍ３／ｈ 新
晃工業

ファンコイルユニット　天埋 ＳＣＲ－４００　新晃工業 台 727 ○ ○ 5311 空気調和機

ファンコイルユニット―ブランド品― 5311033022
ファンコイルユニット 天埋 ＳＣＲ－６００ 冷房能力４．８４ｋＷ 暖房能力８．２７ｋＷ 送風量８８０ｍ３／ｈ 新
晃工業

ファンコイルユニット　天埋 ＳＣＲ－６００　新晃工業 台 727 ○ ○ 5311 空気調和機

ファンコイルユニット―ブランド品― 5311033024
ファンコイルユニット カセット（パネル含む） ＣＰ－３００ 冷房能力２．５４ｋＷ 暖房能力４．６４ｋＷ 送風量５
００ｍ３／ｈ 新晃工業

ファンコイルユニット　カセット ＣＰ－３００　新晃工業 台 727 ○ ○ 5311 空気調和機

ファンコイルユニット―ブランド品― 5311033026
ファンコイルユニット カセット（パネル含む） ＣＰ－４００ 冷房能力３．４６ｋＷ 暖房能力６．４３ｋＷ 送風量７
２５ｍ３／ｈ 新晃工業

ファンコイルユニット　カセット ＣＰ－４００　新晃工業 台 727 ○ ○ 5311 空気調和機

ファンコイルユニット―ブランド品― 5311033028
ファンコイルユニット カセット（パネル含む） ＣＰ－６００ 冷房能力５．１５ｋＷ 暖房能力９．０３ｋＷ 送風量
１，００５ｍ３／ｈ 新晃工業

ファンコイルユニット　カセット ＣＰ－６００　新晃工業 台 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021546
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０３０Ｅ 冷房能力１５．２３ｋＷ 暖房能力２２．３３ｋＷ 標準風量２，
６７０ｍ３／ｈ 静圧２９４Ｐａ 電動機１．５ｋＷ ５８０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０３０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021548
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０４０Ｅ 冷房能力１７．６７ｋＷ 暖房能力２６．０５ｋＷ 標準風量３，
１２０ｍ３／ｈ 静圧２９４Ｐａ 電動機１．５ｋＷ ６１０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０４０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021550
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０５０Ｅ 冷房能力２４．０７ｋＷ 暖房能力３４．８８ｋＷ 標準風量４，
０８０ｍ３／ｈ 静圧３９２Ｐａ 電動機２．２ｋＷ ６６０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０５０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021552
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０７０Ｅ 冷房能力３６．６３ｋＷ 暖房能力５１．７４ｋＷ 標準風量６，
４８０ｍ３／ｈ 静圧３９２Ｐａ 電動機２．２ｋＷ ９００ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０７０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機
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エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021554
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０８０Ｅ 冷房能力３７．９１ｋＷ 暖房能力５２．９１ｋＷ 標準風量７，
２００ｍ３／ｈ 静圧３９２Ｐａ 電動機２．２ｋＷ ９４０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０８０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021556
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０９０Ｅ 冷房能力４８．０２ｋＷ 暖房能力６８．６０ｋＷ 標準風量７，
９１０ｍ３／ｈ 静圧３９２Ｐａ 電動機３．７ｋＷ ９８０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－０９０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021558
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－１００Ｅ 冷房能力５２．３３ｋＷ 暖房能力７４．７７ｋＷ 標準風量８，
６３０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機３．７ｋＷ １，０１０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－１００Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021560
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－１１０Ｅ 冷房能力５８．０２ｋＷ 暖房能力８２．３３ｋＷ 標準風量９，
４５０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機３．７ｋＷ １，０７０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－１１０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021562
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－１３０Ｅ 冷房能力６８．７２ｋＷ 暖房能力１００．４７ｋＷ 標準風量１
１，９２０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機５．５ｋＷ １，２４０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－１３０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021564
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－２００Ｅ 冷房能力１０５．７０ｋＷ 暖房能力１５２．４４ｋＷ 標準風量
１７，７４０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機７．５ｋＷ １，７５０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－２００Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021566
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－２３０Ｅ 冷房能力１２７．３３ｋＷ 暖房能力１８２．２１ｋＷ 標準風量
２１，０６０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機７．５ｋＷ １，９７０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－２３０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021568
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－２５０Ｅ 冷房能力１３８．６０ｋＷ 暖房能力１９６．６３ｋＷ 標準風量
２２，５４０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機１１ｋＷ ２，０６０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－２５０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021570
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－３００Ｅ 冷房能力１６５．８１ｋＷ 暖房能力２３４．６５ｋＷ 標準風量
２６，８５０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機１１ｋＷ ２，３４０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－３００Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021572
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－３４０Ｅ 冷房能力１９２．２１ｋＷ 暖房能力２７０．１２ｋＷ 標準風量
３０，６９０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機１５ｋＷ ２，８７０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－３４０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021574
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－３８０Ｅ 冷房能力２１６．１６ｋＷ 暖房能力３０３．８４ｋＷ 標準風量
３４，５２０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機１５ｋＷ ３，０００ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－３８０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021576
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－４６０Ｅ 冷房能力２４７．４４ｋＷ 暖房能力３５４．８８ｋＷ 標準風量
４１，０９０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機１５ｋＷ ３，４４０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－４６０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021578
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－４９０Ｅ 冷房能力２６６．２８ｋＷ 暖房能力３８０．１２ｋＷ 標準風量
４３，８３０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機１８．５ｋＷ ３，５５０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－４９０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021580
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－５４０Ｅ 冷房能力２９３．１４ｋＷ 暖房能力４１８．４９ｋＷ 標準風量
４８，２６０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機２２ｋＷ ３，７９０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－５４０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021582
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－５９０Ｅ 冷房能力３１９．８８ｋＷ 暖房能力４５６．６３ｋＷ 標準風量
５２，６４０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機３０ｋＷ ４，３４０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－５９０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311021584
エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－６３０Ｅ 冷房能力３４６．５１ｋＷ 暖房能力４９４．５３ｋＷ 標準風量
５７，０２０ｍ３／ｈ 静圧４９０Ｐａ 電動機３０ｋＷ ４，４９０ｋｇ 昭和鉄工

エアハンドリングユニット ＣＶ（ＣＨ）－６３０Ｅ　昭和 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311020534
エアハンドリングユニット ３ＳＨ 冷房能力１８．３７ｋＷ 暖房能力２０．４６ｋＷ 標準風量２，４７０ｍ３／ｈ 静
圧４９０Ｐａ 電動機０．７５ｋＷ ４５０ｋｇ 新晃工業

エアハンドリングユニット ３ＳＨ　新晃工業 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311020536
エアハンドリングユニット ５ＳＨ 冷房能力３６．０５ｋＷ 暖房能力４１．２８ｋＷ 標準風量４，７３０ｍ３／ｈ 静
圧４９０Ｐａ 電動機１．５ｋＷ ５００ｋｇ 新晃工業

エアハンドリングユニット ５ＳＨ　新晃工業 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機
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エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311020538
エアハンドリングユニット １１ＳＨ 冷房能力８１．１７ｋＷ 暖房能力８５．８２ｋＷ 標準風量９，７８０ｍ３／ｈ
静圧４９０Ｐａ 電動機３．７ｋＷ ７００ｋｇ 新晃工業

エアハンドリングユニット １１ＳＨ　新晃工業 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311020540
エアハンドリングユニット １５ＳＨ 冷房能力１１０．１３ｋＷ 暖房能力１１７．１１ｋＷ 標準風量１３，３００ｍ
３／ｈ 静圧７３５Ｐａ 電動機５．５ｋＷ ９５０ｋｇ 新晃工業

エアハンドリングユニット １５ＳＨ　新晃工業 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311020542
エアハンドリングユニット ２０ＳＨ 冷房能力１４８．０４ｋＷ 暖房能力１５１．０７ｋＷ 標準風量１７，１００ｍ
３／ｈ 静圧７３５Ｐａ 電動機７．５ｋＷ １，０００ｋｇ 新晃工業

エアハンドリングユニット ２０ＳＨ　新晃工業 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311020544
エアハンドリングユニット ３０ＳＨ 冷房能力２１４．３４ｋＷ 暖房能力２２６．７８ｋＷ 標準風量２５，８８０ｍ
３／ｈ 静圧７３５Ｐａ 電動機１１ｋＷ １，４００ｋｇ 新晃工業

エアハンドリングユニット ３０ＳＨ　新晃工業 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311020546
エアハンドリングユニット ４０ＳＨ 冷房能力２９５．５１ｋＷ 暖房能力３１４．１２ｋＷ 標準風量３５，７００ｍ
３／ｈ 静圧７３５Ｐａ 電動機１５ｋＷ １，７００ｋｇ 新晃工業

エアハンドリングユニット ４０ＳＨ　新晃工業 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311020566
エアハンドリングユニット ５０ＰＨ 冷房能力３６１．６９ｋＷ 暖房能力３８６．４６ｋＷ 標準風量４３，７８０ｍ
３／ｈ 静圧９８０Ｐａ 電動機２２ｋＷ ２，１００ｋｇ 新晃工業

エアハンドリングユニット ５０ＰＨ　新晃工業 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311020568
エアハンドリングユニット ６０ＰＨ 冷房能力４３４．７２ｋＷ 暖房能力４６４．５０ｋＷ 標準風量５２，５３０ｍ
３／ｈ 静圧９８０Ｐａ 電動機３０ｋＷ ２，４００ｋｇ 新晃工業

エアハンドリングユニット ６０ＰＨ　新晃工業 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311020570
エアハンドリングユニット ７０ＰＨ 冷房能力５０６．８３ｋＷ 暖房能力５４１．４９ｋＷ 標準風量６１，２９０ｍ
３／ｈ 静圧９８０Ｐａ 電動機３０ｋＷ ２，６５０ｋｇ 新晃工業

エアハンドリングユニット ７０ＰＨ　新晃工業 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311020572
エアハンドリングユニット ８０ＰＨ 冷房能力５７９．０５ｋＷ 暖房能力６１８．７１ｋＷ 標準風量７０，０４０ｍ
３／ｈ 静圧９８０Ｐａ 電動機３７ｋＷ ２，８５０ｋｇ 新晃工業

エアハンドリングユニット ８０ＰＨ　新晃工業 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311020556
エアハンドリングユニット ３ＳＶ 冷房能力１８．３７ｋＷ 暖房能力２０．４６ｋＷ 標準風量２，４７０ｍ３／ｈ 静
圧４９０Ｐａ 電動機０．７５ｋＷ ３５０ｋｇ 新晃工業

エアハンドリングユニット ３ＳＶ　新晃工業 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311020558
エアハンドリングユニット ５ＳＶ 冷房能力３６．０５ｋＷ 暖房能力４１．２８ｋＷ 標準風量４，７３０ｍ３／ｈ 静
圧４９０Ｐａ 電動機１．５ｋＷ ４５０ｋｇ 新晃工業

エアハンドリングユニット ５ＳＶ　新晃工業 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311020560
エアハンドリングユニット １１ＳＶ 冷房能力８１．１７ｋＷ 暖房能力８５．８２ｋＷ 標準風量９，７８０ｍ３／ｈ
静圧４９０Ｐａ 電動機３．７ｋＷ ６５０ｋｇ 新晃工業

エアハンドリングユニット １１ＳＶ　新晃工業 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311020562
エアハンドリングユニット １５ＳＶ 冷房能力１１０．１３ｋＷ 暖房能力１１７．１１ｋＷ 標準風量１３，３００ｍ
３／ｈ 静圧７３５Ｐａ 電動機５．５ｋＷ ９００ｋｇ 新晃工業

エアハンドリングユニット １５ＳＶ　新晃工業 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

エアハンドリングユニット―ブランド品― 5311020564
エアハンドリングユニット ２０ＳＶ 冷房能力１４８．０４ｋＷ 暖房能力１５１．０７ｋＷ 標準風量１７，１００ｍ
３／ｈ 静圧７３５Ｐａ 電動機７．５ｋＷ ９５０ｋｇ 新晃工業

エアハンドリングユニット ２０ＳＶ　新晃工業 基 727 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011262
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＳＺＲＣ５０ＢＦＴ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力０．
９２ｋＷ ダイキン工業

天井カセットパッケージエアコン ＳＺＲＣ５０ＢＦＴ　ダイキン 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011264
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＳＺＲＣ６３ＢＦＴ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．
１８ｋＷ ダイキン工業

天井カセットパッケージエアコン ＳＺＲＣ６３ＢＦＴ　ダイキン 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011266
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＳＺＲＣ８０ＢＦＴ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力１．
７０ｋＷ ダイキン工業

天井カセットパッケージエアコン ＳＺＲＣ８０ＢＦＴ　ダイキン 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011268
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＳＺＲＣ１１２ＢＦ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出力
１．９５ｋＷ ダイキン工業

天井カセットパッケージエアコン ＳＺＲＣ１１２ＢＦ　ダイキン 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機
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パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011270
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＳＺＲＣ１４０ＢＦ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出力
２．４５ｋＷ ダイキン工業

天井カセットパッケージエアコン ＳＺＲＣ１４０ＢＦ　ダイキン 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011272
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＳＺＲＣ１６０ＢＦ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出力
３．０８ｋＷ ダイキン工業

天井カセットパッケージエアコン ＳＺＲＣ１６０ＢＦ　ダイキン 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011692
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＲＵＳＡ０５０３３ＭＵ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力
０．９２ｋＷ 東芝キヤリア

天井カセットパッケージエアコン ＲＵＳＡ０５０３３ＭＵ　東芝 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011694
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＲＵＳＡ０６３３３ＭＵ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力
１．２７ｋＷ 東芝キヤリア

天井カセットパッケージエアコン ＲＵＳＡ０６３３３ＭＵ　東芝 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011696
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＲＵＳＡ０８０３３ＭＵ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力
１．６５ｋＷ 東芝キヤリア

天井カセットパッケージエアコン ＲＵＳＡ０８０３３ＭＵ　東芝 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011698
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＲＵＳＡ１１２３３ＭＵ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機
出力２．１６ｋＷ 東芝キヤリア

天井カセットパッケージエアコン ＲＵＳＡ１１２３３ＭＵ　東芝 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011700
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＲＵＳＡ１４０３３ＭＵ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機
出力３．２１ｋＷ 東芝キヤリア

天井カセットパッケージエアコン ＲＵＳＡ１４０３３ＭＵ　東芝 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011702
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＲＵＳＡ１６０３３ＭＵ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機
出力３．６１ｋＷ 東芝キヤリア

天井カセットパッケージエアコン ＲＵＳＡ１６０３３ＭＵ　東芝 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311010746
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＰＡ－Ｐ５０Ｕ６Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機
出力１．２０ｋＷ パナソニック

天井カセットパッケージエアコン ＰＡ－Ｐ５０Ｕ６Ｈ（Ｚ）Ｂパナ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311010748
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＰＡ－Ｐ６３Ｕ６Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機
出力１．５０ｋＷ パナソニック

天井カセットパッケージエアコン ＰＡ－Ｐ６３Ｕ６Ｈ（Ｚ）Ｂパナ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311010750
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＰＡ－Ｐ８０Ｕ６Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機
出力２．００ｋＷ パナソニック

天井カセットパッケージエアコン ＰＡ－Ｐ８０Ｕ６Ｈ（Ｚ）Ｂパナ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311010752
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＰＡ－Ｐ１１２Ｕ６Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ
圧縮機出力２．５０ｋＷ パナソニック

天井カセットパッケージエアコン ＰＡＰ１１２Ｕ６Ｈ（Ｚ）Ｂパナ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311010754
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＰＡ－Ｐ１４０Ｕ６Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ
圧縮機出力２．８０ｋＷ パナソニック

天井カセットパッケージエアコン ＰＡＰ１４０Ｕ６Ｈ（Ｚ）Ｂパナ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311010756
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＰＡ－Ｐ１６０Ｕ６Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ
圧縮機出力３．００ｋＷ パナソニック

天井カセットパッケージエアコン ＰＡＰ１６０Ｕ６Ｈ（Ｚ）Ｂパナ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311012808
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＲＣＩ－ＧＰ５０ＲＧＨ３ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出
力０．７５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ

天井カセットパッケージエアコン ＲＣＩ－ＧＰ５０ＲＧＨ３　日立 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311012810
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＲＣＩ－ＧＰ６３ＲＧＨ３ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出
力１．０５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ

天井カセットパッケージエアコン ＲＣＩ－ＧＰ６３ＲＧＨ３　日立 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311012812
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＲＣＩ－ＧＰ８０ＲＧＨ３ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出
力１．５５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ

天井カセットパッケージエアコン ＲＣＩ－ＧＰ８０ＲＧＨ３　日立 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311012814
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＲＣＩ－ＧＰ１１２ＲＧＨ３ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧
縮機出力１．９５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ

天井カセットパッケージエアコン ＲＣＩ－ＧＰ１１２ＲＧＨ３日立 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機
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パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311012816
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＲＣＩ－ＧＰ１４０ＲＧＨ３ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧
縮機出力２．７０ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ

天井カセットパッケージエアコン ＲＣＩ－ＧＰ１４０ＲＧＨ３日立 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311012818
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＲＣＩ－ＧＰ１６０ＲＧＨ３ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧
縮機出力３．４５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ

天井カセットパッケージエアコン ＲＣＩ－ＧＰ１６０ＲＧＨ３日立 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014212
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＦＤＴＶ５０５Ｈ５ＳＡ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力
０．９０ｋＷ 三菱重工冷熱

天井カセットパッケージエアコン ＦＤＴＶ５０５Ｈ５ＳＡ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014214
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＦＤＴＶ６３５Ｈ５ＳＡ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力
１．２０ｋＷ 三菱重工冷熱

天井カセットパッケージエアコン ＦＤＴＶ６３５Ｈ５ＳＡ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014216
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＦＤＴＶ８０５Ｈ５ＳＡ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力
１．４０ｋＷ 三菱重工冷熱

天井カセットパッケージエアコン ＦＤＴＶ８０５Ｈ５ＳＡ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014218
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＦＤＴＶ１１２５ＨＡ５ＳＡ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧
縮機出力２．００ｋＷ 三菱重工冷熱

天井カセットパッケージエアコン ＦＤＴＶ１１２５ＨＡ５ＳＡ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014220
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＦＤＴＶ１４０５ＨＡ５ＳＡ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧
縮機出力３．００ｋＷ 三菱重工冷熱

天井カセットパッケージエアコン ＦＤＴＶ１４０５ＨＡ５ＳＡ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014222
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＦＤＴＶ１６０５ＨＡ５ＳＡ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧
縮機出力３．７０ｋＷ 三菱重工冷熱

天井カセットパッケージエアコン ＦＤＴＶ１６０５ＨＡ５ＳＡ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014808
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＰＬＺ－ＥＲＭＰ５０ＥＥＺ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機
出力１．００ｋＷ 三菱電機

天井カセットパッケージエアコン ＰＬＺ－ＥＲＭＰ５０ＥＥＺ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014810
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＰＬＺ－ＥＲＭＰ６３ＥＥＺ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機
出力１．３０ｋＷ 三菱電機

天井カセットパッケージエアコン ＰＬＺ－ＥＲＭＰ６３ＥＥＺ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014812
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＰＬＺ－ＥＲＭＰ８０ＥＥＺ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機
出力１．６０ｋＷ 三菱電機

天井カセットパッケージエアコン ＰＬＺ－ＥＲＭＰ８０ＥＥＺ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014814
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＰＬＺ－ＥＲＭＰ１１２ＥＥＺ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ
圧縮機出力２．１０ｋＷ 三菱電機

天井カセットパッケージエアコン ＰＬＺ－ＥＲＭＰ１１２ＥＥＺ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014816
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＰＬＺ－ＥＲＭＰ１４０ＥＥＺ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ
圧縮機出力２．６０ｋＷ 三菱電機

天井カセットパッケージエアコン ＰＬＺ－ＥＲＭＰ１４０ＥＥＺ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014818
パッケージ型エアコン 天井カセット形 ＰＬＺ－ＥＲＭＰ１６０ＥＥＺ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ
圧縮機出力３．５０ｋＷ 三菱電機

天井カセットパッケージエアコン ＰＬＺ－ＥＲＭＰ１６０ＥＥＺ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011274
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＳＺＲＨ５０ＢＦＴ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力０．９２ｋ
Ｗ ダイキン工業

天井吊形パッケージ型エアコン ＳＺＲＨ５０ＢＦＴ　ダイキン 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011276
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＳＺＲＨ６３ＢＦＴ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．１８ｋ
Ｗ ダイキン工業

天井吊形パッケージ型エアコン ＳＺＲＨ６３ＢＦＴ　ダイキン 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011278
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＳＺＲＨ８０ＢＦＴ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力１．７０ｋ
Ｗ ダイキン工業

天井吊形パッケージ型エアコン ＳＺＲＨ８０ＢＦＴ　ダイキン 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011280
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＳＺＲＨ１１２ＢＦ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出力１．９
５ｋＷ ダイキン工業

天井吊形パッケージ型エアコン ＳＺＲＨ１１２ＢＦ　ダイキン 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機
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パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011282
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＳＺＲＨ１４０ＢＦ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出力２．４
５ｋＷ ダイキン工業

天井吊形パッケージ型エアコン ＳＺＲＨ１４０ＢＦ　ダイキン 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011284
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＳＺＲＨ１６０ＢＦ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出力３．０
８ｋＷ ダイキン工業

天井吊形パッケージ型エアコン ＳＺＲＨ１６０ＢＦ　ダイキン 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011704
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＲＣＳＡ０５０４３ＭＵ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力０．９
２ｋＷ 東芝キヤリア

天井吊形パッケージ型エアコン ＲＣＳＡ０５０４３ＭＵ　東芝 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011706
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＲＣＳＡ０６３４３ＭＵ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．２
７ｋＷ 東芝キヤリア

天井吊形パッケージ型エアコン ＲＣＳＡ０６３４３ＭＵ　東芝 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011708
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＲＣＳＡ０８０４３ＭＵ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力１．６
５ｋＷ 東芝キヤリア

天井吊形パッケージ型エアコン ＲＣＳＡ０８０４３ＭＵ　東芝 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011710
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＲＣＳＡ１１２４３ＭＵ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出力
２．１６ｋＷ 東芝キヤリア

天井吊形パッケージ型エアコン ＲＣＳＡ１１２４３ＭＵ　東芝 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011712
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＲＣＳＡ１４０４３ＭＵ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出力
３．２１ｋＷ 東芝キヤリア

天井吊形パッケージ型エアコン ＲＣＳＡ１４０４３ＭＵ　東芝 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311011714
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＲＣＳＡ１６０４３ＭＵ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出力
３．６１ｋＷ 東芝キヤリア

天井吊形パッケージ型エアコン ＲＣＳＡ１６０４３ＭＵ　東芝 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311010770
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＰＡ－Ｐ５０Ｔ６Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力
１．２０ｋＷ パナソニック

天井吊形パッケージ型エアコン ＰＡ－Ｐ５０Ｔ６Ｈ（Ｚ）Ｂパナ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311010772
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＰＡ－Ｐ６３Ｔ６Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力
１．５０ｋＷ パナソニック

天井吊形パッケージ型エアコン ＰＡ－Ｐ６３Ｔ６Ｈ（Ｚ）Ｂパナ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311010774
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＰＡ－Ｐ８０Ｔ６Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力
２．００ｋＷ パナソニック

天井吊形パッケージ型エアコン ＰＡ－Ｐ８０Ｔ６Ｈ（Ｚ）Ｂパナ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311010776
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＰＡ－Ｐ１１２Ｔ６Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機
出力２．５０ｋＷ パナソニック

天井吊形パッケージ型エアコン ＰＡＰ１１２Ｔ６Ｈ（Ｚ）Ｂパナ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311010778
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＰＡ－Ｐ１４０Ｔ６Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機
出力２．８０ｋＷ パナソニック

天井吊形パッケージ型エアコン ＰＡＰ１４０Ｔ６Ｈ（Ｚ）Ｂパナ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311010780
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＰＡ－Ｐ１６０Ｔ６Ｈ（Ｚ）Ｂ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機
出力３．００ｋＷ パナソニック

天井吊形パッケージ型エアコン ＰＡＰ１６０Ｔ６Ｈ（Ｚ）Ｂパナ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311012820
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＲＰＣ－ＧＰ５０ＲＧＨ３ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力０．
７５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ

天井吊形パッケージ型エアコン ＲＰＣ－ＧＰ５０ＲＧＨ３　日立 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311012822
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＲＰＣ－ＧＰ６３ＲＧＨ３ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．
０５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ

天井吊形パッケージ型エアコン ＲＰＣ－ＧＰ６３ＲＧＨ３　日立 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311012824
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＲＰＣ－ＧＰ８０ＲＧＨ３ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力１．
５５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ

天井吊形パッケージ型エアコン ＲＰＣ－ＧＰ８０ＲＧＨ３　日立 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311012826
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＲＰＣ－ＧＰ１１２ＲＧＨ３ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出
力１．９５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ

天井吊形パッケージ型エアコン ＲＰＣ－ＧＰ１１２ＲＧＨ３日立 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機
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パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311012828
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＲＰＣ－ＧＰ１４０ＲＧＨ３ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出
力２．７０ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ

天井吊形パッケージ型エアコン ＲＰＣ－ＧＰ１４０ＲＧＨ３日立 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311012830
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＲＰＣ－ＧＰ１６０ＲＧＨ３ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出
力３．４５ｋＷ 日立グローバルライフソリューションズ

天井吊形パッケージ型エアコン ＲＰＣ－ＧＰ１６０ＲＧＨ３日立 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014224
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＦＤＥＶ５０５Ｈ５ＳＡ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力０．９
０ｋＷ 三菱重工冷熱

天井吊形パッケージ型エアコン ＦＤＥＶ５０５Ｈ５ＳＡ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014226
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＦＤＥＶ６３５Ｈ５ＳＡ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．２
０ｋＷ 三菱重工冷熱

天井吊形パッケージ型エアコン ＦＤＥＶ６３５Ｈ５ＳＡ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014228
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＦＤＥＶ８０５Ｈ５ＳＡ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力１．４
０ｋＷ 三菱重工冷熱

天井吊形パッケージ型エアコン ＦＤＥＶ８０５Ｈ５ＳＡ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014230
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＦＤＥＶ１１２５ＨＡ５ＳＡ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出
力２．００ｋＷ 三菱重工冷熱

天井吊形パッケージ型エアコン ＦＤＥＶ１１２５ＨＡ５ＳＡ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014232
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＦＤＥＶ１４０５ＨＡ５ＳＡ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出
力３．００ｋＷ 三菱重工冷熱

天井吊形パッケージ型エアコン ＦＤＥＶ１４０５ＨＡ５ＳＡ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014234
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＦＤＥＶ１６０５ＨＡ５ＳＡ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出
力３．７０ｋＷ 三菱重工冷熱

天井吊形パッケージ型エアコン ＦＤＥＶ１６０５ＨＡ５ＳＡ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014820
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＰＣＺ－ＥＲＭＰ５０ＫＺ 冷房能力４．５ｋＷ 暖房能力５．０ｋＷ 圧縮機出力１．
００ｋＷ 三菱電機

天井吊形パッケージ型エアコン ＰＣＺ－ＥＲＭＰ５０ＫＺ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014822
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＰＣＺ－ＥＲＭＰ６３ＫＺ 冷房能力５．６ｋＷ 暖房能力６．３ｋＷ 圧縮機出力１．
３０ｋＷ 三菱電機

天井吊形パッケージ型エアコン ＰＣＺ－ＥＲＭＰ６３ＫＺ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014824
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＰＣＺ－ＥＲＭＰ８０ＫＺ 冷房能力７．１ｋＷ 暖房能力８．０ｋＷ 圧縮機出力１．
６０ｋＷ 三菱電機

天井吊形パッケージ型エアコン ＰＣＺ－ＥＲＭＰ８０ＫＺ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014826
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＰＣＺ－ＥＲＭＰ１１２ＫＺ 冷房能力１０．０ｋＷ 暖房能力１１．２ｋＷ 圧縮機出
力２．１０ｋＷ 三菱電機

天井吊形パッケージ型エアコン ＰＣＺ－ＥＲＭＰ１１２ＫＺ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014828
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＰＣＺ－ＥＲＭＰ１４０ＫＺ 冷房能力１２．５ｋＷ 暖房能力１４．０ｋＷ 圧縮機出
力２．６０ｋＷ 三菱電機

天井吊形パッケージ型エアコン ＰＣＺ－ＥＲＭＰ１４０ＫＺ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

パッケージ型エアコン―ブランド品― 5311014830
パッケージ型エアコン 天井吊形 ＰＣＺ－ＥＲＭＰ１６０ＫＺ 冷房能力１４．０ｋＷ 暖房能力１６．０ｋＷ 圧縮機出
力３．５０ｋＷ 三菱電機

天井吊形パッケージ型エアコン ＰＣＺ－ＥＲＭＰ１６０ＫＺ 台 728 ○ ○ 5311 空気調和機

エアフィルタ―ブランド品― 5313040002
エアフィルタ 自動再生型 ＡＦＣ－３４Ｙ－ⅠＪ 処理風量１８０ｍ３／ｍｉｎ 集じん効率６５％以上 ３５９ｋｇ 忍
足研究所

自動再生型空気清浄装置 ＡＦＣ－３４Ｙ－ＩＪ　忍足 組 728 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアフィルタ―ブランド品― 5313040004
エアフィルタ 自動再生型 ＡＦＣ－５６Ｙ－ⅠＪ 処理風量３３６ｍ３／ｍｉｎ 集じん効率６５％以上 ４５０ｋｇ 忍
足研究所

自動再生型空気清浄装置 ＡＦＣ－５６Ｙ－ＩＪ　忍足 組 728 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアフィルタ―ブランド品― 5313040006
エアフィルタ 自動再生型 ＡＦＣ－６９Ｙ－ⅠＪ 処理風量５２８ｍ３／ｍｉｎ 集じん効率６５％以上 ５１０ｋｇ 忍
足研究所

自動再生型空気清浄装置 ＡＦＣ－６９Ｙ－ＩＪ　忍足 組 728 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアフィルタ―ブランド品― 5313040008
エアフィルタ 自動再生型 ＡＦＣ－８１０Ｙ－ⅠＪ 処理風量７２０ｍ３／ｍｉｎ 集じん効率６５％以上 ５６４ｋｇ
忍足研究所

自動再生型空気清浄装置 ＡＦＣ－８１０Ｙ－ＩＪ　忍足 組 728 ○ ○ 5313 空気浄化装置
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エアカーテン―ブランド品― 5313031003 エアカーテン 産業用 ＡＣ－９１５Ｓ２ 風速８ｍ／Ｓ ファン径１５０ｍｍ 電力１００Ｗ ２５ｋｇ 鎌倉製作所 エアカーテン ＡＣ－９１５Ｓ２　鎌倉製作所 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313031004 エアカーテン 産業用 ＡＣ－９１５　２ 風速１１ｍ／Ｓ ファン径１５０ｍｍ 電力２５０Ｗ ２５ｋｇ 鎌倉製作所 エアカーテン ＡＣ－９１５　２　鎌倉製作所 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313031006 エアカーテン 産業用 ＡＣ－１３２５　２ 風速１１ｍ／Ｓ ファン径２５０ｍｍ 電力５５０Ｗ ７３ｋｇ 鎌倉製作所 エアカーテン ＡＣ－１３２５　２　鎌倉製作所 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313031007
エアカーテン 産業用 ＡＣ－１３３０Ｓ２ 風速１１ｍ／Ｓ ファン径３００ｍｍ 電力１，１００Ｗ １３０ｋｇ 鎌倉製
作所

エアカーテン ＡＣ－１３３０Ｓ２　鎌倉製作所 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313031020
エアカーテン 産業用 ＡＣ－１３３０　２－Ｅ３ 風速１３．５ｍ／Ｓ ファン径３００ｍｍ 電力１，５００Ｗ １４５
ｋｇ 鎌倉製作所

エアカーテン ＡＣ－１３３０　２－Ｅ３　鎌倉 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313032002 エアカーテン 産業用 ＴＦ－２－３ 風速９ｍ／Ｓ 全長１，０００ｍｍ 電力２３０Ｗ ２９．３ｋｇ テラル エアカーテン ＴＦ－２－３　テラル 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313032004 エアカーテン 産業用 ＴＦ－３－３ 風速９ｍ／Ｓ 全長７５０ｍｍ 電力２００Ｗ ２４．５ｋｇ テラル エアカーテン ＴＦ－３－３　テラル 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313032006 エアカーテン 産業用 ＴＦ－４－３ 風速９ｍ／Ｓ 全長１，２００ｍｍ 電力３２０Ｗ ３２ｋｇ テラル エアカーテン ＴＦ－４－３　テラル 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313032008 エアカーテン 産業用 ＴＦ－２Ｈ－３ 風速１２ｍ／Ｓ 全長１，０００ｍｍ 電力７５０Ｗ ４６ｋｇ テラル エアカーテン ＴＦ－２Ｈ－３　テラル 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313032010 エアカーテン 産業用 ＴＦ－３Ｈ－３ 風速１２ｍ／Ｓ 全長７５０ｍｍ 電力５００Ｗ ４０ｋｇ テラル エアカーテン ＴＦ－３Ｈ－３　テラル 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313032012 エアカーテン 産業用 ＴＦ－４Ｈ－３ 風速１２ｍ／Ｓ 全長１，２００ｍｍ 電力１，０００Ｗ ５４ｋｇ テラル エアカーテン ＴＦ－４Ｈ－３　テラル 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313033006
エアカーテン 産業用 ＡＣ－１５４ＭＴＤ 風速１２ｍ／Ｓ ファン径１５０ｍｍ 電力１８０Ｗ ２３ｋｇ 日立産機シス
テム

エアカーテン ＡＣ－１５４ＭＴＤ　日立 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313033008
エアカーテン 産業用 ＡＣ－１５４ＬＴＤ 風速１２ｍ／Ｓ ファン径１５０ｍｍ 電力２２０Ｗ ２７ｋｇ 日立産機シス
テム

エアカーテン ＡＣ－１５４ＬＴＤ　日立 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313033010
エアカーテン 店舗用 ＡＣ－１５６ＭＳＤ 風速８ｍ／Ｓ ファン径１５０ｍｍ 電力１０１Ｗ ２３ｋｇ 日立産機システ
ム

エアカーテン ＡＣ－１５６ＭＳＤ　日立 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313033012
エアカーテン 店舗用 ＡＣ－１５６ＬＳＤ 風速８ｍ／Ｓ ファン径１５０ｍｍ 電力１０５Ｗ ２７ｋｇ 日立産機システ
ム

エアカーテン ＡＣ－１５６ＬＳＤ　日立 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313034002
エアカーテン 店舗用 ＦＹ－２５ＥＳＳ 風速１１．５ｍ／Ｓ ファン径１１７ｍｍ 電力４１Ｗ １１．５ｋｇ パナソ
ニックエコシステムズ

エアカーテン ＦＹ－２５ＥＳＳ　パナエコシス 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313034004
エアカーテン 店舗用 ＦＹ－２５ＥＬＳ 風速１１．５ｍ／Ｓ ファン径１１７ｍｍ 電力５２Ｗ １３．５ｋｇ パナソ
ニックエコシステムズ

エアカーテン ＦＹ－２５ＥＬＳ　パナエコシス 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313034006
エアカーテン 店舗用 ＦＹ－３０ＥＳＳ 風速１３ｍ／Ｓ ファン径１１７ｍｍ 電力６８Ｗ １１．５ｋｇ パナソニック
エコシステムズ

エアカーテン ＦＹ－３０ＥＳＳ　パナエコシス 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置
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エアカーテン―ブランド品― 5313034008
エアカーテン 店舗用 ＦＹ－３０ＥＬＳ 風速１３ｍ／Ｓ ファン径１１７ｍｍ 電力９４Ｗ １３．５ｋｇ パナソニック
エコシステムズ

エアカーテン ＦＹ－３０ＥＬＳ　パナエコシス 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313034010
エアカーテン 業務用 ＦＹ－４０ＥＳＴ 風速１９ｍ／Ｓ ファン径１１７ｍｍ 電力２０８Ｗ １３ｋｇ パナソニックエ
コシステムズ

エアカーテン ＦＹ－４０ＥＳＴ　パナエコシス 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

エアカーテン―ブランド品― 5313034012
エアカーテン 業務用 ＦＹ－４０ＥＬＴ 風速１９ｍ／Ｓ ファン径１１７ｍｍ 電力２８０Ｗ １５ｋｇ パナソニックエ
コシステムズ

エアカーテン ＦＹ－４０ＥＬＴ　パナエコシス 基 729 ○ ○ 5313 空気浄化装置

全熱交換器―ブランド品― 5319022112 全熱交換器 ＦＹ－１５０ＺＤ１０ 風量１５０ｍ３／ｈ 天井埋込 パナソニックエコシステムズ 全熱交換器 ＦＹ－１５０ＺＤ１０　パナエコ 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022114 全熱交換器 ＦＹ－２５０ＺＤ１０ 風量２５０ｍ３／ｈ 天井埋込 パナソニックエコシステムズ 全熱交換器 ＦＹ－２５０ＺＤ１０　パナエコ 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022116 全熱交換器 ＦＹ－３５０ＺＤ１０ 風量３５０ｍ３／ｈ 天井埋込 パナソニックエコシステムズ 全熱交換器 ＦＹ－３５０ＺＤ１０　パナエコ 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022118 全熱交換器 ＦＹ－５００ＺＤ１０ 風量５００ｍ３／ｈ 天井埋込 パナソニックエコシステムズ 全熱交換器 ＦＹ－５００ＺＤ１０　パナエコ 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022120 全熱交換器 ＦＹ－６５０ＺＤ１０ 風量６５０ｍ３／ｈ 天井埋込 パナソニックエコシステムズ 全熱交換器 ＦＹ－６５０ＺＤ１０　パナエコ 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022122 全熱交換器 ＦＹ－８００ＺＤ１０ 風量８００ｍ３／ｈ 天井埋込 パナソニックエコシステムズ 全熱交換器 ＦＹ－８００ＺＤ１０　パナエコ 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022124
全熱交換器 ＦＹ－１５０ＺＢ１０ 風量１５０ｍ３／ｈ 天吊カセット（ＦＹ－ＲＬＰ１５１０含む） パナソニックエ
コシステムズ

全熱交換器 ＦＹ－１５０ＺＢ１０　パナエコ 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022126
全熱交換器 ＦＹ－２５０ＺＢ１０ 風量２５０ｍ３／ｈ 天吊カセット（ＦＹ－ＲＬＰ２５１０含む） パナソニックエ
コシステムズ

全熱交換器 ＦＹ－２５０ＺＢ１０　パナエコ 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022128
全熱交換器 ＦＹ－３５０ＺＢ１０ 風量３５０ｍ３／ｈ 天吊カセット（ＦＹ－ＲＬＰ３５１０含む） パナソニックエ
コシステムズ

全熱交換器 ＦＹ－３５０ＺＢ１０　パナエコ 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022130
全熱交換器 ＦＹ－５００ＺＢ１０ 風量５００ｍ３／ｈ 天吊カセット（ＦＹ－ＲＬＰ５０１０含む） パナソニックエ
コシステムズ

全熱交換器 ＦＹ－５００ＺＢ１０　パナエコ 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022501 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＸＷ 風量１５０ｍ３／ｈ 天井埋込 三菱電機住環境システムズ 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＸＷ　三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022503 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ２５ＲＸＷ 風量２５０ｍ３／ｈ 天井埋込 三菱電機住環境システムズ 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ２５ＲＸＷ　三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022505 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ３５ＲＸＷ 風量３５０ｍ３／ｈ 天井埋込 三菱電機住環境システムズ 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ３５ＲＸＷ　三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022507 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ５０ＲＸＷ 風量５００ｍ３／ｈ 天井埋込 三菱電機住環境システムズ 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ５０ＲＸＷ　三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022509 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ６５ＲＸＷ 風量６５０ｍ３／ｈ 天井埋込 三菱電機住環境システムズ 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ６５ＲＸＷ　三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器
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全熱交換器―ブランド品― 5319022511 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ８０ＲＸＶ 風量８００ｍ３／ｈ 天井埋込 三菱電機住環境システムズ 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ８０ＲＸＶ　三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022582 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ５０ＲＨＷ 風量５００ｍ３／ｈ 天井埋込　耐湿形 三菱電機住環境システムズ 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ５０ＲＨＷ　三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022584 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ１００ＲＨＷ 風量１，０００ｍ３／ｈ 天井埋込　耐湿形 三菱電機住環境システムズ 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ１００ＲＨＷ三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022606 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＫＳ２ 風量１５０ｍ３／ｈ 天井埋込　加湿器付き 三菱電機住環境システムズ 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ１５ＲＫＳ２三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022608 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ２５ＲＫＳ２ 風量２５０ｍ３／ｈ 天井埋込　加湿器付き 三菱電機住環境システムズ 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ２５ＲＫＳ２三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022610 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ３５ＲＫＳ２ 風量３５０ｍ３／ｈ 天井埋込　加湿器付き 三菱電機住環境システムズ 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ３５ＲＫＳ２三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022612 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ５０ＲＫＳ２ 風量５００ｍ３／ｈ 天井埋込　加湿器付き 三菱電機住環境システムズ 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ５０ＲＫＳ２三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022614 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ６５ＲＫＳ２ 風量６５０ｍ３／ｈ 天井埋込　加湿器付き 三菱電機住環境システムズ 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ６５ＲＫＳ２三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022616 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ８０ＲＫＳ２ 風量８００ｍ３／ｈ 天井埋込　加湿器付き 三菱電機住環境システムズ 全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ８０ＲＫＳ２三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022598
全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ１５ＣＳ２ 風量１５０ｍ３／ｈ 天吊カセット（ＰＺ－Ｎ１２５ＳＰ含む） 三菱電機住環境シ
ステムズ

全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ１５ＣＳ２　三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022600
全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ２５ＣＳ２ 風量２５０ｍ３／ｈ 天吊カセット（ＰＺ－Ｎ１２５ＳＰ含む） 三菱電機住環境シ
ステムズ

全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ２５ＣＳ２　三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022602
全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ３５ＣＳ２ 風量３５０ｍ３／ｈ 天吊カセット（ＰＺ－Ｎ３５０ＳＰ含む） 三菱電機住環境シ
ステムズ

全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ３５ＣＳ２　三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319022604
全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ５０ＣＳ２ 風量５００ｍ３／ｈ 天吊カセット（ＰＺ－Ｎ３５０ＳＰ含む） 三菱電機住環境シ
ステムズ

全熱交換器 ＬＧＨ－Ｎ５０ＣＳ２　三菱電機 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319021502
全熱交換器 ＰＡＣ－５００Ｔ 風量５４０～１，１００ｍ３／ｈ 幅８００ｍｍ×高８００ｍｍ×奥行３４０ｍｍ 出力
０．１ｋＷ 西部技研

全熱交換器 ＰＡＣ－５００Ｔ　西部技研 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319021503
全熱交換器 ＰＡＣ－６００Ｔ 風量７９０～１，５８０ｍ３／ｈ 幅９００ｍｍ×高９００ｍｍ×奥行３４０ｍｍ 出力
０．１ｋＷ 西部技研

全熱交換器 ＰＡＣ－６００Ｔ　西部技研 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319021504
全熱交換器 ＰＡＣ－７００Ｔ 風量１，１５０～２，３００ｍ３／ｈ 幅１，０００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×奥行３４
０ｍｍ 出力０．１ｋＷ 西部技研

全熱交換器 ＰＡＣ－７００Ｔ　西部技研 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319021506
全熱交換器 ＰＡＣ－８００Ｔ 風量１，７３０～３，４００ｍ３／ｈ 幅１，１００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×奥行３４
０ｍｍ 出力０．１ｋＷ 西部技研

全熱交換器 ＰＡＣ－８００Ｔ　西部技研 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319021508
全熱交換器 ＰＡＣ－９５０Ｔ 風量２，１００～４，２００ｍ３／ｈ 幅１，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×奥行３４
０ｍｍ 出力０．１ｋＷ 西部技研

全熱交換器 ＰＡＣ－９５０Ｔ　西部技研 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器
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全熱交換器―ブランド品― 5319021509
全熱交換器 ＰＡＣ－１０５０Ｔ 風量２，５４０～５，０８０ｍ３／ｈ 幅１，２００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×奥行３
４０ｍｍ 出力０．１ｋＷ 西部技研

全熱交換器 ＰＡＣ－１０５０Ｔ　西部技研 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319021510
全熱交換器 ＰＡＣ－１１００Ｔ 風量３，０００～６，０００ｍ３／ｈ 幅１，３００ｍｍ×高１，３００ｍｍ×奥行３
４０ｍｍ 出力０．１ｋＷ 西部技研

全熱交換器 ＰＡＣ－１１００Ｔ　西部技研 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319021512
全熱交換器 ＰＡＣ－１２００Ｔ 風量３，４００～６，８００ｍ３／ｈ 幅１，４００ｍｍ×高１，４００ｍｍ×奥行３
４０ｍｍ 出力０．２ｋＷ 西部技研

全熱交換器 ＰＡＣ－１２００Ｔ　西部技研 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319021514
全熱交換器 ＰＡＣ－１３００Ｔ 風量４，３００～８，６００ｍ３／ｈ 幅１，５００ｍｍ×高１，５００ｍｍ×奥行３
４０ｍｍ 出力０．２ｋＷ 西部技研

全熱交換器 ＰＡＣ－１３００Ｔ　西部技研 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319021516
全熱交換器 ＰＡＣ－１５００Ｔ 風量５，７００～１１，４００ｍ３／ｈ 幅１，７００ｍｍ×高１，７００ｍｍ×奥行
３４０ｍｍ 出力０．２ｋＷ 西部技研

全熱交換器 ＰＡＣ－１５００Ｔ　西部技研 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319021518
全熱交換器 ＰＡＣ－１７００Ｔ 風量７，２５０～１４，５００ｍ３／ｈ 幅１，９００ｍｍ×高１，９００ｍｍ×奥行
３４０ｍｍ 出力０．２ｋＷ 西部技研

全熱交換器 ＰＡＣ－１７００Ｔ　西部技研 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319021520
全熱交換器 ＰＡＣ－１９００Ｔ 風量９，０００～１８，０００ｍ３／ｈ 幅２，１００ｍｍ×高２，１００ｍｍ×奥行
３４０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 西部技研

全熱交換器 ＰＡＣ－１９００Ｔ　西部技研 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

全熱交換器―ブランド品― 5319021522
全熱交換器 ＰＡＣ－２１５０Ｔ 風量１１，７００～２３，４００ｍ３／ｈ 幅２，３５０ｍｍ×高２，３５０ｍｍ×奥
行３４０ｍｍ 出力０．４ｋＷ 西部技研

全熱交換器 ＰＡＣ－２１５０Ｔ　西部技研 台 729 ○ ○ 5319 熱交換器

ファンコンベクタ―ブランド品― 5315010508 ファンコンベクタ ＤＦ－２１Ｗ２ 床置 温水用 暖房能力３．３ｋＷ 送風量３３０ｍ３／ｈ ２６ｋｇ 昭和鉄工 ファンコンベクタ　温水用 ＤＦ－２１Ｗ２　床置　昭和鉄工 台 730 ○ ○ 5315 放熱器

ファンコンベクタ―ブランド品― 5315010510 ファンコンベクタ ＤＦ－３１Ｗ２ 床置 温水用 暖房能力４．５４ｋＷ 送風量５１０ｍ３／ｈ ２９ｋｇ 昭和鉄工 ファンコンベクタ　温水用 ＤＦ－３１Ｗ２　床置　昭和鉄工 台 730 ○ ○ 5315 放熱器

ファンコンベクタ―ブランド品― 5315010512 ファンコンベクタ ＤＦ－４１Ｗ２ 床置 温水用 暖房能力６．４ｋＷ 送風量６６０ｍ３／ｈ ３４ｋｇ 昭和鉄工 ファンコンベクタ　温水用 ＤＦ－４１Ｗ２　床置　昭和鉄工 台 730 ○ ○ 5315 放熱器

ファンコンベクタ―ブランド品― 5315011502 ファンコンベクタ ＦＷ－２０ 床置 温水用 暖房能力３．１７ｋＷ 送風量３１０ｍ３／ｈ ２７ｋｇ 新晃工業 ファンコンベクタ　温水用 ＦＷ－２０　床置　新晃工業 台 730 ○ ○ 5315 放熱器

ファンコンベクタ―ブランド品― 5315011504 ファンコンベクタ ＦＷ－３０ 床置 温水用 暖房能力４．５１ｋＷ 送風量４６０ｍ３／ｈ ３１．５ｋｇ 新晃工業 ファンコンベクタ　温水用 ＦＷ－３０　床置　新晃工業 台 730 ○ ○ 5315 放熱器

ファンコンベクタ―ブランド品― 5315011506 ファンコンベクタ ＦＷ－４０ 床置 温水用 暖房能力５．９４ｋＷ 送風量６６０ｍ３／ｈ ３４．５ｋｇ 新晃工業 ファンコンベクタ　温水用 ＦＷ－４０　床置　新晃工業 台 730 ○ ○ 5315 放熱器

ファンコンベクタ―ブランド品― 5315011508 ファンコンベクタ ＦＷ－６０ 床置 温水用 暖房能力８．８９ｋＷ 送風量９７０ｍ３／ｈ ４３．５ｋｇ 新晃工業 ファンコンベクタ　温水用 ＦＷ－６０　床置　新晃工業 台 730 ○ ○ 5315 放熱器

ファンコンベクタ―ブランド品― 5315011510 ファンコンベクタ ＣＷ－２０ 天吊 温水用 暖房能力３．１７ｋＷ 送風量３１０ｍ３／ｈ ２７ｋｇ 新晃工業 ファンコンベクタ　温水用 ＣＷ－２０　天吊　新晃工業 台 730 ○ ○ 5315 放熱器

ファンコンベクタ―ブランド品― 5315011512 ファンコンベクタ ＣＷ－３０ 天吊 温水用 暖房能力４．５１ｋＷ 送風量４６０ｍ３／ｈ ３１．５ｋｇ 新晃工業 ファンコンベクタ　温水用 ＣＷ－３０　天吊　新晃工業 台 730 ○ ○ 5315 放熱器

ファンコンベクタ―ブランド品― 5315011514 ファンコンベクタ ＣＷ－４０ 天吊 温水用 暖房能力５．９４ｋＷ 送風量６６０ｍ３／ｈ ３４．５ｋｇ 新晃工業 ファンコンベクタ　温水用 ＣＷ－４０　天吊　新晃工業 台 730 ○ ○ 5315 放熱器
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ファンコンベクタ―ブランド品― 5315011516 ファンコンベクタ ＣＷ－６０ 天吊 温水用 暖房能力８．８９ｋＷ 送風量９７０ｍ３／ｈ ４３．５ｋｇ 新晃工業 ファンコンベクタ　温水用 ＣＷ－６０　天吊　新晃工業 台 730 ○ ○ 5315 放熱器

ユニットヒータ―ブランド品― 5315031010
ユニットヒータ ＰＳ－２０－２　天吊 蒸気用 暖房能力１２．９９ｋＷ 送風量１，０３５ｍ３／ｈ ２９ｋｇ 新晃工
業

ユニットヒータ ＰＳ－２０－２　天吊　新晃工業 台 730 ○ ○ 5315 放熱器

ユニットヒータ―ブランド品― 5315031012
ユニットヒータ ＰＳ－３０－２　天吊 蒸気用 暖房能力１８．０６ｋＷ 送風量１，５５０ｍ３／ｈ ３６ｋｇ 新晃工
業

ユニットヒータ ＰＳ－３０－２　天吊　新晃工業 台 730 ○ ○ 5315 放熱器

ユニットヒータ―ブランド品― 5315031014 ユニットヒータ ＰＷ－２０－２　天吊 温水用 暖房能力８．０８ｋＷ 送風量１，０３５ｍ３／ｈ ２９ｋｇ 新晃工業 ユニットヒータ ＰＷ－２０－２　天吊　新晃工業 台 730 ○ ○ 5315 放熱器

ユニットヒータ―ブランド品― 5315031016
ユニットヒータ ＰＷ－３０－２　天吊 温水用 暖房能力１１．５２ｋＷ 送風量１，５５０ｍ３／ｈ ３６ｋｇ 新晃工
業

ユニットヒータ ＰＷ－３０－２　天吊　新晃工業 台 730 ○ ○ 5315 放熱器

コンベクタ―ブランド品― 5315021002
コンベクタ ＡＦ－１６０　床置 蒸気用 暖房能力２．７３ｋＷ 幅１６０ｍｍ 長１，０００ｍｍ 高７００ｍｍ 昭和鉄
工

コンベクタ　床置 ＡＦ－１６０　昭和鉄工 台 730 ○ ○ 5315 放熱器

コンベクタ―ブランド品― 5315021004
コンベクタ ＡＦ－２１０　床置 蒸気用 暖房能力３．５３ｋＷ 幅２１０ｍｍ 長１，０００ｍｍ 高７００ｍｍ 昭和鉄
工

コンベクタ　床置 ＡＦ－２１０　昭和鉄工 台 730 ○ ○ 5315 放熱器

送風機―ブランド品― 5317011002 送風機 シロッコファン・片吸込み ＳＦ－３ ５．５ｋＷ ５９～１７０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 足立機工 シロッコファン ＳＦ－３　Ｍ無　足立機工 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011004 送風機 シロッコファン・片吸込み ＳＦ－４ １１ｋＷ １０５～３３０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 足立機工 シロッコファン ＳＦ－４　Ｍ無　足立機工 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011006 送風機 シロッコファン・片吸込み ＳＦ－５ １８．５ｋＷ １６３～５１７ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 足立機工 シロッコファン ＳＦ－５　Ｍ無　足立機工 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011008 送風機 シロッコファン・片吸込み ＳＦ－６ ３０ｋＷ ２３６～７４５ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 足立機工 シロッコファン ＳＦ－６　Ｍ無　足立機工 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011010 送風機 シロッコファン・片吸込み ＳＦ－７ ３７ｋＷ ３２０～１，０１５ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 足立機工 シロッコファン ＳＦ－７　Ｍ無　足立機工 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011150
送風機 シロッコファン・片吸込み ＮＫＳⅡ－ＲＢ　１００　耐蝕性 １．５ｋＷ ８６０Ｐａ ２９ｍ３／ｍｉｎ モー
ターなし 協和化工

シロッコファン ＮＫＳ２ＲＢ　１００　Ｍ無協和 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011152
送風機 シロッコファン・片吸込み ＮＫＳⅡ－ＲＢ　１５０　耐蝕性 ２．２ｋＷ ７００Ｐａ ６２ｍ３／ｍｉｎ モー
ターなし 協和化工

シロッコファン ＮＫＳ２ＲＢ　１５０　Ｍ無協和 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011154
送風機 シロッコファン・片吸込み ＮＫＳⅡ－ＲＢ　２００　耐蝕性 ３．７ｋＷ ８９０Ｐａ ９５ｍ３／ｍｉｎ モー
ターなし 協和化工

シロッコファン ＮＫＳ２ＲＢ　２００　Ｍ無協和 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011128
送風機 シロッコファン・片吸込み Ｓ－ＲＢ　２　１／２　耐蝕性 ３．７ｋＷ ５７０Ｐａ １４０ｍ３／ｍｉｎ モー
ターなし 協和化工

シロッコファン Ｓ－ＲＢ　２．１／２　Ｍ無協和 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011130
送風機 シロッコファン・片吸込み Ｓ－ＲＢ　３　耐蝕性 ３．７ｋＷ ５１０Ｐａ １５０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし
協和化工

シロッコファン Ｓ－ＲＢ　３　Ｍ無　協和 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011132
送風機 シロッコファン・片吸込み Ｓ－ＲＢ　４　耐蝕性 ７．５ｋＷ ５８０Ｐａ ２８０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし
協和化工

シロッコファン Ｓ－ＲＢ　４　Ｍ無　協和 台 731 ○ ○ 5317 送風機

2569 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

送風機―ブランド品― 5317011134
送風機 シロッコファン・片吸込み Ｓ－ＲＢ　５　耐蝕性 １１ｋＷ ６００Ｐａ ４００ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協
和化工

シロッコファン Ｓ－ＲＢ　５　Ｍ無　協和 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011136
送風機 シロッコファン・片吸込み Ｓ－ＲＢ　６　耐蝕性 １５ｋＷ ５８０Ｐａ ５４０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協
和化工

シロッコファン Ｓ－ＲＢ　６　Ｍ無　協和 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011158
送風機 シロッコファン・片吸込み ＮＳＦ－３０２　耐蝕性 ５．５ｋＷ ７００Ｐａ １８０ｍ３／ｍｉｎ モーター付
き セイコー化工機

シロッコファン ＮＳＦ－３０２　Ｍ付　セイコー 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011160
送風機 シロッコファン・片吸込み ＮＳＦ－４０２　耐蝕性 ７．５ｋＷ ７００Ｐａ ２８０ｍ３／ｍｉｎ モーター付
き セイコー化工機

シロッコファン ＮＳＦ－４０２　Ｍ付　セイコー 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011157
送風機 シロッコファン・片吸込み ＳＦ－５０２　耐蝕性 １１ｋＷ ７００Ｐａ ４００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き セ
イコー化工機

シロッコファン ＳＦ－５０２　Ｍ付　セイコー 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011115
送風機 シロッコファン・片吸込み ＣＥＳ－１０１　耐蝕性 ０．４ｋＷ ４５０Ｐａ ２０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き
セイコー化工機

シロッコファン ＣＥＳ－１０１　Ｍ付　セイコー 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011117
送風機 シロッコファン・片吸込み ＣＥＳ－１５１　耐蝕性 ０．７５ｋＷ ４５０Ｐａ ３５ｍ３／ｍｉｎ モーター付
き セイコー化工機

シロッコファン ＣＥＳ－１５１　Ｍ付　セイコー 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011119
送風機 シロッコファン・片吸込み ＣＥＳ－２０１　耐蝕性 １．５ｋＷ ４５０Ｐａ ９０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き
セイコー化工機

シロッコファン ＣＥＳ－２０１　Ｍ付　セイコー 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011162
送風機 シロッコファン・片吸込み ＣＬＦ６－Ｎｏ．２－ＲＳ－Ｄ ０．４ｋＷ ８５０ｒｐｍ ３０ｍ３／ｍｉｎ モー
ター付き テラル

シロッコファン ＣＬＦ６－Ｎｏ．２ＲＳＤテラル 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011170
送風機 シロッコファン・片吸込み ＣＬＦ５－Ｎｏ．３－ＲＳ－Ｄ－ｅ １．５ｋＷ ６３０ｒｐｍ １００ｍ３／ｍｉｎ
モーター付き テラル

シロッコファン ＣＬＦ５Ｎｏ．３ＲＳＤｅテラル 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011172
送風機 シロッコファン・片吸込み ＣＬＦ５－Ｎｏ．４－ＲＳ－Ｄ－ｅ ３．７ｋＷ ５００ｒｐｍ ２００ｍ３／ｍｉｎ
モーター付き テラル

シロッコファン ＣＬＦ５Ｎｏ．４ＲＳＤｅテラル 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011174
送風機 シロッコファン・片吸込み ＣＬＦⅡ－Ｎｏ．５－ＲＳ－Ｄ－ｅ １１ｋＷ ５７５ｒｐｍ ３５０ｍ３／ｍｉｎ
モーター付き テラル

シロッコファン ＣＬＦ２Ｎｏ．５ＲＳＤｅテラル 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011176
送風機 シロッコファン・片吸込み ＣＬＦⅡ－Ｎｏ．７－ＲＳ－Ｄ－ｅ １５ｋＷ ３６０ｒｐｍ ６５０ｍ３／ｍｉｎ
モーター付き テラル

シロッコファン ＣＬＦ２Ｎｏ．７ＲＳＤｅテラル 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011102
送風機 シロッコファン・片吸込み ＮＭ－２ ２．２ｋＷ １，３５０ｒｐｍ ８０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送
風機

シロッコファン ＮＭ－２　Ｍ付　ミツヤ 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011104
送風機 シロッコファン・片吸込み ＭＦ－２　１／２ ３．７ｋＷ １，１００ｒｐｍ １１０ｍ３／ｍｉｎ モーター付
き ミツヤ送風機

シロッコファン ＭＦ－２．１／２　Ｍ付　ミツヤ 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011106
送風機 シロッコファン・片吸込み ＭＦ－３ ３．７ｋＷ ９００ｒｐｍ １５０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風
機

シロッコファン ＭＦ－３　Ｍ付　ミツヤ 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011108
送風機 シロッコファン・片吸込み ＭＦ－４ ５．５ｋＷ ６３０ｒｐｍ ２５０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風
機

シロッコファン ＭＦ－４　Ｍ付　ミツヤ 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011110
送風機 シロッコファン・片吸込み ＭＦ－４　１／２ ５．５ｋＷ ４８０ｒｐｍ ３００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミ
ツヤ送風機

シロッコファン ＭＦ－４．１／２　Ｍ付　ミツヤ 台 731 ○ ○ 5317 送風機
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送風機―ブランド品― 5317011112
送風機 シロッコファン・片吸込み ＭＦ－５ ７．５ｋＷ ５００ｒｐｍ ４００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風
機

シロッコファン ＭＦ－５　Ｍ付　ミツヤ 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317011114 送風機 シロッコファン・片吸込み ＭＦ－６ １１ｋＷ ３５０ｒｐｍ ７００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機 シロッコファン ＭＦ－６　Ｍ付　ミツヤ 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317015039
送風機 ターボファン ＦＴＦ－１５３　耐蝕性 １．５ｋＷ×２Ｐ ２，０００Ｐａ ２２ｍ３／ｍｉｎ モーター付き セ
イコー化工機

ターボファン ＦＴＦ－１５３　Ｍ付　セイコー 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317015040
送風機 ターボファン ＦＴＦ－２０３　耐蝕性 ３．７ｋＷ×２Ｐ ２，０００Ｐａ ４０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き セ
イコー化工機

ターボファン ＦＴＦ－２０３　Ｍ付　セイコー 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317015041
送風機 ターボファン ＦＴＦ－２５３　耐蝕性 ５．５ｋＷ×４Ｐ ２，０００Ｐａ ７０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き セ
イコー化工機

ターボファン ＦＴＦ－２５３　Ｍ付　セイコー 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317015042
送風機 ターボファン ＦＴＦ－３０３　耐蝕性 ５．５ｋＷ×４Ｐ ２，０００Ｐａ １００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き
セイコー化工機

ターボファン ＦＴＦ－３０３　Ｍ付　セイコー 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317015043
送風機 ターボファン ＦＴＦ－４０３　耐蝕性 ７．５ｋＷ×４Ｐ ２，０００Ｐａ １４０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き
セイコー化工機

ターボファン ＦＴＦ－４０３　Ｍ付　セイコー 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317015024 送風機 ターボファン Ｔ－ＲＢ２　耐蝕性 １．５ｋＷ ６６０Ｐａ ３５ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工 ターボファン Ｔ－ＲＢ２　Ｍ無　協和 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317015026 送風機 ターボファン Ｔ－ＲＢ３　耐蝕性 ３．７ｋＷ ８７０Ｐａ ８０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工 ターボファン Ｔ－ＲＢ３　Ｍ無　協和 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317015028 送風機 ターボファン Ｔ－ＲＢ４　耐蝕性 ５．５ｋＷ １，４００Ｐａ １１０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工 ターボファン Ｔ－ＲＢ４　Ｍ無　協和 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317015030 送風機 ターボファン Ｔ－ＲＢ５　耐蝕性 ７．５ｋＷ １，２４０Ｐａ １８０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工 ターボファン Ｔ－ＲＢ５　Ｍ無　協和 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317015032 送風機 ターボファン ＲＦＴ－ＲＢ２　耐蝕性 ３．７ｋＷ １，９００Ｐａ ６７ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工 ターボファン ＲＦＴ－ＲＢ２　Ｍ無　協和 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317015034
送風機 ターボファン ＲＦＴ－ＲＢ３　耐蝕性 ５．５ｋＷ ２，０００Ｐａ １０８ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化
工

ターボファン ＲＦＴ－ＲＢ３　Ｍ無　協和 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317015036 送風機 ターボファン ＲＦＴ－ＲＢ４　耐蝕性 １１ｋＷ ２，１００Ｐａ １９０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 協和化工 ターボファン ＲＦＴ－ＲＢ４　Ｍ無　協和 台 731 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317017076
送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＦ－２ １．５ｋＷ ２，８００ｒｐｍ ５０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 足
立機工

リミットロードファン ＬＦ－２　Ｍ無　足立機工 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317017078
送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＦ－３ ５．５ｋＷ ２，１００ｒｐｍ １２０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし
足立機工

リミットロードファン ＬＦ－３　Ｍ無　足立機工 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317017080
送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＦ－４ ７．５ｋＷ １，６００ｒｐｍ ２００ｍ３／ｍｉｎ モーターなし
足立機工

リミットロードファン ＬＦ－４　Ｍ無　足立機工 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317017082
送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＦ－５ １１ｋＷ １，３００ｒｐｍ ３２０ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 足
立機工

リミットロードファン ＬＦ－５　Ｍ無　足立機工 台 732 ○ ○ 5317 送風機
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送風機―ブランド品― 5317017084
送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＦ－６ １５ｋＷ ９５０ｒｐｍ ５００ｍ３／ｍｉｎ モーターなし 足立機
工

リミットロードファン ＬＦ－６　Ｍ無　足立機工 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317017014
送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＡＦ－２　ＳＩ形 １．５ｋＷ ３，０００ｒｐｍ ４０ｍ３／ｍｉｎ モー
ターなし タニヤマ

リミットロードファン ＬＡＦ－２　Ｍ無　タニヤマ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317017016
送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＡＦ－３　ＳＩ形 ３．７ｋＷ ２，３００ｒｐｍ １１０ｍ３／ｍｉｎ
モーターなし タニヤマ

リミットロードファン ＬＡＦ－３　Ｍ無　タニヤマ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317017018
送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＡＦ－４　ＳＩ形 ７．５ｋＷ １，７５０ｒｐｍ ２００ｍ３／ｍｉｎ
モーターなし タニヤマ

リミットロードファン ＬＡＦ－４　Ｍ無　タニヤマ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317017020
送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＡＦ－５　ＳＩ形 １１ｋＷ １，５００ｒｐｍ ３５０ｍ３／ｍｉｎ モー
ターなし タニヤマ

リミットロードファン ＬＡＦ－５　Ｍ無　タニヤマ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317017022
送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＡＦ－６　ＳＩ形 １５ｋＷ １，２２０ｒｐｍ ５００ｍ３／ｍｉｎ モー
ターなし タニヤマ

リミットロードファン ＬＡＦ－６　Ｍ無　タニヤマ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317017066
送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＬ－２ １．５ｋＷ ２，５００ｒｐｍ ４０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミ
ツヤ送風機

リミットロードファン ＬＬ－２　Ｍ付　ミツヤ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317017068
送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＬ－３ ２．２ｋＷ １，５００ｒｐｍ １１０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き
ミツヤ送風機

リミットロードファン ＬＬ－３　Ｍ付　ミツヤ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317017070
送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＬ－４ ５．５ｋＷ １，４００ｒｐｍ １８０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き
ミツヤ送風機

リミットロードファン ＬＬ－４　Ｍ付　ミツヤ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317017072
送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＬ－６ １５ｋＷ ９００ｒｐｍ ５００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ
送風機

リミットロードファン ＬＬ－６　Ｍ付　ミツヤ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317017074
送風機 リミットロードファン・片吸込み ＬＬ－８ １８．５ｋＷ ７００ｒｐｍ ７００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミ
ツヤ送風機

リミットロードファン ＬＬ－８　Ｍ付　ミツヤ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317013090 送風機 軸流ファン ＡＥＳⅡ－５０－ｅ ０．７５ｋＷ １０８ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル 軸流ファン ＡＥＳ２－５０－ｅ　Ｍ付テラル 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317013092 送風機 軸流ファン ＡＥＳⅡ－８０－ｅ ５．５ｋＷ ３５０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル 軸流ファン ＡＥＳ２－８０－ｅ　Ｍ付テラル 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317013094 送風機 軸流ファン ＡＥＳⅡ－１００－ｅ ７．５ｋＷ ５００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル 軸流ファン ＡＥＳ２－１００ｅ　Ｍ付テラル 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317013048 送風機 軸流ファン ＡＦ－４０Ｓ－１ ０．４ｋＷ ４５ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル 軸流ファン ＡＦ－４０Ｓ－１　Ｍ付　テラル 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317013096 送風機 軸流ファン ＡＦ－５５Ｓ－１－Ｅ ０．７５ｋＷ ９５ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル 軸流ファン ＡＦ－５５Ｓ－１Ｅ　Ｍ付テラル 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317013078
送風機 軸流ファン ＡＰ＃５００－１　５０Ｈｚ ０．７５ｋＷ １２０ｒｐｍ １００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き　直
動式 ミツヤ送風機

軸流ファン　５０Ｈｚ ＡＰ＃５００－１　Ｍ付　ミツヤ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317013080
送風機 軸流ファン ＡＰ＃６３０－１　５０Ｈｚ ２．２ｋＷ ２００ｒｐｍ ２００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き　直動
式 ミツヤ送風機

軸流ファン　５０Ｈｚ ＡＰ＃６３０－１　Ｍ付　ミツヤ 台 732 ○ ○ 5317 送風機
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送風機―ブランド品― 5317013082
送風機 軸流ファン ＡＰ＃７１０－１　５０Ｈｚ ３．７ｋＷ ２００ｒｐｍ ３００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き　直動
式 ミツヤ送風機

軸流ファン　５０Ｈｚ ＡＰ＃７１０－１　Ｍ付　ミツヤ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317013084
送風機 軸流ファン ＡＰ＃８００－１　５０Ｈｚ ５．５ｋＷ ２２０ｒｐｍ ４５０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き　直動
式 ミツヤ送風機

軸流ファン　５０Ｈｚ ＡＰ＃８００－１　Ｍ付　ミツヤ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317013086
送風機 軸流ファン ＡＰ＃９００－１　５０Ｈｚ １１ｋＷ ３００ｒｐｍ ６４０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き　直動式
ミツヤ送風機

軸流ファン　５０Ｈｚ ＡＰ＃９００－１　Ｍ付　ミツヤ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317013088
送風機 軸流ファン ＡＰ＃１０００－１　５０Ｈｚ １８．５ｋＷ ３００ｒｐｍ ９００ｍ３／ｍｉｎ モーター付き
直動式 ミツヤ送風機

軸流ファン　５０Ｈｚ ＡＰ＃１０００－１　Ｍ付ミツヤ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317012002 送風機 斜流ファン ＡＬＦ－Ｎｏ．２－５０８Ｓ ０．０８ｋＷ ４９Ｐａ １９ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル 斜流ファン ＡＬＦ－Ｎｏ２－５０８Ｓテラル 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317012004 送風機 斜流ファン ＡＬＦ－Ｎｏ．３－５２８Ｓ ０．２８ｋＷ ５９Ｐａ ５５ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラル 斜流ファン ＡＬＦ－Ｎｏ３－５２８Ｓテラル 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317012010 送風機 斜流ファン ＳＡ＃２５０－１ ０．０６ｋＷ ７８．５Ｐａ １４ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機 斜流ファン ＳＡ＃２５０－１　Ｍ付　ミツヤ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317012012 送風機 斜流ファン ＳＡ＃３１５－１ ０．２５ｋＷ ９８．１Ｐａ ２０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機 斜流ファン ＳＡ＃３１５－１　Ｍ付　ミツヤ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317012014
送風機 斜流ファン ＦＹ－２８ＤＳＭ２ ０．０２ｋＷ ２０．４ｍ３／ｍｉｎ モーター付き パナソニックエコシステ
ムズ

斜流ファン ＦＹ－２８ＤＳＭ２　Ｍ付　パナ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317012016
送風機 斜流ファン ＦＹ－３５ＤＳＭ２ ０．０６ｋＷ ３５．９ｍ３／ｍｉｎ モーター付き パナソニックエコシステ
ムズ

斜流ファン ＦＹ－３５ＤＳＭ２　Ｍ付　パナ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317012018 送風機 斜流ファン ＦＹ－４０ＤＳＨ２ ０．３ｋＷ ６６ｍ３／ｍｉｎ モーター付き パナソニックエコシステムズ 斜流ファン ＦＹ－４０ＤＳＨ２　Ｍ付　パナ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317014006
送風機 消音ボックス形 ＣＬＦ６－Ｕ－Ｎｏ．１－ＲＳ ０．２ｋＷ １４０Ｐａ １２ｍ３／ｍｉｎ モーター付き テラ
ル

消音ボックス形 ＣＬＦ６ＵＮｏ．１－ＲＳテラル 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317014010
送風機 消音ボックス形 ＣＬＦ６－Ｕ－Ｎｏ．２－ＲＳ－ｅ ０．７５ｋＷ １４０Ｐａ ４５ｍ３／ｍｉｎ モーター付
き テラル

消音ボックス形 ＣＬＦ６ＵＮｏ．２－ＲＳ－ｅ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317016002 送風機 排煙機 ＭＦＥ＃３－４Ｍ ３．７ｋＷ ５００Ｐａ １５０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機 排煙機 ＭＦＥ＃３－４Ｍ　Ｍ付　ミツヤ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

送風機―ブランド品― 5317016004 送風機 排煙機 ＭＦＥ＃４－４Ｍ ５．５ｋＷ ４００Ｐａ ２６０ｍ３／ｍｉｎ モーター付き ミツヤ送風機 排煙機 ＭＦＥ＃４－４Ｍ　Ｍ付　ミツヤ 台 732 ○ ○ 5317 送風機

ベンチレータ―ブランド品― 5505018004 ベンチレータ 屋上換気扇 ＶＳ－５００ ５０Ｈｚ ファン径５０ｃｍ 出力４００Ｗ 風量１０５ｍ３／ｍｉｎ 葵精工 屋上換気扇　５０Ｈｚ ＶＳ－５００　葵精工 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505018006 ベンチレータ 屋上換気扇 ＶＳ－６００ ５０Ｈｚ ファン径６０ｃｍ 出力７５０Ｗ 風量１６０ｍ３／ｍｉｎ 葵精工 屋上換気扇　５０Ｈｚ ＶＳ－６００　葵精工 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505018008
ベンチレータ 屋上換気扇 ＶＳ－７５０ ５０Ｈｚ ファン径７５ｃｍ 出力１，５００Ｗ 風量２７８ｍ３／ｍｉｎ 葵精
工

屋上換気扇　５０Ｈｚ ＶＳ－７５０　葵精工 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター
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ベンチレータ―ブランド品― 5505018010
ベンチレータ 屋上換気扇 ＶＳ－８００ ５０Ｈｚ ファン径８０ｃｍ 出力２，２００Ｗ 風量３２０ｍ３／ｍｉｎ 葵精
工

屋上換気扇　５０Ｈｚ ＶＳ－８００　葵精工 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505018012
ベンチレータ 屋上換気扇 ＶＳ－９００Ｂ ５０Ｈｚ ファン径９０ｃｍ 出力２，２００Ｗ 風量３９２ｍ３／ｍｉｎ 葵
精工

屋上換気扇　５０Ｈｚ ＶＳ－９００Ｂ　葵精工 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505018014
ベンチレータ 屋上換気扇 ＶＳ－１０００Ａ ５０Ｈｚ ファン径１００ｃｍ 出力５，５００Ｗ 風量６７２ｍ３／ｍｉ
ｎ 葵精工

屋上換気扇　５０Ｈｚ ＶＳ－１０００Ａ　葵精工 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012002 ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－１２Ｈ ５０Ｈｚ ファン径３０ｃｍ 出力６０Ｗ 風量２７ｍ３／ｍｉｎ 鎌倉製作所 ルーフファン　５０Ｈｚ ＲＦ－１２Ｈ　鎌倉 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012004
ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－１６Ｈ ５０Ｈｚ ファン径４０ｃｍ 出力２５０Ｗ 風量６３ｍ３／ｍｉｎ 鎌倉製作
所

ルーフファン　５０Ｈｚ ＲＦ－１６Ｈ　鎌倉 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012006
ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－１６ＨＳ ５０Ｈｚ ファン径４０ｃｍ 出力１００Ｗ 風量４０ｍ３／ｍｉｎ 鎌倉製
作所

ルーフファン　５０Ｈｚ ＲＦ－１６ＨＳ　鎌倉 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012008
ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－２０Ｈ ５０Ｈｚ ファン径５０ｃｍ 出力４００Ｗ 風量１１１ｍ３／ｍｉｎ 鎌倉製
作所

ルーフファン　５０Ｈｚ ＲＦ－２０Ｈ　鎌倉 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012022
ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－２４Ｈ－Ｅ３ ５０Ｈｚ ファン径６０ｃｍ 出力７５０Ｗ 風量１６３ｍ３／ｍｉｎ
鎌倉製作所

ルーフファン　５０Ｈｚ ＲＦ－２４Ｈ－Ｅ３　鎌倉 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012012
ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－２４ＨＳ ５０Ｈｚ ファン径６０ｃｍ 出力４００Ｗ 風量１２３ｍ３／ｍｉｎ 鎌倉
製作所

ルーフファン　５０Ｈｚ ＲＦ－２４ＨＳ　鎌倉 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012024
ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－３０Ｈ－Ｅ３ ５０Ｈｚ ファン径７５ｃｍ 出力１，５００Ｗ 風量２９４ｍ３／ｍ
ｉｎ 鎌倉製作所

ルーフファン　５０Ｈｚ ＲＦ－３０Ｈ－Ｅ３　鎌倉 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012026
ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－３６Ｈ－Ｅ３ ５０Ｈｚ ファン径９０ｃｍ 出力２，２００Ｗ 風量４０７ｍ３／ｍ
ｉｎ 鎌倉製作所

ルーフファン　５０Ｈｚ ＲＦ－３６Ｈ－Ｅ３　鎌倉 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012018
ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－４２Ｈ ５０Ｈｚ ファン径１０５ｃｍ 出力２，２００Ｗ 風量５００ｍ３／ｍｉｎ
鎌倉製作所

ルーフファン　５０Ｈｚ ＲＦ－４２Ｈ　鎌倉 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012020
ベンチレータ ルーフファン ＲＦ－４８Ｈ ５０Ｈｚ ファン径１２０ｃｍ 出力３，７００Ｗ 風量６９０ｍ３／ｍｉｎ
鎌倉製作所

ルーフファン　５０Ｈｚ ＲＦ－４８Ｈ　鎌倉 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012530
ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－３０ ５０Ｈｚ ファン径３０ｃｍ 出力５０Ｗ 風量３０ｍ３／ｍｉｎ
スカイベンツ

ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ ＭＢ－３０　スカイベンツ 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012532
ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－４０ ５０Ｈｚ ファン径４０ｃｍ 出力２００Ｗ 風量６８ｍ３／ｍｉ
ｎ スカイベンツ

ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ ＭＢ－４０　スカイベンツ 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012534
ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－５０ ５０Ｈｚ ファン径５０ｃｍ 出力４００Ｗ 風量１０３ｍ３／ｍ
ｉｎ スカイベンツ

ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ ＭＢ－５０　スカイベンツ 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012536
ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－６０ ５０Ｈｚ ファン径６０ｃｍ 出力７５０Ｗ 風量１５７ｍ３／ｍ
ｉｎ スカイベンツ

ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ ＭＢ－６０　スカイベンツ 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012538
ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－７５ ５０Ｈｚ ファン径７５ｃｍ 出力１，５００Ｗ 風量３２５ｍ３
／ｍｉｎ スカイベンツ

ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ ＭＢ－７５　スカイベンツ 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター
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ベンチレータ―ブランド品― 5505012544
ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－９０ ５０Ｈｚ ファン径９０ｃｍ 出力２，２００Ｗ 風量４５０ｍ３
／ｍｉｎ スカイベンツ

ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ ＭＢ－９０　スカイベンツ 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012540
ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－９０Ｌ ５０Ｈｚ ファン径９０ｃｍ 出力１，５００Ｗ 風量３８０ｍ
３／ｍｉｎ スカイベンツ

ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ ＭＢ－９０Ｌ　スカイベンツ 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012542
ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－１０５ ５０Ｈｚ ファン径１０５ｃｍ 出力２，２００Ｗ 風量５７０
ｍ３／ｍｉｎ スカイベンツ

ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ ＭＢ－１０５　スカイベンツ 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505012543
ベンチレータ ベンチレーター （袴付き） ＭＢ－１２０ ５０Ｈｚ ファン径１２０ｃｍ 出力３，７００Ｗ 風量５９０
ｍ３／ｍｉｎ スカイベンツ

ベンチレーター袴付き　５０Ｈｚ ＭＢ－１２０　スカイベンツ 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505018502
ベンチレータ 屋上換気扇 （標準形） ＲＶ－１２Ｓ ５０Ｈｚ ファン径３０ｃｍ 出力５０Ｗ 風量２６ｍ３／ｍｉｎ
テラル

屋上換気扇　５０Ｈｚ ＲＶ－１２Ｓ　標準形　テラル 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505018504
ベンチレータ 屋上換気扇 （標準形） ＲＶ－２０Ｓ２ ５０Ｈｚ ファン径５０ｃｍ 出力４００Ｗ 風量１１０ｍ３／ｍ
ｉｎ テラル

屋上換気扇　５０Ｈｚ ＲＶ－２０Ｓ２　標準形　テラル 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505018506
ベンチレータ 屋上換気扇 （標準形） ＲＶ－３０Ｓ ５０Ｈｚ ファン径７５ｃｍ 出力１，５００Ｗ 風量３１０ｍ３／
ｍｉｎ テラル

屋上換気扇　５０Ｈｚ ＲＶ－３０Ｓ　標準形　テラル 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505018508
ベンチレータ 屋上換気扇 （低速静音形） ６ＲＶ－１６Ｓ ５０Ｈｚ ファン径４０ｃｍ 出力１００Ｗ 風量４２ｍ３／
ｍｉｎ テラル

屋上換気扇　５０Ｈｚ ６ＲＶ１６Ｓ　低速静音形テラル 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505018512
ベンチレータ 屋上換気扇 （低速静音形） ８ＲＶ－３０Ｓ ５０Ｈｚ ファン径７５ｃｍ 出力７５０Ｗ 風量２２０ｍ３
／ｍｉｎ テラル

屋上換気扇　５０Ｈｚ ８ＲＶ３０Ｓ　低速静音形テラル 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505018514
ベンチレータ 屋上換気扇 （低速静音形） ８ＲＶ－３６Ｓ ５０Ｈｚ ファン径９０ｃｍ 出力１，５００Ｗ 風量３８０
ｍ３／ｍｉｎ テラル

屋上換気扇　５０Ｈｚ ８ＲＶ３６Ｓ　低速静音形テラル 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505014002
ベンチレータ スイデンアロールーフ （袴別） ＳＲＦ－Ｒ４０Ｆ ６０Ｈｚ ファン径４０ｃｍ 出力２００Ｗ 風量６９
ｍ３／ｍｉｎ スイデン

スイデンアロールーフ　６０Ｈｚ ＳＲＦ－Ｒ４０Ｆ　袴別スイデン 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505014004
ベンチレータ スイデンアロールーフ （袴別） ＳＲＦ－ＮＲ５０Ｆ ６０Ｈｚ ファン径５０ｃｍ 出力４００Ｗ 風量９
５ｍ３／ｍｉｎ スイデン

スイデンアロールーフ　６０Ｈｚ ＳＲＦ－ＮＲ５０Ｆ袴別スイデン 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505014012
ベンチレータ スイデンアロールーフ （袴別） ＳＲＦ－ＴＲ６０Ｆ ６０Ｈｚ ファン径６０ｃｍ 出力７５０Ｗ 風量１
５５ｍ３／ｍｉｎ スイデン

スイデンアロールーフ　６０Ｈｚ ＳＲＦ－ＴＲ６０Ｆ袴別スイデン 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505014014
ベンチレータ スイデンアロールーフ （袴別） ＳＲＦ－ＴＲ７５Ｆ ６０Ｈｚ ファン径７３．５ｃｍ 出力１，５００
Ｗ 風量２５１ｍ３／ｍｉｎ スイデン

スイデンアロールーフ　６０Ｈｚ ＳＲＦ－ＴＲ７５Ｆ袴別スイデン 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505014016
ベンチレータ スイデンアロールーフ （袴別） ＳＲＦ－ＴＲ９０Ｆ ６０Ｈｚ ファン径８９ｃｍ 出力２，２００Ｗ 風
量３８８ｍ３／ｍｉｎ スイデン

スイデンアロールーフ　６０Ｈｚ ＳＲＦ－ＴＲ９０Ｆ袴別スイデン 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505017008
ベンチレータ 屋上換気型 ＦＹ－６０ＳＱＥ－Ｃ ６０Ｈｚ ファン径６０ｃｍ 出力７５０Ｗ 風量１９０ｍ３／ｍｉｎ
パナソニックエコシステムズ

屋上換気型　６０Ｈｚ ＦＹ－６０ＳＱＥ－Ｃ　パナ 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

ベンチレータ―ブランド品― 5505017010
ベンチレータ 屋上換気型 ＦＹ－７５ＳＱＥ－Ｃ ６０Ｈｚ ファン径７５ｃｍ 出力１，５００Ｗ 風量３２０ｍ３／ｍ
ｉｎ パナソニックエコシステムズ

屋上換気型　６０Ｈｚ ＦＹ－７５ＳＱＥ－Ｃ　パナ 台 733 ○ ○ 5505 ベンチレーター

換気扇 3409010250 換気扇 住宅用換気扇 台所用 （一般形） 連動式　排気 羽根径２００ｍｍ 住宅用換気扇　台所用　一般形 連動式　排気　羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット
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換気扇 3409010251 換気扇 住宅用換気扇 台所用 （一般形） 連動式　排気 羽根径２５０ｍｍ 住宅用換気扇　台所用　一般形 連動式　排気　羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010252 換気扇 住宅用換気扇 台所用 （一般形） 連動式　排気 羽根径３００ｍｍ 住宅用換気扇　台所用　一般形 連動式　排気　羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010273 換気扇 住宅用換気扇 台所用 （一般形） 電気式　排気 羽根径２００ｍｍ 住宅用換気扇　台所用　一般形 電気式　排気　羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010274 換気扇 住宅用換気扇 台所用 （一般形） 電気式　排気 羽根径２５０ｍｍ 住宅用換気扇　台所用　一般形 電気式　排気　羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010275 換気扇 住宅用換気扇 台所用 （一般形） 電気式　排気 羽根径３００ｍｍ 住宅用換気扇　台所用　一般形 電気式　排気　羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010256 換気扇 住宅用換気扇 台所用 （不燃形） 連動式　排気 羽根径２００ｍｍ 住宅用換気扇　台所用　不燃形 連動式　排気　羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010257 換気扇 住宅用換気扇 台所用 （不燃形） 連動式　排気 羽根径２５０ｍｍ 住宅用換気扇　台所用　不燃形 連動式　排気　羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010276 換気扇 住宅用換気扇 台所用 （不燃形） 連動式　排気 羽根径３００ｍｍ 住宅用換気扇　台所用　不燃形 連動式　排気　羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010277 換気扇 住宅用換気扇 台所用 （不燃形） 電気式　排気 羽根径２００ｍｍ 住宅用換気扇　台所用　不燃形 電気式　排気　羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010278 換気扇 住宅用換気扇 台所用 （不燃形） 電気式　排気 羽根径２５０ｍｍ 住宅用換気扇　台所用　不燃形 電気式　排気　羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010279 換気扇 住宅用換気扇 台所用 （不燃形） 電気式　排気 羽根径３００ｍｍ 住宅用換気扇　台所用　不燃形 電気式　排気　羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010461 換気扇 住宅用換気扇 居間用 （格子形） 連動式　排気 羽根径２００ｍｍ 住宅用換気扇　居間用　格子形 連動式　排気　羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010462 換気扇 住宅用換気扇 居間用 （格子形） 連動式　排気 羽根径２５０ｍｍ 住宅用換気扇　居間用　格子形 連動式　排気　羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010463 換気扇 住宅用換気扇 居間用 （格子形） 連動式　排気 羽根径３００ｍｍ 住宅用換気扇　居間用　格子形 連動式　排気　羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010467 換気扇 住宅用換気扇 居間用 （格子形） 電気式　排気 羽根径２００ｍｍ 住宅用換気扇　居間用　格子形 電気式　排気　羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010468 換気扇 住宅用換気扇 居間用 （格子形） 電気式　排気 羽根径２５０ｍｍ 住宅用換気扇　居間用　格子形 電気式　排気　羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010469 換気扇 住宅用換気扇 居間用 （格子形） 電気式　排気 羽根径３００ｍｍ 住宅用換気扇　居間用　格子形 電気式　排気　羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010516 換気扇 住宅用換気扇 居間用 （一般形） 連動式　給排兼用 羽根径２００ｍｍ 住宅用換気扇　居間用　一般形 連動式　給排兼用　径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット
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換気扇 3409010518 換気扇 住宅用換気扇 居間用 （一般形） 連動式　給排兼用 羽根径２５０ｍｍ 住宅用換気扇　居間用　一般形 連動式　給排兼用　径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010520 換気扇 住宅用換気扇 居間用 （一般形） 連動式　給排兼用 羽根径３００ｍｍ 住宅用換気扇　居間用　一般形 連動式　給排兼用　径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010509
換気扇 住宅用換気扇 浴室・トイレ用 パイプファン（丸型グリル） 静圧０Ｐａ／風量６０／７０ｍ３／ｈ程度（５０
／６０Ｈｚ） 接合口径１００ｍｍ

住宅用換気扇　浴室・トイレ用 パイプファン丸型グリル径１００ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010510
換気扇 住宅用換気扇 浴室・トイレ用 パイプファン（角型グリル） 静圧０Ｐａ／風量６０ｍ３／ｈ程度 接合口径１０
０ｍｍ

住宅用換気扇　浴室・トイレ用 パイプファン角型グリル径１００ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010511
換気扇 住宅用換気扇 浴室・トイレ用 天井埋込形ファン（樹脂製） 静圧０Ｐａ／風量５０ｍ３／ｈ程度 接合口径１０
０ｍｍ

住宅用換気扇　浴室・トイレ用 天井埋込形５０ｍ３／ｈ径１００ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010512
換気扇 住宅用換気扇 浴室・トイレ用 天井埋込形ファン（樹脂製） 静圧０Ｐａ／風量８５ｍ３／ｈ程度 接合口径１０
０ｍｍ

住宅用換気扇　浴室・トイレ用 天井埋込形８５ｍ３／ｈ径１００ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409011401 換気扇 産業用換気扇 （工場・倉庫） 有圧 単相１００Ｖ（４Ｐ） 羽根径２００ｍｍ 産業用換気扇　有圧 単相１００Ｖ　羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409011402 換気扇 産業用換気扇 （工場・倉庫） 有圧 単相１００Ｖ（４Ｐ） 羽根径２５０ｍｍ 産業用換気扇　有圧 単相１００Ｖ　羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409011403 換気扇 産業用換気扇 （工場・倉庫） 有圧 単相１００Ｖ（４Ｐ） 羽根径３００ｍｍ 産業用換気扇　有圧 単相１００Ｖ　羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409011455 換気扇 産業用換気扇 （工場・倉庫） 有圧 三相２００Ｖ（４Ｐ） 羽根径３５０ｍｍ 産業用換気扇　有圧 三相２００Ｖ　羽根径３５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409011404 換気扇 産業用換気扇 （工場・倉庫） 有圧 三相２００Ｖ（６Ｐ） 羽根径４００ｍｍ 産業用換気扇　有圧 三相２００Ｖ　羽根径４００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409011405 換気扇 産業用換気扇 （工場・倉庫） 有圧 三相２００Ｖ（６Ｐ） 羽根径５００ｍｍ 産業用換気扇　有圧 三相２００Ｖ　羽根径５００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020220 換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー 鋼板製 適合羽根径２００ｍｍ 換気扇用ウェザカバー　住宅用 鋼板製　羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020225 換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー 鋼板製 適合羽根径２５０ｍｍ 換気扇用ウェザカバー　住宅用 鋼板製　羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020230 換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー 鋼板製 適合羽根径３００ｍｍ 換気扇用ウェザカバー　住宅用 鋼板製　羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020241 換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー ステンレス製 適合羽根径２００ｍｍ 換気扇用ウェザカバー　住宅用 ステンレス製　羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020242 換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー ステンレス製 適合羽根径２５０ｍｍ 換気扇用ウェザカバー　住宅用 ステンレス製　羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020243 換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー ステンレス製 適合羽根径３００ｍｍ 換気扇用ウェザカバー　住宅用 ステンレス製　羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット
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換気扇用部材 3409021201 換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー用防虫網 ステンレス製 適合羽根径２００ｍｍ 換気扇ウェザカバー防虫網住宅用 ステンレス製　羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021202 換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー用防虫網 ステンレス製 適合羽根径２５０ｍｍ 換気扇ウェザカバー防虫網住宅用 ステンレス製　羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021203 換気扇用部材 住宅用換気扇用 ウェザカバー用防虫網 ステンレス製 適合羽根径３００ｍｍ 換気扇ウェザカバー防虫網住宅用 ステンレス製　羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020405 換気扇用部材 住宅用換気扇用 取付用木枠 適合羽根径２００ｍｍ 換気扇取付用木枠　住宅用 羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020410 換気扇用部材 住宅用換気扇用 取付用木枠 適合羽根径２５０ｍｍ 換気扇取付用木枠　住宅用 羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020415 換気扇用部材 住宅用換気扇用 取付用木枠 適合羽根径３００ｍｍ 換気扇取付用木枠　住宅用 羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021001 換気扇用部材 住宅用換気扇用 取付用不燃枠 適合羽根径２００ｍｍ 換気扇取付用不燃枠　住宅用 羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021002 換気扇用部材 住宅用換気扇用 取付用不燃枠 適合羽根径２５０ｍｍ 換気扇取付用不燃枠　住宅用 羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021003 換気扇用部材 住宅用換気扇用 取付用不燃枠 適合羽根径３００ｍｍ 換気扇取付用不燃枠　住宅用 羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021402 換気扇用部材 住宅用換気扇用 絶縁枠 樹脂製 適合羽根径２００ｍｍ 換気扇用絶縁枠　住宅用 樹脂製　羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021404 換気扇用部材 住宅用換気扇用 絶縁枠 樹脂製 適合羽根径２５０ｍｍ 換気扇用絶縁枠　住宅用 樹脂製　羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021406 換気扇用部材 住宅用換気扇用 絶縁枠 樹脂製 適合羽根径３００ｍｍ 換気扇用絶縁枠　住宅用 樹脂製　羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020822 換気扇用部材 ベンドキャップ ベンドキャップ （薄型　横ガラリ） アルミ製 接合径１００ｍｍ 換気扇用ベンドキャップ アルミ製　径１００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020824 換気扇用部材 ベンドキャップ ベンドキャップ （薄型　横ガラリ） アルミ製 接合径１５０ｍｍ 換気扇用ベンドキャップ アルミ製　径１５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020826 換気扇用部材 ベンドキャップ ベンドキャップ （薄型　横ガラリ） アルミ製 接合径２００ｍｍ 換気扇用ベンドキャップ アルミ製　径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020828 換気扇用部材 ベンドキャップ ベンドキャップ （薄型　横ガラリ） ステンレス製 接合径１００ｍｍ 換気扇用ベンドキャップ ステンレス製　径１００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020830 換気扇用部材 ベンドキャップ ベンドキャップ （薄型　横ガラリ） ステンレス製 接合径１５０ｍｍ 換気扇用ベンドキャップ ステンレス製　径１５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020832 換気扇用部材 ベンドキャップ ベンドキャップ （薄型　横ガラリ） ステンレス製 接合径２００ｍｍ 換気扇用ベンドキャップ ステンレス製　径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット
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換気扇用部材 3409021602 換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） アルミ製 接合径１００ｍｍ 換気扇用丸型フード アルミ製　径１００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021604 換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） アルミ製 接合径１５０ｍｍ 換気扇用丸型フード アルミ製　径１５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021606 換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） アルミ製 接合径２００ｍｍ 換気扇用丸型フード アルミ製　径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021608 換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） ステンレス製 接合径１００ｍｍ 換気扇用丸型フード ステンレス製　径１００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021610 換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） ステンレス製 接合径１５０ｍｍ 換気扇用丸型フード ステンレス製　径１５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021612 換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） ステンレス製 接合径２００ｍｍ 換気扇用丸型フード ステンレス製　径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021802 換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） アルミ製 接合径１００ｍｍ 換気扇用深型フード アルミ製　径１００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021804 換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） アルミ製 接合径１５０ｍｍ 換気扇用深型フード アルミ製　径１５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021806 換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） アルミ製 接合径２００ｍｍ 換気扇用深型フード アルミ製　径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021808 換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） ステンレス製 接合径１００ｍｍ 換気扇用深型フード ステンレス製　径１００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021810 換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） ステンレス製 接合径１５０ｍｍ 換気扇用深型フード ステンレス製　径１５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021812 換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） ステンレス製 接合径２００ｍｍ 換気扇用深型フード ステンレス製　径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021614 換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） アルミ製　ＦＤ付き 接合径１００ｍｍ 換気扇用丸型フード アルミ製　ＦＤ　径１００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021616 換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） アルミ製　ＦＤ付き 接合径１５０ｍｍ 換気扇用丸型フード アルミ製　ＦＤ　径１５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021618 換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） アルミ製　ＦＤ付き 接合径２００ｍｍ 換気扇用丸型フード アルミ製　ＦＤ　径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021620 換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） ステンレス製　ＦＤ付き 接合径１００ｍｍ 換気扇用丸型フード ステンレス製ＦＤ径１００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021622 換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） ステンレス製　ＦＤ付き 接合径１５０ｍｍ 換気扇用丸型フード ステンレス製ＦＤ径１５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021624 換気扇用部材 ベンドキャップ 丸型フード （横ガラリ付き） ステンレス製　ＦＤ付き 接合径２００ｍｍ 換気扇用丸型フード ステンレス製ＦＤ径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

2579 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

換気扇用部材 3409021814 換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） アルミ製　ＦＤ付き 接合径１００ｍｍ 換気扇用深型フード アルミ製　ＦＤ　径１００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021816 換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） アルミ製　ＦＤ付き 接合径１５０ｍｍ 換気扇用深型フード アルミ製　ＦＤ　径１５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021818 換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） アルミ製　ＦＤ付き 接合径２００ｍｍ 換気扇用深型フード アルミ製　ＦＤ　径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021820 換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） ステンレス製　ＦＤ付き 接合径１００ｍｍ 換気扇用深型フード ステンレス製ＦＤ径１００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021822 換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） ステンレス製　ＦＤ付き 接合径１５０ｍｍ 換気扇用深型フード ステンレス製ＦＤ径１５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409021824 換気扇用部材 ベンドキャップ 深型フード （横ガラリ付き） ステンレス製　ＦＤ付き 接合径２００ｍｍ 換気扇用深型フード ステンレス製ＦＤ径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020258 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） 鋼板製 適合羽根径２００ｍｍ 換気扇ウェザカバー防虫網産業用 鋼板製　羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020259 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） 鋼板製 適合羽根径２５０ｍｍ 換気扇ウェザカバー防虫網産業用 鋼板製　羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020260 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） 鋼板製 適合羽根径３００ｍｍ 換気扇ウェザカバー防虫網産業用 鋼板製　羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020261 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） 鋼板製 適合羽根径３５０ｍｍ 換気扇ウェザカバー防虫網産業用 鋼板製　羽根径３５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020262 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） 鋼板製 適合羽根径４００ｍｍ 換気扇ウェザカバー防虫網産業用 鋼板製　羽根径４００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020263 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） 鋼板製 適合羽根径５００ｍｍ 換気扇ウェザカバー防虫網産業用 鋼板製　羽根径５００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020264 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） ステンレス製 適合羽根径２００ｍｍ 換気扇ウェザカバー防虫網産業用 ステンレス製　羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020265 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） ステンレス製 適合羽根径２５０ｍｍ 換気扇ウェザカバー防虫網産業用 ステンレス製　羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020266 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） ステンレス製 適合羽根径３００ｍｍ 換気扇ウェザカバー防虫網産業用 ステンレス製　羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020267 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） ステンレス製 適合羽根径３５０ｍｍ 換気扇ウェザカバー防虫網産業用 ステンレス製　羽根径３５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020268 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） ステンレス製 適合羽根径４００ｍｍ 換気扇ウェザカバー防虫網産業用 ステンレス製　羽根径４００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020269 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） ウェザカバー （防虫網付き） ステンレス製 適合羽根径５００ｍｍ 換気扇ウェザカバー防虫網産業用 ステンレス製　羽根径５００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット
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換気扇用部材 3409020420 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） 取付用木枠 適合羽根径２００ｍｍ 換気扇用取付用木枠　産業用 羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020425 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） 取付用木枠 適合羽根径２５０ｍｍ 換気扇用取付用木枠　産業用 羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020430 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） 取付用木枠 適合羽根径３００ｍｍ 換気扇用取付用木枠　産業用 羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020435 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） 取付用木枠 適合羽根径３５０ｍｍ 換気扇用取付用木枠　産業用 羽根径３５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020440 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） 取付用木枠 適合羽根径４００ｍｍ 換気扇用取付用木枠　産業用 羽根径４００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409020445 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） 取付用木枠 適合羽根径５００ｍｍ 換気扇用取付用木枠　産業用 羽根径５００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022002 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 風圧式 適合羽根径２００ｍｍ 換気扇用シャッター　産業用 風圧式　羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022004 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 風圧式 適合羽根径２５０ｍｍ 換気扇用シャッター　産業用 風圧式　羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022006 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 風圧式 適合羽根径３００ｍｍ 換気扇用シャッター　産業用 風圧式　羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022008 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 風圧式 適合羽根径３５０ｍｍ 換気扇用シャッター　産業用 風圧式　羽根径３５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022010 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 風圧式 適合羽根径４００ｍｍ 換気扇用シャッター　産業用 風圧式　羽根径４００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022012 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 風圧式 適合羽根径５００ｍｍ 換気扇用シャッター　産業用 風圧式　羽根径５００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022014 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 電動式 適合羽根径２００ｍｍ 換気扇用シャッター　産業用 電動式　羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022016 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 電動式 適合羽根径２５０ｍｍ 換気扇用シャッター　産業用 電動式　羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022018 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 電動式 適合羽根径３００ｍｍ 換気扇用シャッター　産業用 電動式　羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022020 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 電動式 適合羽根径３５０ｍｍ 換気扇用シャッター　産業用 電動式　羽根径３５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022022 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 電動式 適合羽根径４００ｍｍ 換気扇用シャッター　産業用 電動式　羽根径４００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022024 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） シャッター （鋼板製） 電動式 適合羽根径５００ｍｍ 換気扇用シャッター　産業用 電動式　羽根径５００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット
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換気扇用部材 3409022202 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） バックガード （鉄線製） 適合羽根径２００ｍｍ 換気扇用バックガード　産業用 羽根径２００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022204 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） バックガード （鉄線製） 適合羽根径２５０ｍｍ 換気扇用バックガード　産業用 羽根径２５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022206 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） バックガード （鉄線製） 適合羽根径３００ｍｍ 換気扇用バックガード　産業用 羽根径３００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022208 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） バックガード （鉄線製） 適合羽根径３５０ｍｍ 換気扇用バックガード　産業用 羽根径３５０ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022210 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） バックガード （鉄線製） 適合羽根径４００ｍｍ 換気扇用バックガード　産業用 羽根径４００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇用部材 3409022212 換気扇用部材 産業用換気扇用 （工場・倉庫） バックガード （鉄線製） 適合羽根径５００ｍｍ 換気扇用バックガード　産業用 羽根径５００ｍｍ 台 734 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041004 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径１００ｍｍ×厚０．５ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径１００ｍｍ　Ｔ０．５　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041006 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径１２５ｍｍ×厚０．５ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径１２５ｍｍ　Ｔ０．５　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041008 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径１５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径１５０ｍｍ　Ｔ０．５　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041010 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径１７５ｍｍ×厚０．５ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径１７５ｍｍ　Ｔ０．５　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041012 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径２００ｍｍ×厚０．５ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径２００ｍｍ　Ｔ０．５　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041014 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径２２５ｍｍ　Ｔ０．６　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041016 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径２５０ｍｍ　Ｔ０．６　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041018 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径２７５ｍｍ　Ｔ０．６　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041020 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径３００ｍｍ　Ｔ０．６　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041022 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径３２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径３２５ｍｍ　Ｔ０．６　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041024 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径３５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径３５０ｍｍ　Ｔ０．６　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041026 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径３７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径３７５ｍｍ　Ｔ０．６　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041028 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径４００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径４００ｍｍ　Ｔ０．６　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041030 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径４５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径４５０ｍｍ　Ｔ０．６　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041032 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径５００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径５００ｍｍ　Ｔ０．６　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041034 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径５５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径５５０ｍｍ　Ｔ０．６　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041036 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径６００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径６００ｍｍ　Ｔ０．６　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041038 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径６５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径６５０ｍｍ　Ｔ０．８　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041040 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径７００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径７００ｍｍ　Ｔ０．８　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041042 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径７５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径７５０ｍｍ　Ｔ０．８　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041044 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径８００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径８００ｍｍ　Ｔ０．８　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041046 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径８５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径８５０ｍｍ　Ｔ１　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041048 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径９００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径９００ｍｍ　Ｔ１　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041050 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径９５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径９５０ｍｍ　Ｔ１　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041052 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径１，０００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径１０００ｍｍ　Ｔ１　Ｌ４ｍ ｍ 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043004 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043006 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043008 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径１５０ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043010 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径１７５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043012 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径２００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043014 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043016 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043018 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043020 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043022 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043024 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043026 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043028 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043030 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043032 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径５００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043034 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径５５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043036 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径６００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043038 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043040 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径７００ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043042 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径７５０ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043044 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径８００ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043046 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径８５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043048 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径９００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径９００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043050 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径９５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径９５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501043052 スパイラルダクト（亜鉛引き） 差し込み継手 口径１，０００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト差込継手 径１０００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044004 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044006 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044008 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径１５０ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044010 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径１７５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044012 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径２００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044014 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044016 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044018 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044020 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044022 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044024 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044026 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044028 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044030 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044032 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径５００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044034 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径５５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044036 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径６００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044038 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044040 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径７００ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044042 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径７５０ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044044 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径８００ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044046 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径８５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044048 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径９００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径９００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044050 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径９５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径９５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044052 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　９０° 口径１，０００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ９０度　径１０００　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044056 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044058 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044060 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径１５０ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044062 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径１７５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044064 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径２００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044066 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044068 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044070 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044072 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044074 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044076 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044078 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044080 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044082 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044084 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径５００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044086 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径５５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044088 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径６００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044090 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044092 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径７００ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044094 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径７５０ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044096 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径８００ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044098 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径８５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044100 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径９００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径９００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044102 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径９５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径９５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044104 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１Ｒ　４５° 口径１，０００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド１Ｒ ４５度　径１０００　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044108 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044110 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044112 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径１５０ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044114 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径１７５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044116 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径２００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044118 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044120 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044122 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044124 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044126 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044128 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044130 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044132 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044134 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044136 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径５００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044138 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径５５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044140 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径６００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044142 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径６５０ｍｍ　Ｔ１．０ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044144 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径７００ｍｍ　Ｔ１．０ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044146 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径７５０ｍｍ　Ｔ１．０ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044148 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径８００ｍｍ　Ｔ１．０ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044150 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径８５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044152 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径９００ｍｍ×厚１．２ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径９００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044154 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径９５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径９５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044156 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　９０° 口径１，０００ｍｍ×厚１．２ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ９０度　径１０００　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044160 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044162 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044164 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径１５０ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044166 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径１７５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044168 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径２００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044170 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044172 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044174 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044176 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044178 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044180 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044182 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044184 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044186 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044188 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径５００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044190 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径５５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044192 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径６００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044194 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044196 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径７００ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044198 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径７５０ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044200 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径８００ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044202 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径８５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044204 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径９００ｍｍ×厚１．２ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径９００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044206 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径９５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径９５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044208 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド１．５Ｒ　４５° 口径１，０００ｍｍ×厚１．２ｍｍ スパイラルダクトベンド１．５Ｒ ４５度　径１０００　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044212 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044214 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044216 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径１５０ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044218 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径１７５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044220 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径２００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044222 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044224 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044226 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044228 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044230 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044232 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044234 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044236 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044238 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044240 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径５００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044242 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径５５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044244 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径６００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044246 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044248 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径７００ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044250 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径７５０ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044252 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径８００ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044254 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径８５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044256 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径９００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径９００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044258 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径９５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径９５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044260 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　９０° 口径１，０００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ９０度　径１０００　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044264 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044266 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044268 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径１５０ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044270 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径１７５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044272 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径２００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044274 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044276 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044278 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044280 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044282 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044284 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044286 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044288 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044290 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044292 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径５００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044294 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径５５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044296 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径６００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044298 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044300 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径７００ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044302 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径７５０ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044304 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径８００ｍｍ　Ｔ１ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044306 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径８５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044308 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径９００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径９００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044310 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径９５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径９５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501044312 スパイラルダクト（亜鉛引き） ベンド２Ｒ　４５° 口径１，０００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクトベンド２Ｒ ４５度　径１０００　Ｔ１．２ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045004 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径１００ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径１００×１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045056 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径１２５ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径１２５×１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045006 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径１２５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径１２５×１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045106 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径１５０ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径１５０×１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045058 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径１５０ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径１５０×１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045008 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径１５０ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径１５０×１５０ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045154 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径１７５ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径１７５×１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045108 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径１７５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径１７５×１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045060 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径１７５ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径１７５×１５０ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045010 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径１７５ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径１７５×１７５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045200 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２００ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２００×１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045156 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２００ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２００×１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045110 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２００ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２００×１５０ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045062 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２００ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２００×１７５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045012 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２００ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２００×２００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045242 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２２５ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２２５×１００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045202 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２２５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２２５×１２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045158 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２２５ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２２５×１５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045112 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２２５ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２２５×１７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045064 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２２５ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２２５×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045014 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２２５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２２５×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045282 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２５０ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２５０×１００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045244 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２５０ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２５０×１２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045204 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２５０ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２５０×１５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045160 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２５０ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２５０×１７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045114 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２５０ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２５０×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045066 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２５０ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２５０×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045016 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２５０ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２５０×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045307 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２７５ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２７５×１００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045284 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２７５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２７５×１２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045246 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２７５ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２７５×１５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045206 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２７５ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２７５×１７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045162 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２７５ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２７５×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045116 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２７５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２７５×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045068 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２７５ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２７５×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045018 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径２７５ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径２７５×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045308 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３００ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３００×１００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045309 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３００ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３００×１２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045286 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３００ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３００×１５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045248 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３００ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３００×１７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045208 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３００ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３００×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045164 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３００ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３００×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045118 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３００ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３００×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045070 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３００ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３００×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045020 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３００ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３００×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045250 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３２５ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３２５×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045210 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３２５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３２５×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045166 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３２５ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３２５×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045120 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３２５ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３２５×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045072 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３２５ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３２５×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045022 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３２５ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３２５×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045290 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３５０ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３５０×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045252 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３５０ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３５０×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045212 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３５０ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３５０×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045168 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３５０ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３５０×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045122 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３５０ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３５０×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045074 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３５０ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３５０×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045024 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３５０ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３５０×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045254 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３７５ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３７５×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045214 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３７５ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３７５×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045170 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３７５ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３７５×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045124 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３７５ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３７５×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045076 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３７５ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３７５×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045026 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径３７５ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径３７５×３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045294 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４００ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径４００×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045256 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４００ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径４００×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045216 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４００ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径４００×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045172 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４００ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径４００×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045126 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４００ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径４００×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045078 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４００ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径４００×３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045028 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４００ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径４００×４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046004 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径１００ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径１００×１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046056 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径１２５ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径１２５×１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046006 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径１２５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径１２５×１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046106 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径１５０ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径１５０×１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046058 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径１５０ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径１５０×１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046008 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径１５０ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径１５０×１５０ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046154 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径１７５ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径１７５×１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046108 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径１７５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径１７５×１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046060 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径１７５ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径１７５×１５０ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046010 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径１７５ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径１７５×１７５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046200 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２００ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２００×１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046156 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２００ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２００×１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046110 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２００ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２００×１５０ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046062 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２００ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２００×１７５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046012 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２００ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２００×２００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046242 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２２５ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２２５×１００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046202 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２２５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２２５×１２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046158 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２２５ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２２５×１５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046112 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２２５ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２２５×１７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046064 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２２５ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２２５×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046014 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２２５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２２５×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046282 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２５０ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２５０×１００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046244 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２５０ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２５０×１２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046204 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２５０ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２５０×１５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046160 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２５０ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２５０×１７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046114 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２５０ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２５０×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046066 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２５０ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２５０×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046016 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２５０ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２５０×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046307 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２７５ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２７５×１００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046284 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２７５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２７５×１２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046246 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２７５ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２７５×１５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046206 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２７５ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２７５×１７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046162 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２７５ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２７５×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046116 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２７５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２７５×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046068 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２７５ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２７５×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046018 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径２７５ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径２７５×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046308 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３００×１００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046309 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３００×１２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046286 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３００×１５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046248 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３００×１７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046208 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３００×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046164 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３００×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046118 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３００×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046070 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３００×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046020 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３００ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３００×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046250 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３２５ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３２５×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046210 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３２５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３２５×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046166 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３２５ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３２５×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046120 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３２５ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３２５×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046072 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３２５ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３２５×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046022 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３２５ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３２５×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046290 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３５０ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３５０×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046252 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３５０ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３５０×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046212 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３５０ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３５０×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046168 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３５０ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３５０×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046122 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３５０ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３５０×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046074 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３５０ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３５０×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046024 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３５０ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３５０×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046254 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３７５ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３７５×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046214 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３７５ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３７５×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046170 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３７５ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３７５×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046124 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３７５ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３７５×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046076 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３７５ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３７５×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046026 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径３７５ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径３７５×３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046294 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径４００ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径４００×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046256 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径４００ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径４００×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046216 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径４００ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径４００×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046172 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径４００ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径４００×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046126 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径４００ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径４００×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046078 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径４００ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径４００×３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046028 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径４００ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径４００×４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047004 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径１２５ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径１２５×１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047054 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径１５０ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径１５０×１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047006 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径１５０ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径１５０×１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047102 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径１７５ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径１７５×１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047056 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径１７５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径１７５×１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047008 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径１７５ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径１７５×１５０ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047148 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２００ｍｍ×口径１００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２００×１００ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047104 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２００ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２００×１２５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047058 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２００ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２００×１５０ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047010 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２００ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２００×１７５ｍｍ　Ｔ０．６ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047150 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２２５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２２５×１２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047106 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２２５ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２２５×１５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047060 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２２５ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２２５×１７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047012 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２２５ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２２５×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047192 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２５０ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２５０×１２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047152 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２５０ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２５０×１５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047108 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２５０ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２５０×１７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047062 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２５０ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２５０×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047014 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２５０ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２５０×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047232 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２７５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２７５×１２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047194 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２７５ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２７５×１５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047154 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２７５ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２７５×１７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047110 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２７５ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２７５×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047064 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２７５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２７５×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047016 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径２７５ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径２７５×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047234 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３００ｍｍ×口径１５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３００×１５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047196 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３００ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３００×１７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047156 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３００ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３００×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047112 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３００ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３００×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047066 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３００ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３００×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

2602 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047018 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３００ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３００×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047236 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３２５ｍｍ×口径１７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３２５×１７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047198 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３２５ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３２５×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047158 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３２５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３２５×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047114 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３２５ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３２５×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047068 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３２５ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３２５×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047020 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３２５ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３２５×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047238 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３５０ｍｍ×口径２００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３５０×２００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047200 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３５０ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３５０×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047160 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３５０ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３５０×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047116 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３５０ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３５０×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047070 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３５０ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３５０×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047022 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３５０ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３５０×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047240 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３７５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３７５×２２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047202 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３７５ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３７５×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047162 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３７５ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３７５×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047118 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３７５ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３７５×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047072 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３７５ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３７５×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047024 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径３７５ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径３７５×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047242 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４００ｍｍ×口径２５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径４００×２５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047204 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４００ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径４００×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047164 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４００ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径４００×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047120 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４００ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径４００×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047074 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４００ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径４００×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047026 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４００ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径４００×３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 735 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045258 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４５０ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径４５０×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045218 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４５０ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径４５０×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045174 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４５０ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径４５０×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045128 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４５０ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径４５０×３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045080 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４５０ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径４５０×４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045030 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径４５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径４５０×４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045298 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５００ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径５００×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045260 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５００ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径５００×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045220 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５００ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径５００×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045176 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５００ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径５００×３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045130 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５００ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径５００×４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045082 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５００ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径５００×４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045032 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５００ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径５００×５００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045262 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５５０ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径５５０×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045222 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５５０ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径５５０×３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045178 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５５０ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径５５０×４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045132 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径５５０×４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045084 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５５０ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径５５０×５００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045034 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径５５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径５５０×５５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045224 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径６００ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径６００×４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045180 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径６００ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径６００×４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045134 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径６００ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径６００×５００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045086 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径６００ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径６００×５５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045036 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径６００ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径６００×６００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045226 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径６５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径６５０×４５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045182 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径６５０ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径６５０×５００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045136 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径６５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径６５０×５５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045088 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径６５０ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径６５０×６００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045038 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径６５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径６５０×６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045228 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径７００ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径７００×５００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045184 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径７００ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径７００×５５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045138 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径７００ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径７００×６００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045090 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径７００ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径７００×６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045040 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径７００ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径７００×７００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045230 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径７５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径７５０×５５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045186 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径７５０ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径７５０×６００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045140 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径７５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径７５０×６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045092 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径７５０ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径７５０×７００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045042 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径７５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径７５０×７５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045232 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径８００ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径８００×６００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045188 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径８００ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径８００×６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045142 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径８００ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径８００×７００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045094 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径８００ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径８００×７５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045044 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径８００ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径８００×８００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045234 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径８５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径８５０×６５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045190 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径８５０ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径８５０×７００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045144 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径８５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径８５０×７５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045096 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径８５０ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径８５０×８００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045046 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径８５０ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径８５０×８５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045236 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径９００ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径９００×７００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045192 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径９００ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径９００×７５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045146 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径９００ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径９００×８００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045098 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径９００ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径９００×８５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045048 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径９００ｍｍ×口径９００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径９００×９００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045238 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径９５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径９５０×７５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045194 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径９５０ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径９５０×８００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045148 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径９５０ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径９５０×８５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045100 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径９５０ｍｍ×口径９００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径９５０×９００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045050 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径９５０ｍｍ×口径９５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径９５０×９５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045240 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径１，０００ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径１０００×８００　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045196 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径１，０００ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径１０００×８５０　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045150 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径１，０００ｍｍ×口径９００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径１０００×９００　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045102 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径１，０００ｍｍ×口径９５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径１０００×９５０　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501045052 スパイラルダクト（亜鉛引き） Ｔ管 口径１，０００ｍｍ×口径１，０００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　Ｔ管 径１０００×１０００　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046258 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径４５０ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径４５０×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046218 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径４５０ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径４５０×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046174 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径４５０ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径４５０×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046128 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径４５０ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径４５０×３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046080 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径４５０ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径４５０×４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046030 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径４５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径４５０×４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046298 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径５００ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径５００×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046260 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径５００ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径５００×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046220 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径５００ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径５００×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046176 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径５００ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径５００×３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046130 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径５００ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径５００×４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046082 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径５００ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径５００×４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046032 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径５００ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径５００×５００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046262 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径５５０ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径５５０×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046222 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径５５０ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径５５０×３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046178 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径５５０ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径５５０×４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046132 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径５５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径５５０×４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046084 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径５５０ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径５５０×５００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046034 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径５５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径５５０×５５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046224 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径６００ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径６００×４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046180 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径６００ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径６００×４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046134 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径６００ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径６００×５００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046086 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径６００ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径６００×５５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046036 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径６００ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径６００×６００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046226 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径６５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径６５０×４５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046182 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径６５０ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径６５０×５００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046136 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径６５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径６５０×５５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046088 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径６５０ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径６５０×６００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046038 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径６５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径６５０×６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046228 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径７００ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径７００×５００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046184 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径７００ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径７００×５５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046138 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径７００ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径７００×６００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046090 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径７００ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径７００×６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046040 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径７００ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径７００×７００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046230 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径７５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径７５０×５５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046186 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径７５０ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径７５０×６００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046140 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径７５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径７５０×６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

2609 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046092 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径７５０ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径７５０×７００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046042 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径７５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径７５０×７５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046232 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径８００ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径８００×６００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046188 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径８００ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径８００×６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046142 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径８００ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径８００×７００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046094 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径８００ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径８００×７５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046044 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径８００ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径８００×８００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046234 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径８５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径８５０×６５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046190 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径８５０ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径８５０×７００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046144 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径８５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径８５０×７５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046096 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径８５０ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径８５０×８００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046046 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径８５０ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径８５０×８５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046236 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径９００ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径９００×７００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046192 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径９００ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径９００×７５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046146 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径９００ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径９００×８００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046098 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径９００ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径９００×８５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046048 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径９００ｍｍ×口径９００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径９００×９００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046238 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径９５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径９５０×７５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046194 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径９５０ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径９５０×８００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046148 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径９５０ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径９５０×８５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046100 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径９５０ｍｍ×口径９００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径９５０×９００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046050 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径９５０ｍｍ×口径９５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径９５０×９５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046240 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径１，０００ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径１０００×８００　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046196 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径１，０００ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径１０００×８５０　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046150 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径１，０００ｍｍ×口径９００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径１０００×９００　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046102 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径１，０００ｍｍ×口径９５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径１０００×９５０　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501046052 スパイラルダクト（亜鉛引き） ４５°Ｙ管 口径１，０００ｍｍ×口径１，０００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛スパイラルダクト４５度Ｙ管 径１０００×１０００　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047244 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４５０ｍｍ×口径２７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径４５０×２７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047206 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４５０ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径４５０×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047166 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４５０ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径４５０×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047122 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４５０ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径４５０×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047076 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４５０ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径４５０×３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047028 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径４５０ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径４５０×４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047246 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５００ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径５００×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047208 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５００ｍｍ×口径３２５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径５００×３２５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047168 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５００ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径５００×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047124 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５００ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径５００×３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047078 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５００ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径５００×４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047030 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５００ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径５００×４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047248 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５５０ｍｍ×口径３００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径５５０×３００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047210 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５５０ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径５５０×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047170 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５５０ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径５５０×３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047126 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５５０ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径５５０×４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047080 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径５５０×４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047032 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径５５０ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径５５０×５００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047250 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６００ｍｍ×口径３５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径６００×３５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047212 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６００ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径６００×３７５ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047172 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６００ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径６００×４００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047128 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６００ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径６００×４５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047082 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６００ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径６００×５００ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047034 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６００ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径６００×５５０ｍｍ　Ｔ０．８ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047252 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６５０ｍｍ×口径３７５ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径６５０×３７５ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047214 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６５０ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径６５０×４００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047174 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径６５０×４５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047130 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６５０ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径６５０×５００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047084 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径６５０×５５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047036 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径６５０ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径６５０×６００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047254 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７００ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径７００×４００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047216 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７００ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径７００×４５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047176 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７００ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径７００×５００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047132 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７００ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径７００×５５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047086 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７００ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径７００×６００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047038 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７００ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径７００×６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047258 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７５０ｍｍ×口径４００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径７５０×４００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047259 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径７５０×４５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047218 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７５０ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径７５０×５００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047178 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径７５０×５５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047134 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７５０ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径７５０×６００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047088 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径７５０×６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047040 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径７５０ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径７５０×７００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047260 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８００ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径８００×５００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047220 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８００ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径８００×５５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047180 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８００ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径８００×６００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047136 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８００ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径８００×６５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047090 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８００ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径８００×７００ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047042 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８００ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径８００×７５０ｍｍ　Ｔ１ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047261 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８５０ｍｍ×口径５００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径８５０×５００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047262 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径８５０×５５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047222 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８５０ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径８５０×６００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047182 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径８５０×６５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047138 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８５０ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径８５０×７００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047092 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径８５０×７５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047044 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径８５０ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径８５０×８００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047263 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径９００ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径９００×６００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047224 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径９００ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径９００×６５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047184 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径９００ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径９００×７００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047140 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径９００ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径９００×７５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047094 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径９００ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径９００×８００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047046 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径９００ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径９００×８５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047264 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径９５０ｍｍ×口径６００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径９５０×６００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047265 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径９５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径９５０×６５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047226 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径９５０ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径９５０×７００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047186 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径９５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径９５０×７５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047142 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径９５０ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径９５０×８００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047096 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径９５０ｍｍ×口径８５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径９５０×８５０ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047048 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径９５０ｍｍ×口径９００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径９５０×９００ｍｍ　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047266 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径１，０００ｍｍ×口径７００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径１０００×７００　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047228 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径１，０００ｍｍ×口径７５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径１０００×７５０　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047188 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径１，０００ｍｍ×口径８００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径１０００×８００　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047098 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径１，０００ｍｍ×口径９００ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径１０００×９００　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501047050 スパイラルダクト（亜鉛引き） 片落管 口径１，０００ｍｍ×口径９５０ｍｍ×厚１．２ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクト片落管 径１０００×９５０　Ｔ１．２ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501071002 ステンレスダクト 直管 口径１００ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　直管 径１００×Ｔ０．５ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501071004 ステンレスダクト 直管 口径１２５ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　直管 径１２５×Ｔ０．５ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501071006 ステンレスダクト 直管 口径１５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　直管 径１５０×Ｔ０．５ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501071008 ステンレスダクト 直管 口径１７５ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　直管 径１７５×Ｔ０．５ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501071010 ステンレスダクト 直管 口径２００ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　直管 径２００×Ｔ０．５ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501071012 ステンレスダクト 直管 口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　直管 径２２５×Ｔ０．６ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501071014 ステンレスダクト 直管 口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　直管 径２５０×Ｔ０．６ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト
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ステンレスダクト 5501071016 ステンレスダクト 直管 口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　直管 径２７５×Ｔ０．６ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501071018 ステンレスダクト 直管 口径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　直管 径３００×Ｔ０．６ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501071020 ステンレスダクト 直管 口径３２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　直管 径３２５×Ｔ０．６ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501072002 ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０° 口径１００ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度 径１００×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501072004 ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０° 口径１２５ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度 径１２５×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501072006 ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０° 口径１５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度 径１５０×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501072008 ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０° 口径１７５ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度 径１７５×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501072010 ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０° 口径２００ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度 径２００×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501072012 ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０° 口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度 径２２５×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501072014 ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０° 口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度 径２５０×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501072016 ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０° 口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度 径２７５×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501072018 ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０° 口径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度 径３００×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501072020 ステンレスダクト ベント１Ｒ　９０° 口径３２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　９０度 径３２５×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501073002 ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５° 口径１００ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度 径１００×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501073004 ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５° 口径１２５ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度 径１２５×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501073006 ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５° 口径１５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度 径１５０×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501073008 ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５° 口径１７５ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度 径１７５×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501073010 ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５° 口径２００ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度 径２００×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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ステンレスダクト 5501073012 ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５° 口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度 径２２５×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501073014 ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５° 口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度 径２５０×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501073016 ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５° 口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度 径２７５×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501073018 ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５° 口径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度 径３００×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501073020 ステンレスダクト ベント１Ｒ　４５° 口径３２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　１Ｒ　４５度 径３２５×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501074002 ステンレスダクト Ｔ管 口径１００ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｔ管 径１００×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501074004 ステンレスダクト Ｔ管 口径１２５ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｔ管 径１２５×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501074006 ステンレスダクト Ｔ管 口径１５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｔ管 径１５０×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501074008 ステンレスダクト Ｔ管 口径１７５ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｔ管 径１７５×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501074010 ステンレスダクト Ｔ管 口径２００ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｔ管 径２００×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501074012 ステンレスダクト Ｔ管 口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｔ管 径２２５×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501074014 ステンレスダクト Ｔ管 口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｔ管 径２５０×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501074016 ステンレスダクト Ｔ管 口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｔ管 径２７５×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501074018 ステンレスダクト Ｔ管 口径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｔ管 径３００×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501074020 ステンレスダクト Ｔ管 口径３２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｔ管 径３２５×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501075002 ステンレスダクト Ｙ管 口径１００ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｙ管 径１００×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501075004 ステンレスダクト Ｙ管 口径１２５ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｙ管 径１２５×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501075006 ステンレスダクト Ｙ管 口径１５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｙ管 径１５０×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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ステンレスダクト 5501075008 ステンレスダクト Ｙ管 口径１７５ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｙ管 径１７５×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501075010 ステンレスダクト Ｙ管 口径２００ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｙ管 径２００×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501075012 ステンレスダクト Ｙ管 口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｙ管 径２２５×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501075014 ステンレスダクト Ｙ管 口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｙ管 径２５０×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501075016 ステンレスダクト Ｙ管 口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｙ管 径２７５×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501075018 ステンレスダクト Ｙ管 口径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｙ管 径３００×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501075020 ステンレスダクト Ｙ管 口径３２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　Ｙ管 径３２５×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501076002 ステンレスダクト 片落管 口径１００ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　片落管 径１００×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501076004 ステンレスダクト 片落管 口径１２５ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　片落管 径１２５×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501076006 ステンレスダクト 片落管 口径１５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　片落管 径１５０×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501076008 ステンレスダクト 片落管 口径１７５ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　片落管 径１７５×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501076010 ステンレスダクト 片落管 口径２００ｍｍ×厚０．５ｍｍ ＳＵＳダクト　片落管 径２００×Ｔ０．５ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501076012 ステンレスダクト 片落管 口径２２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　片落管 径２２５×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501076014 ステンレスダクト 片落管 口径２５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　片落管 径２５０×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501076016 ステンレスダクト 片落管 口径２７５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　片落管 径２７５×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501076018 ステンレスダクト 片落管 口径３００ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　片落管 径３００×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

ステンレスダクト 5501076020 ステンレスダクト 片落管 口径３２５ｍｍ×厚０．６ｍｍ ＳＵＳダクト　片落管 径３２５×Ｔ０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061002 オーバルダクト 直管 短径１５０ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　直管 １５０×６３０×０．６ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト
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オーバルダクト 5501061004 オーバルダクト 直管 短径１５０ｍｍ×長径７００ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　直管 １５０×７００×０．６ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061006 オーバルダクト 直管 短径１５０ｍｍ×長径７８０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　直管 １５０×７８０×０．８ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061008 オーバルダクト 直管 短径２００ｍｍ×長径５２０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　直管 ２００×５２０×０．６ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061010 オーバルダクト 直管 短径２００ｍｍ×長径６００ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　直管 ２００×６００×０．６ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061012 オーバルダクト 直管 短径２００ｍｍ×長径６８０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　直管 ２００×６８０×０．６ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061014 オーバルダクト 直管 短径２５０ｍｍ×長径５７０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　直管 ２５０×５７０×０．６ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061016 オーバルダクト 直管 短径２５０ｍｍ×長径６４０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　直管 ２５０×６４０×０．６ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061018 オーバルダクト 直管 短径２５０ｍｍ×長径７２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　直管 ２５０×７２０×０．８ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061020 オーバルダクト 直管 短径３００ｍｍ×長径６１０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　直管 ３００×６１０×０．６ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061022 オーバルダクト 直管 短径３００ｍｍ×長径６９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　直管 ３００×６９０×０．８ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061024 オーバルダクト 直管 短径３００ｍｍ×長径７７０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　直管 ３００×７７０×０．８ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061026 オーバルダクト 直管 短径３５０ｍｍ×長径６６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　直管 ３５０×６６０×０．８ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061028 オーバルダクト 直管 短径３５０ｍｍ×長径７４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　直管 ３５０×７４０×０．８ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061030 オーバルダクト 直管 短径３５０ｍｍ×長径８２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　直管 ３５０×８２０×０．８ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061032 オーバルダクト 直管 短径４００ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　直管 ４００×６３０×０．８ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061034 オーバルダクト 直管 短径４００ｍｍ×長径７１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　直管 ４００×７１０×０．８ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061036 オーバルダクト 直管 短径４００ｍｍ×長径７９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　直管 ４００×７９０×０．８ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061038 オーバルダクト 直管 短径４５０ｍｍ×長径７６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　直管 ４５０×７６０×０．８ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト
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オーバルダクト 5501061040 オーバルダクト 直管 短径４５０ｍｍ×長径８４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　直管 ４５０×８４０×０．８ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061042 オーバルダクト 直管 短径４５０ｍｍ×長径９２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　直管 ４５０×９２０×０．８ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061044 オーバルダクト 直管 短径５００ｍｍ×長径８１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　直管 ５００×８１０×０．８ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061046 オーバルダクト 直管 短径５００ｍｍ×長径８９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　直管 ５００×８９０×０．８ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501061048 オーバルダクト 直管 短径５００ｍｍ×長径９７０ｍｍ×厚１．０ｍｍ オーバルダクト　直管 ５００×９７０×１．０ｍｍ ｍ 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062002 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径１５０ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 １５０×６３０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062004 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径１５０ｍｍ×長径７００ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 １５０×７００×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062006 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径１５０ｍｍ×長径７８０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 １５０×７８０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062008 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径２００ｍｍ×長径５２０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ２００×５２０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062010 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径２００ｍｍ×長径６００ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ２００×６００×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062012 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径２００ｍｍ×長径６８０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ２００×６８０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062014 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径２５０ｍｍ×長径５７０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ２５０×５７０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062016 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径２５０ｍｍ×長径６４０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ２５０×６４０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062018 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径２５０ｍｍ×長径７２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ２５０×７２０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062020 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径３００ｍｍ×長径６１０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ３００×６１０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062022 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径３００ｍｍ×長径６９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ３００×６９０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062024 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径３００ｍｍ×長径７７０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ３００×７７０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062026 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径３５０ｍｍ×長径６６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ３５０×６６０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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オーバルダクト 5501062028 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径３５０ｍｍ×長径７４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ３５０×７４０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062030 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径３５０ｍｍ×長径８２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ３５０×８２０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062032 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径４００ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ４００×６３０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062034 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径４００ｍｍ×長径７１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ４００×７１０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062036 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径４００ｍｍ×長径７９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ４００×７９０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062038 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径４５０ｍｍ×長径７６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ４５０×７６０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062040 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径４５０ｍｍ×長径８４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ４５０×８４０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062042 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径４５０ｍｍ×長径９２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ４５０×９２０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062044 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径５００ｍｍ×長径８１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ５００×８１０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062046 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径５００ｍｍ×長径８９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ５００×８９０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501062048 オーバルダクト ベント１Ｒ　９０° 短径５００ｍｍ×長径９７０ｍｍ×厚１．０ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　９０度 ５００×９７０×１．０ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063002 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径１５０ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 １５０×６３０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063004 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径１５０ｍｍ×長径７００ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 １５０×７００×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063006 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径１５０ｍｍ×長径７８０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 １５０×７８０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063008 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径２００ｍｍ×長径５２０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ２００×５２０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063010 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径２００ｍｍ×長径６００ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ２００×６００×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063012 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径２００ｍｍ×長径６８０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ２００×６８０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063014 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径２５０ｍｍ×長径５７０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ２５０×５７０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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オーバルダクト 5501063016 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径２５０ｍｍ×長径６４０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ２５０×６４０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063018 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径２５０ｍｍ×長径７２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ２５０×７２０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063020 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径３００ｍｍ×長径６１０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ３００×６１０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063022 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径３００ｍｍ×長径６９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ３００×６９０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063024 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径３００ｍｍ×長径７７０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ３００×７７０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063026 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径３５０ｍｍ×長径６６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ３５０×６６０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063028 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径３５０ｍｍ×長径７４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ３５０×７４０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063030 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径３５０ｍｍ×長径８２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ３５０×８２０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063032 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径４００ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ４００×６３０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063034 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径４００ｍｍ×長径７１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ４００×７１０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063036 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径４００ｍｍ×長径７９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ４００×７９０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063038 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径４５０ｍｍ×長径７６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ４５０×７６０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063040 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径４５０ｍｍ×長径８４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ４５０×８４０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063042 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径４５０ｍｍ×長径９２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ４５０×９２０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063044 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径５００ｍｍ×長径８１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ５００×８１０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063046 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径５００ｍｍ×長径８９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ５００×８９０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501063048 オーバルダクト ベント１Ｒ　４５° 短径５００ｍｍ×長径９７０ｍｍ×厚１．０ｍｍ オーバルダクト　１Ｒ　４５度 ５００×９７０×１．０ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064002 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径１５０ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 １５０×６３０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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オーバルダクト 5501064004 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径１５０ｍｍ×長径７００ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 １５０×７００×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064006 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径１５０ｍｍ×長径７８０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 １５０×７８０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064008 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径２００ｍｍ×長径５２０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ２００×５２０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064010 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径２００ｍｍ×長径６００ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ２００×６００×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064012 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径２００ｍｍ×長径６８０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ２００×６８０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064014 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径２５０ｍｍ×長径５７０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ２５０×５７０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064016 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径２５０ｍｍ×長径６４０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ２５０×６４０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064018 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径２５０ｍｍ×長径７２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ２５０×７２０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064020 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径３００ｍｍ×長径６１０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ３００×６１０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064022 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径３００ｍｍ×長径６９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ３００×６９０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064024 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径３００ｍｍ×長径７７０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ３００×７７０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064026 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径３５０ｍｍ×長径６６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ３５０×６６０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064028 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径３５０ｍｍ×長径７４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ３５０×７４０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064030 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径３５０ｍｍ×長径８２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ３５０×８２０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064032 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径４００ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ４００×６３０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064034 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径４００ｍｍ×長径７１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ４００×７１０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064036 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径４００ｍｍ×長径７９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ４００×７９０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064038 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径４５０ｍｍ×長径７６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ４５０×７６０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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オーバルダクト 5501064040 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径４５０ｍｍ×長径８４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ４５０×８４０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064042 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径４５０ｍｍ×長径９２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ４５０×９２０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064044 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径５００ｍｍ×長径８１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ５００×８１０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064046 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径５００ｍｍ×長径８９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ５００×８９０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501064048 オーバルダクト 平Ｔ管　丸枝 短径５００ｍｍ×長径９７０ｍｍ×厚１．０ｍｍ オーバルダクト　平Ｔ管　丸枝 ５００×９７０×１．０ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065002 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径１５０ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 １５０×６３０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065004 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径１５０ｍｍ×長径７００ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 １５０×７００×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065006 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径１５０ｍｍ×長径７８０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 １５０×７８０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065008 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径２００ｍｍ×長径５２０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ２００×５２０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065010 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径２００ｍｍ×長径６００ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ２００×６００×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065012 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径２００ｍｍ×長径６８０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ２００×６８０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065014 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径２５０ｍｍ×長径５７０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ２５０×５７０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065016 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径２５０ｍｍ×長径６４０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ２５０×６４０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065018 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径２５０ｍｍ×長径７２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ２５０×７２０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065020 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径３００ｍｍ×長径６１０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ３００×６１０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065022 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径３００ｍｍ×長径６９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ３００×６９０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065024 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径３００ｍｍ×長径７７０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ３００×７７０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065026 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径３５０ｍｍ×長径６６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ３５０×６６０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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オーバルダクト 5501065028 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径３５０ｍｍ×長径７４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ３５０×７４０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065030 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径３５０ｍｍ×長径８２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ３５０×８２０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065032 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径４００ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ４００×６３０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065034 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径４００ｍｍ×長径７１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ４００×７１０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065036 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径４００ｍｍ×長径７９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ４００×７９０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065038 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径４５０ｍｍ×長径７６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ４５０×７６０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065040 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径４５０ｍｍ×長径８４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ４５０×８４０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065042 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径４５０ｍｍ×長径９２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ４５０×９２０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065044 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径５００ｍｍ×長径８１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ５００×８１０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065046 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径５００ｍｍ×長径８９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ５００×８９０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501065048 オーバルダクト 平Ｔ管　オーバル枝 短径５００ｍｍ×長径９７０ｍｍ×厚１．０ｍｍ オーバルダクト　オーバル枝 ５００×９７０×１．０ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066002 オーバルダクト 片落管 短径１５０ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　片落管 １５０×６３０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066004 オーバルダクト 片落管 短径１５０ｍｍ×長径７００ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　片落管 １５０×７００×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066006 オーバルダクト 片落管 短径１５０ｍｍ×長径７８０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　片落管 １５０×７８０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066008 オーバルダクト 片落管 短径２００ｍｍ×長径５２０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　片落管 ２００×５２０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066010 オーバルダクト 片落管 短径２００ｍｍ×長径６００ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　片落管 ２００×６００×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066012 オーバルダクト 片落管 短径２００ｍｍ×長径６８０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　片落管 ２００×６８０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066014 オーバルダクト 片落管 短径２５０ｍｍ×長径５７０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　片落管 ２５０×５７０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト
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オーバルダクト 5501066016 オーバルダクト 片落管 短径２５０ｍｍ×長径６４０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　片落管 ２５０×６４０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066018 オーバルダクト 片落管 短径２５０ｍｍ×長径７２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　片落管 ２５０×７２０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066020 オーバルダクト 片落管 短径３００ｍｍ×長径６１０ｍｍ×厚０．６ｍｍ オーバルダクト　片落管 ３００×６１０×０．６ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066022 オーバルダクト 片落管 短径３００ｍｍ×長径６９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　片落管 ３００×６９０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066024 オーバルダクト 片落管 短径３００ｍｍ×長径７７０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　片落管 ３００×７７０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066026 オーバルダクト 片落管 短径３５０ｍｍ×長径６６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　片落管 ３５０×６６０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066028 オーバルダクト 片落管 短径３５０ｍｍ×長径７４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　片落管 ３５０×７４０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066030 オーバルダクト 片落管 短径３５０ｍｍ×長径８２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　片落管 ３５０×８２０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066032 オーバルダクト 片落管 短径４００ｍｍ×長径６３０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　片落管 ４００×６３０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066034 オーバルダクト 片落管 短径４００ｍｍ×長径７１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　片落管 ４００×７１０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066036 オーバルダクト 片落管 短径４００ｍｍ×長径７９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　片落管 ４００×７９０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066038 オーバルダクト 片落管 短径４５０ｍｍ×長径７６０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　片落管 ４５０×７６０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066040 オーバルダクト 片落管 短径４５０ｍｍ×長径８４０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　片落管 ４５０×８４０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066042 オーバルダクト 片落管 短径４５０ｍｍ×長径９２０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　片落管 ４５０×９２０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066044 オーバルダクト 片落管 短径５００ｍｍ×長径８１０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　片落管 ５００×８１０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066046 オーバルダクト 片落管 短径５００ｍｍ×長径８９０ｍｍ×厚０．８ｍｍ オーバルダクト　片落管 ５００×８９０×０．８ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

オーバルダクト 5501066048 オーバルダクト 片落管 短径５００ｍｍ×長径９７０ｍｍ×厚１．０ｍｍ オーバルダクト　片落管 ５００×９７０×１．０ｍｍ 個 736 ○ ○ 5501 ダクト

フレキシブルダクト 5501050040 フレキシブルダクト アルミ製（保温無） 口径１００ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ アルミ製フレキシブルダクト 径１００　保温無　コンパクト 本 737 ○ ○ 5501 ダクト
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フレキシブルダクト 5501050042 フレキシブルダクト アルミ製（保温無） 口径１２５ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ アルミ製フレキシブルダクト 径１２５　保温無　コンパクト 本 737 ○ ○ 5501 ダクト

フレキシブルダクト 5501050044 フレキシブルダクト アルミ製（保温無） 口径１５０ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ アルミ製フレキシブルダクト 径１５０　保温無　コンパクト 本 737 ○ ○ 5501 ダクト

フレキシブルダクト 5501050046 フレキシブルダクト アルミ製（保温無） 口径１７５ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ アルミ製フレキシブルダクト 径１７５　保温無　コンパクト 本 737 ○ ○ 5501 ダクト

フレキシブルダクト 5501050048 フレキシブルダクト アルミ製（保温無） 口径２００ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ アルミ製フレキシブルダクト 径２００　保温無　コンパクト 本 737 ○ ○ 5501 ダクト

フレキシブルダクト 5501050050 フレキシブルダクト アルミ製（保温無） 口径２２５ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ アルミ製フレキシブルダクト 径２２５　保温無　コンパクト 本 737 ○ ○ 5501 ダクト

フレキシブルダクト 5501050052 フレキシブルダクト アルミ製（保温無） 口径２５０ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ アルミ製フレキシブルダクト 径２５０　保温無　コンパクト 本 737 ○ ○ 5501 ダクト

フレキシブルダクト 5501050054 フレキシブルダクト アルミ製（保温無） 口径２７５ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ アルミ製フレキシブルダクト 径２７５　保温無　コンパクト 本 737 ○ ○ 5501 ダクト

フレキシブルダクト 5501050056 フレキシブルダクト アルミ製（保温無） 口径３００ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ アルミ製フレキシブルダクト 径３００　保温無　コンパクト 本 737 ○ ○ 5501 ダクト

フレキシブルダクト 5501050058 フレキシブルダクト アルミ製（保温無） 口径３２５ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ アルミ製フレキシブルダクト 径３２５　保温無　コンパクト 本 737 ○ ○ 5501 ダクト

フレキシブルダクト 5501050060 フレキシブルダクト アルミ製（保温無） 口径３５０ｍｍ　ｌ＝１ｍ（４ｍまで延伸可）　コンパクトタイプ アルミ製フレキシブルダクト 径３５０　保温無　コンパクト 本 737 ○ ○ 5501 ダクト

フレキシブルダクト 5501050026 フレキシブルダクト アルミ製（保温無） 口径３７５ｍｍ　Ｗタイプ アルミ製フレキシブルダクト 径３７５　保温無　Ｗタイプ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

フレキシブルダクト 5501050028 フレキシブルダクト アルミ製（保温無） 口径４００ｍｍ　Ｗタイプ アルミ製フレキシブルダクト 径４００　保温無　Ｗタイプ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

フレキシブルダクト 5501050030 フレキシブルダクト アルミ製（保温無） 口径４５０ｍｍ　Ｗタイプ アルミ製フレキシブルダクト 径４５０　保温無　Ｗタイプ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501031002
保温材付きスパイラル管 二重スパイラルダクト 内筒径φ１００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 外筒径φ１２５ｍｍ　板厚０．
５ｍｍ 新富士空調

二重スパイラルダクト 内筒径１００外筒径１２５新富士 ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501031004
保温材付きスパイラル管 二重スパイラルダクト 内筒径φ２００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 外筒径φ２２５ｍｍ　板厚０．
５ｍｍ 新富士空調

二重スパイラルダクト 内筒径２００外筒径２２５新富士 ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501031006
保温材付きスパイラル管 二重スパイラルダクト 内筒径φ３００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ 外筒径φ３２５ｍｍ　板厚０．
６ｍｍ 新富士空調

二重スパイラルダクト 内筒径３００外筒径３２５新富士 ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501031008
保温材付きスパイラル管 二重スパイラルダクト 内筒径φ４００ｍｍ　板厚０．６ｍｍ 外筒径φ４２５ｍｍ　板厚０．
６ｍｍ 新富士空調

二重スパイラルダクト 内筒径４００外筒径４２５新富士 ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501031010
保温材付きスパイラル管 二重スパイラルダクト 内筒径φ５００ｍｍ　板厚０．６ｍｍ 外筒径φ５５０ｍｍ　板厚０．
６ｍｍ 新富士空調

二重スパイラルダクト 内筒径５００外筒径５５０新富士 ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト
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保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501031012
保温材付きスパイラル管 二重スパイラルダクト 内筒径φ６００ｍｍ　板厚０．６ｍｍ 外筒径φ６５０ｍｍ　板厚０．
６ｍｍ 新富士空調

二重スパイラルダクト 内筒径６００外筒径６５０新富士 ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501031014
保温材付きスパイラル管 二重スパイラルダクト 内筒径φ７００ｍｍ　板厚０．６ｍｍ 外筒径φ７５０ｍｍ　板厚０．
８ｍｍ 新富士空調

二重スパイラルダクト 内筒径７００外筒径７５０新富士 ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501031016
保温材付きスパイラル管 二重スパイラルダクト 内筒径φ８００ｍｍ　板厚０．８ｍｍ 外筒径φ８５０ｍｍ　板厚０．
８ｍｍ 新富士空調

二重スパイラルダクト 内筒径８００外筒径８５０新富士 ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501031018
保温材付きスパイラル管 二重スパイラルダクト 内筒径φ９００ｍｍ　板厚０．８ｍｍ 外筒径φ９５０ｍｍ　板厚０．
８ｍｍ 新富士空調

二重スパイラルダクト 内筒径９００外筒径９５０新富士 ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501032002
保温材付きスパイラル管 住宅厨房排気用ダクト フジエアダクトＭタイプ（直管） 内筒径φ１００ｍｍ　板厚０．５ｍ
ｍ フジモリ産業

住宅厨房排気用ダクト フジエアダクトＭ　径１００ｍｍ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501032004
保温材付きスパイラル管 住宅厨房排気用ダクト フジエアダクトＭタイプ（直管） 内筒径φ１５０ｍｍ　板厚０．５ｍ
ｍ フジモリ産業

住宅厨房排気用ダクト フジエアダクトＭ　径１５０ｍｍ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501032006
保温材付きスパイラル管 住宅厨房排気用ダクト フジエアダクトＭタイプ（９０°エルボ） 内筒径φ１００ｍｍ　板厚
０．６ｍｍ フジモリ産業

住宅厨房排気用ダクト ９０度エルボ　径１００ｍｍ 個 737 ○ ○ 5501 ダクト

保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501032008
保温材付きスパイラル管 住宅厨房排気用ダクト フジエアダクトＭタイプ（９０°エルボ） 内筒径φ１５０ｍｍ　板厚
０．６ｍｍ フジモリ産業

住宅厨房排気用ダクト ９０度エルボ　径１５０ｍｍ 個 737 ○ ○ 5501 ダクト

保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501032018
保温材付きスパイラル管 一般空調用ダクト フジエアダクトＡタイプ（直管） 内筒径φ１５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ
フジモリ産業

一般空調用ダクト フジエアダクトＡ　径１５０ｍｍ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501032020
保温材付きスパイラル管 一般空調用ダクト フジエアダクトＡタイプ（直管） 内筒径φ２００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ
フジモリ産業

一般空調用ダクト フジエアダクトＡ　径２００ｍｍ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501032022
保温材付きスパイラル管 一般空調用ダクト フジエアダクトＡタイプ（直管） 内筒径φ２５０ｍｍ　板厚０．５ｍｍ
フジモリ産業

一般空調用ダクト フジエアダクトＡ　径２５０ｍｍ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

保温材付きスパイラル管―ブランド品― 5501032024
保温材付きスパイラル管 一般空調用ダクト フジエアダクトＡタイプ（直管） 内筒径φ３００ｍｍ　板厚０．５ｍｍ
フジモリ産業

一般空調用ダクト フジエアダクトＡ　径３００ｍｍ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

グラスウールダクト―ブランド品― 5501081005 グラスウールダクト ダクトエース 厚２５ｍｍ×幅１，２００ｍｍ×長２，４００ｍｍ 旭ファイバーグラス グラスウール　ダクトエース １２００×２４００ｍｍ　旭 ｍ２ 737 ○ ○ 5501 ダクト

グラスウールダクト―ブランド品― 5501081010 グラスウールダクト ダクトエース 厚２５ｍｍ×幅１，２００ｍｍ×長３，０００ｍｍ 旭ファイバーグラス グラスウール　ダクトエース １２００×３０００ｍｍ　旭 ｍ２ 737 ○ ○ 5501 ダクト

グラスウールダクト―ブランド品― 5501081020 グラスウールダクト 丸ダクト 内径１００ｍｍ×外径１５０ｍｍ 旭ファイバーグラス グラスウール　丸ダクト 径１００×１５０ｍｍ　旭 ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

グラスウールダクト―ブランド品― 5501081050 グラスウールダクト 丸ダクト 内径１５０ｍｍ×外径２００ｍｍ 旭ファイバーグラス グラスウール　丸ダクト 径１５０×２００ｍｍ　旭 ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

グラスウールダクト―ブランド品― 5501081040 グラスウールダクト 丸ダクト 内径２５０ｍｍ×外径３００ｍｍ 旭ファイバーグラス グラスウール　丸ダクト 径２５０×３００ｍｍ　旭 ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

グラスウールダクト―ブランド品― 5501082010 グラスウールダクト ダクトボード 厚２５ｍｍ×幅１，２２５ｍｍ×長２，４００ｍｍ マグ・イゾベール グラスウール　ダクトボード １２２５×２４００ｍｍ　マグ ｍ２ 737 ○ ○ 5501 ダクト
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グラスウールダクト―ブランド品― 5501082020 グラスウールダクト ダクトボード 厚２５ｍｍ×幅１，２２５ｍｍ×長３，０００ｍｍ マグ・イゾベール グラスウール　ダクトボード １２２５×３０００ｍｍ　マグ ｍ２ 737 ○ ○ 5501 ダクト

グラスウールダクト―ブランド品― 5501082030 グラスウールダクト 丸ダクト 内径１００ｍｍ×外径１５０ｍｍ マグ・イゾベール グラスウール　丸ダクト 径１００×１５０ｍｍ　マグ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

グラスウールダクト―ブランド品― 5501082040 グラスウールダクト 丸ダクト 内径１２５ｍｍ×外径１７５ｍｍ マグ・イゾベール グラスウール　丸ダクト 径１２５×１７５ｍｍ　マグ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

グラスウールダクト―ブランド品― 5501082042 グラスウールダクト 丸ダクト 内径１５０ｍｍ×外径２００ｍｍ マグ・イゾベール グラスウール　丸ダクト 径１５０×２００ｍｍ　マグ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

グラスウールダクト―ブランド品― 5501082044 グラスウールダクト 丸ダクト 内径１７５ｍｍ×外径２２５ｍｍ マグ・イゾベール グラスウール　丸ダクト 径１７５×２２５ｍｍ　マグ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

グラスウールダクト―ブランド品― 5501082046 グラスウールダクト 丸ダクト 内径２００ｍｍ×外径２５０ｍｍ マグ・イゾベール グラスウール　丸ダクト 径２００×２５０ｍｍ　マグ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

グラスウールダクト―ブランド品― 5501082048 グラスウールダクト 丸ダクト 内径２２５ｍｍ×外径２７５ｍｍ マグ・イゾベール グラスウール　丸ダクト 径２２５×２７５ｍｍ　マグ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

グラスウールダクト―ブランド品― 5501082050 グラスウールダクト 丸ダクト 内径２５０ｍｍ×外径３００ｍｍ マグ・イゾベール グラスウール　丸ダクト 径２５０×３００ｍｍ　マグ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

グラスウールダクト―ブランド品― 5501082060 グラスウールダクト 丸ダクト 内径２７５ｍｍ×外径３２５ｍｍ マグ・イゾベール グラスウール　丸ダクト 径２７５×３２５ｍｍ　マグ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

グラスウールダクト―ブランド品― 5501082070 グラスウールダクト 丸ダクト 内径３００ｍｍ×外径３５０ｍｍ マグ・イゾベール グラスウール　丸ダクト 径３００×３５０ｍｍ　マグ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

グラスウールダクト―ブランド品― 5501082080 グラスウールダクト 丸ダクト 内径３５０ｍｍ×外径４００ｍｍ マグ・イゾベール グラスウール　丸ダクト 径３５０×４００ｍｍ　マグ ｍ 737 ○ ○ 5501 ダクト

吹出口ボックス―ブランド品― 5503031010 吹出口ボックス ＮＳ－９０Ｌ 高２７５ｍｍ×長９００ｍｍ ナイガイ 吹出口ボックス　ＮＳ－９０Ｌ Ｈ２７５×Ｌ９００ｍｍ 個 737 ○ ○ 5503 通気口

吹出口ボックス―ブランド品― 5503031020 吹出口ボックス ＮＳ－９０Ｌ 高３００ｍｍ×長１，２００ｍｍ ナイガイ 吹出口ボックス　ＮＳ－９０Ｌ Ｈ３００×Ｌ１２００ｍｍ 個 737 ○ ○ 5503 通気口

吹出口ボックス―ブランド品― 5503031030 吹出口ボックス ＮＳ－９０Ｂ（標準型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長１，０００ｍｍ　φ１５０ｍｍ ナイガイ 吹出口ボックス　ＮＳ－９０Ｂ Ｈ３００×Ｌ１０００ｍｍ 個 737 ○ ○ 5503 通気口

吹出口ボックス―ブランド品― 5503031040 吹出口ボックス ＮＳ－９０Ｂ（標準型） 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ　φ２００ｍｍ ナイガイ 吹出口ボックス　ＮＳ－９０Ｂ Ｈ３００×Ｌ２０００ｍｍ 個 737 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041002 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ２００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041004 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ２００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041006 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ２００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503041008 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ２００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041010 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ２５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041012 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ２５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041014 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ２５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041016 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ２５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041018 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ２５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041020 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ３００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041022 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ３００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041024 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ３００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041026 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ３００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041028 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ３００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041030 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ３００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041032 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ３５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041034 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ３５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041036 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ３５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041038 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ３５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041040 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ３５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041042 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ３５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503041044 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041046 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041048 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041050 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041052 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041054 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041056 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041058 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041060 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041062 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041064 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041066 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041068 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041070 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041072 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041074 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041076 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041078 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503041080 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041082 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041084 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041086 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041088 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041090 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041092 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041094 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041096 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041098 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041100 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041102 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041176 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041178 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041180 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041182 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041184 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041186 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503041104 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041106 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041108 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041110 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041112 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041114 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041116 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041118 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041120 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041122 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041124 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041126 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041128 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041130 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041132 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041134 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041136 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041138 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503041140 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041142 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041144 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041146 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041148 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041150 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041152 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041154 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041156 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041158 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041160 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041162 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041188 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041190 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041192 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041194 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041196 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041198 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503041164 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041166 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041168 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041170 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041172 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503041174 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042002 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ２００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042004 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ２００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042006 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ２００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042008 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ２００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042010 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ２５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042012 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ２５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042014 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ２５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042016 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ２５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042018 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ２５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042020 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ３００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042022 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ３００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042024 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ３００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503042026 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ３００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042028 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ３００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042030 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ３００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042032 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ３５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042034 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ３５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042036 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ３５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042038 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ３５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042040 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ３５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042042 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ３５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042044 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042046 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042048 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042050 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042052 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042054 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042056 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042058 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042060 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503042062 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042064 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042066 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042068 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042070 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042072 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042074 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042076 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042078 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042080 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042082 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042084 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042086 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042088 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042090 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042092 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042094 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042096 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503042098 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042100 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042102 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042176 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042178 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042180 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042182 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042184 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042186 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042104 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042106 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042108 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042110 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042112 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042114 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042116 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042118 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042120 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503042122 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042124 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042126 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042128 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042130 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042132 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042134 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042136 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042138 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042140 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042142 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042144 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042146 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042148 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042150 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042152 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042154 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042156 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503042158 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042160 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042162 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042188 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042190 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042192 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042194 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042196 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042198 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042164 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042166 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042168 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042170 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042172 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503042174 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043002 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ２００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043004 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ２００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043006 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ２００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503043008 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ２００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043010 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ２５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043012 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ２５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043014 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ２５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043016 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ２５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043018 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ２５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043020 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ３００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043022 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ３００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043024 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ３００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043026 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ３００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043028 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ３００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043030 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ３００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043032 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ３５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043034 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ３５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043036 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ３５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043038 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ３５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043040 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ３５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043042 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ３５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503043044 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043046 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043048 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043050 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043052 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043054 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043056 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043058 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043060 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043062 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043064 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043066 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043068 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043070 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043072 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043074 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043076 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043078 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503043080 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043082 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043084 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043086 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043088 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043090 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043092 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043094 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043096 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043098 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043100 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043102 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043176 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043178 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043180 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043182 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043184 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043186 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503043104 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043106 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043108 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043110 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043112 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043114 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043116 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043118 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043120 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043122 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043124 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043126 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043128 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043130 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043132 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043134 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043136 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043138 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503043140 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043142 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043144 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043146 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043148 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043150 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043152 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043154 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043156 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043158 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043160 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043162 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043188 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043190 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043192 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043194 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043196 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043198 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503043164 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043166 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043168 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043170 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043172 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503043174 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044002 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ２００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044004 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ２００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044006 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ２００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044008 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ２００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044010 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ２５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044012 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ２５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044014 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ２５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044016 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ２５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044018 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ２５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ２５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044020 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ３００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044022 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ３００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044024 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ３００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503044026 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ３００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044028 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ３００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044030 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ３００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044032 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ３５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044034 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ３５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044036 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ３５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044038 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ３５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044040 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ３５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044042 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ３５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044044 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044046 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044048 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044050 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044052 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044054 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044056 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044058 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044060 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503044062 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044064 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044066 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044068 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044070 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044072 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044074 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044076 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044078 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044080 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044082 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044084 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044086 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044088 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044090 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044092 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044094 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044096 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

2648 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

吹出口 5503044098 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044100 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044102 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044176 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044178 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044180 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044182 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044184 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044186 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044104 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044106 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044108 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044110 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044112 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044114 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044116 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044118 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044120 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503044122 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044124 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044126 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044128 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044130 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044132 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044134 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044136 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044138 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044140 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044142 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044144 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044146 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044148 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044150 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044152 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044154 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044156 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503044158 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044160 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044162 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044188 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044190 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044192 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044194 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044196 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044198 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044164 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044166 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044168 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044170 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ２００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044172 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ２５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503044174 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ３００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503051010 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503051020 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長６００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ６００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503051030 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長７００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ７００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503051040 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長８００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ８００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503051050 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長９００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ９００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503051060 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長１，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ１０００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503051062 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長１，２００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ１２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503051064 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長１，４００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ１４００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503051070 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長１，５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ１５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503051072 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長１，６００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ１６００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503051074 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長１，８００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ１８００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503051080 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長２，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ２０００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503051090 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長２，５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ２５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503051100 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長３，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ３０００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503051110 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長３，５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ３５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503051120 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長４，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ４０００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503052010 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503052020 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長６００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ６００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503052030 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長７００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ７００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503052040 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長８００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ８００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503052050 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長９００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ９００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503052060 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長１，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ１０００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503052062 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長１，２００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ１２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503052064 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長１，４００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ１４００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503052070 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長１，５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ１５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503052072 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長１，６００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ１６００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503052074 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長１，８００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ１８００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503052080 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長２，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ２０００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503052090 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長２，５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ２５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503052100 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長３，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ３０００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503052110 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長３，５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ３５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503052120 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長４，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ４０００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503053010 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｔ Ｌ５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503053020 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長６００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｔ Ｌ６００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503053030 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長７００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｔ Ｌ７００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503053040 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長８００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｔ Ｌ８００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503053050 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長９００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｔ Ｌ９００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503053060 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長１，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｔ Ｌ１０００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503053062 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長１，２００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｔ Ｌ１２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503053064 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長１，４００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｔ Ｌ１４００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503053070 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長１，５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｔ Ｌ１５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503053072 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長１，６００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｔ Ｌ１６００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503053074 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長１，８００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｔ Ｌ１８００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503053080 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長２，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｔ Ｌ２０００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503053090 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長２，５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｔ Ｌ２５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503053100 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長３，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｔ Ｌ３０００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503053110 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長３，５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｔ Ｌ３５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503053120 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｔ 長４，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｔ Ｌ４０００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503054010 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｋ Ｌ５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503054020 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長６００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｋ Ｌ６００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503054030 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長７００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｋ Ｌ７００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503054040 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長８００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｋ Ｌ８００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503054050 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長９００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｋ Ｌ９００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503054060 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長１，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｋ Ｌ１０００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503054062 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長１，２００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｋ Ｌ１２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503054064 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長１，４００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｋ Ｌ１４００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503054070 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長１，５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｋ Ｌ１５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503054072 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長１，６００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｋ Ｌ１６００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503054074 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長１，８００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｋ Ｌ１８００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503054080 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長２，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｋ Ｌ２０００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503054090 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長２，５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｋ Ｌ２５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503054100 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長３，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｋ Ｌ３０００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503054110 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長３，５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｋ Ｌ３５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503054120 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｋ 長４，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｋ Ｌ４０００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503061010 吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃１２．５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 Ｃ２　＃１２．５　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503061020 吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃１５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 Ｃ２　＃１５　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503061030 吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃２０（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 Ｃ２　＃２０　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503061040 吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃２５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 Ｃ２　＃２５　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503061050 吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃３０（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 Ｃ２　＃３０　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503061060 吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃３５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 Ｃ２　＃３５　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503062010 吹出口 シーリングディフューザー形 ＣＡ ＃１２．５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 ＣＡ　＃１２．５　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503062020 吹出口 シーリングディフューザー形 ＣＡ ＃１５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 ＣＡ　＃１５　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503062030 吹出口 シーリングディフューザー形 ＣＡ ＃２０（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 ＣＡ　＃２０　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503062040 吹出口 シーリングディフューザー形 ＣＡ ＃２５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 ＣＡ　＃２５　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503062050 吹出口 シーリングディフューザー形 ＣＡ ＃３０（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 ＣＡ　＃３０　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503062060 吹出口 シーリングディフューザー形 ＣＡ ＃３５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 ＣＡ　＃３５　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503063010 吹出口 シーリングディフューザー形 Ｅ２ ＃１２．５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 Ｅ２　＃１２．５　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503063020 吹出口 シーリングディフューザー形 Ｅ２ ＃１５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 Ｅ２　＃１５　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503063030 吹出口 シーリングディフューザー形 Ｅ２ ＃２０（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 Ｅ２　＃２０　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503063040 吹出口 シーリングディフューザー形 Ｅ２ ＃２５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 Ｅ２　＃２５　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503063050 吹出口 シーリングディフューザー形 Ｅ２ ＃３０（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 Ｅ２　＃３０　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503063060 吹出口 シーリングディフューザー形 Ｅ２ ＃３５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 Ｅ２　＃３５　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503064010 吹出口 シーリングディフューザー形 ＥＡ ＃１２．５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 ＥＡ　＃１２．５　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503064020 吹出口 シーリングディフューザー形 ＥＡ ＃１５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 ＥＡ　＃１５　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503064030 吹出口 シーリングディフューザー形 ＥＡ ＃２０（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 ＥＡ　＃２０　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503064040 吹出口 シーリングディフューザー形 ＥＡ ＃２５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 ＥＡ　＃２５　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503064050 吹出口 シーリングディフューザー形 ＥＡ ＃３０（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 ＥＡ　＃３０　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503064060 吹出口 シーリングディフューザー形 ＥＡ ＃３５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 ＥＡ　＃３５　ＳＥＤ付き 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503070005 吹出口 ノズル形 ノズル φ７５ｍｍ ノズル形吹出口 径７５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503070010 吹出口 ノズル形 ノズル φ１００ｍｍ ノズル形吹出口 径１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503070020 吹出口 ノズル形 ノズル φ１２５ｍｍ ノズル形吹出口 径１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503070030 吹出口 ノズル形 ノズル φ１５０ｍｍ ノズル形吹出口 径１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503070040 吹出口 ノズル形 ノズル φ１７５ｍｍ ノズル形吹出口 径１７５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503070050 吹出口 ノズル形 ノズル φ２００ｍｍ ノズル形吹出口 径２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503070060 吹出口 ノズル形 ノズル φ２２５ｍｍ ノズル形吹出口 径２２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503070070 吹出口 ノズル形 ノズル φ２５０ｍｍ ノズル形吹出口 径２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503070080 吹出口 ノズル形 ノズル φ３００ｍｍ ノズル形吹出口 径３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503070090 吹出口 ノズル形 ノズル φ３５０ｍｍ ノズル形吹出口 径３５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503070100 吹出口 ノズル形 ノズル φ４００ｍｍ ノズル形吹出口 径４００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503070110 吹出口 ノズル形 ノズル φ４５０ｍｍ ノズル形吹出口 径４５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503070120 吹出口 ノズル形 ノズル φ５００ｍｍ ノズル形吹出口 径５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503071005 吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ７５ｍｍ ノズル形吹出口パンカールーバー 径７５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503071010 吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ１００ｍｍ ノズル形吹出口パンカールーバー 径１００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503071020 吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ１２５ｍｍ ノズル形吹出口パンカールーバー 径１２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503071030 吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ１５０ｍｍ ノズル形吹出口パンカールーバー 径１５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503071040 吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ１７５ｍｍ ノズル形吹出口パンカールーバー 径１７５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503071050 吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ２００ｍｍ ノズル形吹出口パンカールーバー 径２００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503071060 吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ２２５ｍｍ ノズル形吹出口パンカールーバー 径２２５ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503071070 吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ２５０ｍｍ ノズル形吹出口パンカールーバー 径２５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503071080 吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ３００ｍｍ ノズル形吹出口パンカールーバー 径３００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503071090 吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ３５０ｍｍ ノズル形吹出口パンカールーバー 径３５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口
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吹出口 5503071100 吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ４００ｍｍ ノズル形吹出口パンカールーバー 径４００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503071110 吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ４５０ｍｍ ノズル形吹出口パンカールーバー 径４５０ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吹出口 5503071120 吹出口 ノズル形 パンカールーバー φ５００ｍｍ ノズル形吹出口パンカールーバー 径５００ｍｍ 個 738 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081002 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１００×Ｗ１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081004 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ１５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１００×Ｗ１５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081006 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１００×Ｗ２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081008 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ２５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１００×Ｗ２５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081010 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１００×Ｗ３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081012 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１００×Ｗ３５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081014 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１００×Ｗ４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081016 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１００×Ｗ４５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081018 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１００×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081020 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ１５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081022 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１５０×Ｗ２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081024 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ２５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081026 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１５０×Ｗ３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081028 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081030 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１５０×Ｗ４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503081032 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081034 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１５０×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081036 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１５０×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081037 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１５０×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081038 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２００×Ｗ２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081040 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ２５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２００×Ｗ２５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081042 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２００×Ｗ３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081044 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２００×Ｗ３５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081046 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２００×Ｗ４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081048 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２００×Ｗ４５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081050 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２００×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081052 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２００×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081053 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２００×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081054 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２００×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081056 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２００×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081058 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081060 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ２５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081062 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２５０×Ｗ３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503081064 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081066 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２５０×Ｗ４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081068 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081070 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２５０×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081072 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２５０×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081073 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２５０×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081074 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２５０×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081076 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２５０×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081078 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２５０×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081079 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２５０×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081080 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ２５０×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081082 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３００×Ｗ３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081084 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３００×Ｗ３５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081086 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３００×Ｗ４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081088 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３００×Ｗ４５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081090 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３００×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081092 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３００×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081093 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３００×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

2660 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

吸込口 5503081094 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３００×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081096 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３００×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081098 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081099 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３００×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081100 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３００×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081101 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３００×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081103 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３００×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081102 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３００×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081104 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081106 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３５０×Ｗ４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081108 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081110 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３５０×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081112 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３５０×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081113 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３５０×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081114 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３５０×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081116 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３５０×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081118 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３５０×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081119 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３５０×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503081120 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３５０×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081121 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３５０×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081123 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３５０×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081122 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３５０×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081124 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ３５０×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081126 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４００×Ｗ４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081128 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４００×Ｗ４５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081130 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４００×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081132 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４００×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081133 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４００×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081134 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４００×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081136 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４００×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081138 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081139 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４００×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081140 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４００×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081141 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４００×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081143 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４００×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081142 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４００×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503081144 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４００×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081146 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４００×Ｗ１８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081148 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４００×Ｗ２０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081150 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081152 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４５０×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081154 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４５０×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081155 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４５０×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081156 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４５０×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081158 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４５０×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081160 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４５０×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081161 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４５０×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081162 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４５０×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081163 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４５０×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081165 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４５０×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081164 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４５０×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081166 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４５０×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081168 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４５０×Ｗ１８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081170 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ４５０×Ｗ２０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503081172 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ５００×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081174 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ５００×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081175 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ５００×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081176 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ５００×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081178 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ５００×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081180 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ５００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081181 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ５００×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081182 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ５００×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081183 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ５００×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081185 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ５００×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081184 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ５００×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081186 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ５００×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081188 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ５００×Ｗ１８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081190 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ５００×Ｗ２０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081192 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ６００×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081193 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ６００×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081194 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ６００×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081196 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ６００×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503081198 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ６００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081199 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ６００×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081200 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ６００×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081201 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ６００×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081203 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ６００×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081202 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ６００×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081204 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ６００×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081206 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ６００×Ｗ１８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081208 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ６００×Ｗ２０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081210 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ７００×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081211 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ７００×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081212 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ７００×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081214 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ７００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081215 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ７００×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081216 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ７００×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081217 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ７００×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081219 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ７００×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081218 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ７００×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503081220 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ７００×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081222 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ７００×Ｗ１８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081224 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ７００×Ｗ２０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081226 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ８００×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081227 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ８００×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081228 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ８００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081229 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ８００×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081230 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ８００×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081231 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ８００×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081233 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ８００×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081232 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ８００×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081234 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ８００×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081236 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ８００×Ｗ１８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081238 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ８００×Ｗ２０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081240 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ９００×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081242 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ９００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081243 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ９００×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081244 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ９００×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503081245 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ９００×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081247 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ９００×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081246 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ９００×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081248 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ９００×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081250 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ９００×Ｗ１８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081252 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ９００×Ｗ２０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081254 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１０００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081255 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１０００×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081256 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１０００×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081257 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１０００×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081259 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１０００×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081258 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１０００×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081260 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１０００×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081262 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１０００×Ｗ１８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503081264 吸込口 スリット形 ＧＶ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） スリット形吸込口　ＧＶ Ｈ１０００×Ｗ２０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082002
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１００×Ｗ１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082004
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ１５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１００×Ｗ１５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082006
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１００×Ｗ２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503082008
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ２５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１００×Ｗ２５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082010
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１００×Ｗ３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082012
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１００×Ｗ３５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082014
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１００×Ｗ４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082016
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１００×Ｗ４５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082018
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１００×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082020
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ１５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082022
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１５０×Ｗ２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082024
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ２５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082026
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１５０×Ｗ３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082028
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082030
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１５０×Ｗ４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082032
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082034
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１５０×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082036
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１５０×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082037
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１５０ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１５０×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082038
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２００×Ｗ２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082040
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ２５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２００×Ｗ２５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503082042
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２００×Ｗ３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082044
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２００×Ｗ３５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082046
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２００×Ｗ４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082048
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２００×Ｗ４５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082050
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２００×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082052
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２００×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082053
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２００×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082054
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２００×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082056
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２００×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082058
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082060
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ２５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２５０×Ｗ２５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082062
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２５０×Ｗ３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082064
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082066
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２５０×Ｗ４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082068
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082070
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２５０×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082072
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２５０×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082073
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２５０×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503082074
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２５０×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082076
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２５０×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082078
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２５０×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082079
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２５０×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082080
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ２５０ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ２５０×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082082
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３００×Ｗ３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082084
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３００×Ｗ３５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082086
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３００×Ｗ４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082088
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３００×Ｗ４５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082090
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３００×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082092
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３００×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082093
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３００×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082094
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３００×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082096
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３００×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082098
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082099
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３００×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082100
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３００×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082101
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３００×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503082103
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３００×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082102
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３００×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082104
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ３５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082106
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３５０×Ｗ４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082108
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082110
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３５０×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082112
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３５０×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082113
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３５０×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082114
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３５０×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082116
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３５０×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082118
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３５０×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082119
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３５０×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082120
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３５０×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082121
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３５０×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082123
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３５０×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082122
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３５０×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082124
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ３５０ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ３５０×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082126
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４００×Ｗ４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503082128
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４００×Ｗ４５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082130
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４００×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082132
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４００×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082133
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４００×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082134
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４００×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082136
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４００×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082138
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082139
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４００×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082140
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４００×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082141
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４００×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082143
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４００×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082142
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４００×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082144
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４００×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082146
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４００×Ｗ１８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082148
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４００×Ｗ２０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082150
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ４５０ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082152
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４５０×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082154
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４５０×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503082155
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４５０×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082156
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４５０×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082158
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４５０×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082160
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４５０×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082161
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４５０×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082162
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４５０×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082163
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４５０×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082165
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４５０×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082164
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４５０×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082166
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４５０×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082168
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４５０×Ｗ１８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082170
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ４５０ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ４５０×Ｗ２０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082172
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ５００×Ｗ５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082174
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ５００×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082175
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ５００×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082176
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ５００×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082178
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ５００×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082180
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ５００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503082181
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ５００×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082182
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ５００×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082183
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ５００×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082185
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ５００×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082184
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ５００×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082186
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ５００×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082188
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ５００×Ｗ１８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082190
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ５００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ５００×Ｗ２０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082192
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ６００×Ｗ６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082193
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ６００×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082194
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ６００×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082196
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ６００×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082198
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ６００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082199
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ６００×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082200
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ６００×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082201
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ６００×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082203
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ６００×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082202
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ６００×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503082204
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ６００×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082206
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ６００×Ｗ１８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082208
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ６００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ６００×Ｗ２０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082210
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ７００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ７００×Ｗ７００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082211
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ７００×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082212
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ７００×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082214
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ７００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082215
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ７００×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082216
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ７００×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082217
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ７００×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082219
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ７００×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082218
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ７００×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082220
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ７００×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082222
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ７００×Ｗ１８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082224
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ７００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ７００×Ｗ２０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082226
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ８００×Ｗ８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082227
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ８００×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082228
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ８００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503082229
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ８００×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082230
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ８００×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082231
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ８００×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082233
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ８００×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082232
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ８００×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082234
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ８００×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082236
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ８００×Ｗ１８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082238
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ８００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ８００×Ｗ２０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082240
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ９００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上） シャッ
ター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ９００×Ｗ９００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082242
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ９００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082243
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ９００×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082244
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ９００×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082245
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ９００×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082247
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ９００×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082246
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ９００×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082248
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ９００×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082250
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ９００×Ｗ１８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082252
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ９００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕上）
シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ９００×Ｗ２０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口
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吸込口 5503082254
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕
上） シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１０００×Ｗ１０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082255
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，１００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕
上） シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１０００×Ｗ１１００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082256
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，２００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕
上） シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１０００×Ｗ１２００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082257
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，３００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕
上） シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１０００×Ｗ１３００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082259
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，４００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕
上） シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１０００×Ｗ１４００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082258
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，５００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕
上） シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１０００×Ｗ１５００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082260
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，６００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕
上） シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１０００×Ｗ１６００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082262
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ１，８００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕
上） シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１０００×Ｗ１８００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

吸込口 5503082264
吸込口 スリット形 ＧＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ×Ｗ２，０００ｍｍ アルミ製（メラミン焼付塗装またはアルマイト仕
上） シャッター付

スリット形吸込口　ＧＶＳ Ｈ１０００×Ｗ２０００ｍｍ 個 739 ○ ○ 5503 通気口

ダンパー（矩形） 5509011002 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011004 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011006 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011008 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011010 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011012 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011014 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ６００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011016 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ６００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011018 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ６００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509011020 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ６００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011022 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ７００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011024 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ７００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011026 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ７００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011028 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ７００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011029 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ７００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011030 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ８００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011032 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ８００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011034 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ８００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011036 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ８００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011037 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ８００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011112 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ８００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011038 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ９００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011040 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ９００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011042 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ９００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011044 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ９００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011045 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ９００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011114 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ９００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509011116 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ９００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011046 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１０００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011048 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１０００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011050 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１０００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011052 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１０００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011053 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１０００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011118 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１０００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011120 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１０００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011122 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１０００×Ｈ１０００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011054 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１１００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011056 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１１００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011058 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１１００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011060 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１１００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011061 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１１００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011124 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１１００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011126 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１１００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011062 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１２００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011064 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１２００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509011066 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１２００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011068 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１２００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011069 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１２００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011128 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１２００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011070 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１３００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011072 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１３００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011074 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１３００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011076 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１３００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011077 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１３００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011078 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１４００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011080 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１４００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011082 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１４００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011084 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１４００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011086 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１５００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011088 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１５００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011090 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１５００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011092 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１５００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011094 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１６００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509011096 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１６００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011098 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１６００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011100 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１８００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011102 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１８００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011104 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１８００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011106 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ２０００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011108 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ２０００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011110 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ２０００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021002 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021004 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021006 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021008 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021010 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021012 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021014 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ６００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021016 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ６００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021018 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ６００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021020 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ６００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509021022 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ７００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021024 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ７００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021026 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ７００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021028 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ７００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021029 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ７００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021030 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ８００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021032 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ８００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021034 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ８００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021036 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ８００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021037 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ８００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021112 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ８００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021038 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ９００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021040 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ９００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021042 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ９００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021044 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ９００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021045 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ９００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021114 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ９００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021116 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ９００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509021046 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１０００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021048 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１０００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021050 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１０００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021052 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１０００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021053 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１０００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021118 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１０００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021120 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１０００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021122 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１０００×Ｈ１０００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021054 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１１００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021056 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１１００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021058 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１１００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021060 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１１００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021061 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１１００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021124 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１１００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021126 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１１００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021062 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１２００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021064 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１２００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021066 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１２００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509021068 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１２００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021069 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１２００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021128 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１２００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021070 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１３００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021072 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１３００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021074 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１３００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021076 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１３００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021077 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１３００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021078 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１４００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021080 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１４００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021082 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１４００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021084 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１４００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021086 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１５００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021088 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１５００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021090 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１５００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021092 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１５００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021094 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１６００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021096 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１６００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509021098 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１６００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021100 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１８００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021102 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１８００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021104 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１８００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021106 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ２０００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021108 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ２０００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021110 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ２０００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031002 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031004 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031006 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031008 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031010 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031012 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031014 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031016 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031018 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031020 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031022 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509031024 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031026 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031028 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031029 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031030 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031032 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031034 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031036 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031037 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031112 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031038 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031040 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031042 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031044 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031045 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031114 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031116 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031046 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509031048 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031050 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031052 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031053 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031118 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031120 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031122 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ１０００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031054 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031056 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031058 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031060 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031061 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031124 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031126 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031062 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031064 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031066 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031068 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509031069 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031128 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031070 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031072 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031074 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031076 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031077 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031078 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031080 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031082 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031084 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031086 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031088 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031090 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031092 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031094 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１６００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031096 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１６００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031098 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１６００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509031100 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１８００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031102 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１８００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031104 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１８００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031106 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ２０００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031108 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ２０００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031110 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ２０００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041002 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041004 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041006 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041008 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041010 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041012 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041014 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041016 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041018 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041020 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041022 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041024 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509041026 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041028 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041029 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041030 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041032 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041034 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041036 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041037 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041112 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041038 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041040 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041042 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041044 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041045 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041114 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041116 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041046 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041048 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509041050 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041052 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041053 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041118 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041120 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041122 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ１０００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041054 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041056 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041058 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041060 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041061 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041124 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041126 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041062 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041064 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041066 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041068 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041069 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509041128 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041070 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041072 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041074 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041076 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041077 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041078 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041080 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041082 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041084 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041086 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041088 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041090 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041092 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041094 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１６００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041096 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１６００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041098 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１６００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041100 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１８００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509041102 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１８００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041104 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１８００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041106 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ２０００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041108 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ２０００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041110 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ２０００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051002 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051004 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051006 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051008 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051010 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051012 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051014 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051016 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051018 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051020 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051022 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051024 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051026 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509051028 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051029 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051030 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051032 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051034 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051036 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051037 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051112 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051038 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051040 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051042 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051044 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051045 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051114 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051116 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051046 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051048 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051050 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509051052 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051053 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051118 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051120 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051122 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ１０００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051054 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051056 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051058 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051060 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051061 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051124 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051126 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051062 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051064 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051066 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051068 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051069 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051128 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509051070 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051072 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051074 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051076 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051077 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051078 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051080 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051082 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051084 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051086 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051088 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051090 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051092 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051094 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１６００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051096 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１６００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051098 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１６００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051100 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１８００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051102 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１８００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509051104 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１８００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051106 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ２０００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051108 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ２０００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051110 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ２０００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061002 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061004 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061006 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061008 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061010 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061012 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061014 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ６００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061016 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ６００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061018 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ６００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061020 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ６００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061022 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ７００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061024 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ７００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061026 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ７００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061028 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ７００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509061029 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ７００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061030 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ８００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061032 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ８００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061034 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ８００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061036 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ８００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061037 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ８００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061112 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ８００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061038 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ９００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061040 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ９００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061042 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ９００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061044 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ９００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061045 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ９００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061114 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ９００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061116 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ９００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061046 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１０００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061048 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１０００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061050 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１０００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061052 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１０００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509061053 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１０００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061118 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１０００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061120 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１０００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061122 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１０００×Ｈ１０００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061054 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１１００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061056 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１１００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061058 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１１００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061060 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１１００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061061 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１１００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061124 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１１００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061126 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１１００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061062 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１２００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061064 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１２００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061066 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１２００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061068 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１２００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061069 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１２００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061128 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１２００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061070 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１３００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509061072 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１３００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061074 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１３００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061076 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１３００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061077 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１３００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061078 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１４００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061080 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１４００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061082 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１４００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061084 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１４００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061086 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１５００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061088 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１５００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061090 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１５００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061092 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１５００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061094 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１６００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061096 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１６００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061098 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１６００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061100 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１８００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061102 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１８００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061104 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ１８００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509061106 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ２０００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061108 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ２０００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509061110 ダンパー（矩形） 逆流防止ダンパー ＣＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 逆流防止ダンパー（ＣＤ） Ｗ２０００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509071010 ダンパー（丸形） 風量調整ダンパー ＶＤ φ１００ｍｍ 丸形風量調整ダンパー（ＶＤ） 径１００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509071020 ダンパー（丸形） 風量調整ダンパー ＶＤ φ１２５ｍｍ 丸形風量調整ダンパー（ＶＤ） 径１２５ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509071030 ダンパー（丸形） 風量調整ダンパー ＶＤ φ１５０ｍｍ 丸形風量調整ダンパー（ＶＤ） 径１５０ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509071040 ダンパー（丸形） 風量調整ダンパー ＶＤ φ１７５ｍｍ 丸形風量調整ダンパー（ＶＤ） 径１７５ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509071050 ダンパー（丸形） 風量調整ダンパー ＶＤ φ２００ｍｍ 丸形風量調整ダンパー（ＶＤ） 径２００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509071055 ダンパー（丸形） 風量調整ダンパー ＶＤ φ２２５ｍｍ 丸形風量調整ダンパー（ＶＤ） 径２２５ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509071060 ダンパー（丸形） 風量調整ダンパー ＶＤ φ２５０ｍｍ 丸形風量調整ダンパー（ＶＤ） 径２５０ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509071065 ダンパー（丸形） 風量調整ダンパー ＶＤ φ２７５ｍｍ 丸形風量調整ダンパー（ＶＤ） 径２７５ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509071070 ダンパー（丸形） 風量調整ダンパー ＶＤ φ３００ｍｍ 丸形風量調整ダンパー（ＶＤ） 径３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509071080 ダンパー（丸形） 風量調整ダンパー ＶＤ φ３５０ｍｍ 丸形風量調整ダンパー（ＶＤ） 径３５０ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509071090 ダンパー（丸形） 風量調整ダンパー ＶＤ φ４００ｍｍ 丸形風量調整ダンパー（ＶＤ） 径４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509071100 ダンパー（丸形） 風量調整ダンパー ＶＤ φ４５０ｍｍ 丸形風量調整ダンパー（ＶＤ） 径４５０ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509081010 ダンパー（丸形） 防火ダンパー ＦＤ φ１００ｍｍ 丸形防火ダンパー（ＦＤ） 径１００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509081020 ダンパー（丸形） 防火ダンパー ＦＤ φ１２５ｍｍ 丸形防火ダンパー（ＦＤ） 径１２５ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509081030 ダンパー（丸形） 防火ダンパー ＦＤ φ１５０ｍｍ 丸形防火ダンパー（ＦＤ） 径１５０ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（丸形） 5509081040 ダンパー（丸形） 防火ダンパー ＦＤ φ１７５ｍｍ 丸形防火ダンパー（ＦＤ） 径１７５ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509081050 ダンパー（丸形） 防火ダンパー ＦＤ φ２００ｍｍ 丸形防火ダンパー（ＦＤ） 径２００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509081055 ダンパー（丸形） 防火ダンパー ＦＤ φ２２５ｍｍ 丸形防火ダンパー（ＦＤ） 径２２５ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509081060 ダンパー（丸形） 防火ダンパー ＦＤ φ２５０ｍｍ 丸形防火ダンパー（ＦＤ） 径２５０ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509081065 ダンパー（丸形） 防火ダンパー ＦＤ φ２７５ｍｍ 丸形防火ダンパー（ＦＤ） 径２７５ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509081070 ダンパー（丸形） 防火ダンパー ＦＤ φ３００ｍｍ 丸形防火ダンパー（ＦＤ） 径３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509081080 ダンパー（丸形） 防火ダンパー ＦＤ φ３５０ｍｍ 丸形防火ダンパー（ＦＤ） 径３５０ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509081090 ダンパー（丸形） 防火ダンパー ＦＤ φ４００ｍｍ 丸形防火ダンパー（ＦＤ） 径４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509081100 ダンパー（丸形） 防火ダンパー ＦＤ φ４５０ｍｍ 丸形防火ダンパー（ＦＤ） 径４５０ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509091002 ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ１００ｍｍ 丸形防煙ダンパー（自動） 径１００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509091004 ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ１２５ｍｍ 丸形防煙ダンパー（自動） 径１２５ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509091006 ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ１５０ｍｍ 丸形防煙ダンパー（自動） 径１５０ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509091008 ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ１７５ｍｍ 丸形防煙ダンパー（自動） 径１７５ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509091010 ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ２００ｍｍ 丸形防煙ダンパー（自動） 径２００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509091015 ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ２２５ｍｍ 丸形防煙ダンパー（自動） 径２２５ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509091020 ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ２５０ｍｍ 丸形防煙ダンパー（自動） 径２５０ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509091025 ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ２７５ｍｍ 丸形防煙ダンパー（自動） 径２７５ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509091030 ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ３００ｍｍ 丸形防煙ダンパー（自動） 径３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（丸形） 5509091035 ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ３５０ｍｍ 丸形防煙ダンパー（自動） 径３５０ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509091040 ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ４００ｍｍ 丸形防煙ダンパー（自動） 径４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509091050 ダンパー（丸形） 防煙ダンパー （自動） φ４５０ｍｍ 丸形防煙ダンパー（自動） 径４５０ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509101002 ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ１００ｍｍ 丸形防火・防煙ダンパー（自動） 径１００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509101004 ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ１２５ｍｍ 丸形防火・防煙ダンパー（自動） 径１２５ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509101006 ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ１５０ｍｍ 丸形防火・防煙ダンパー（自動） 径１５０ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509101008 ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ１７５ｍｍ 丸形防火・防煙ダンパー（自動） 径１７５ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509101010 ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ２００ｍｍ 丸形防火・防煙ダンパー（自動） 径２００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509101015 ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ２２５ｍｍ 丸形防火・防煙ダンパー（自動） 径２２５ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509101020 ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ２５０ｍｍ 丸形防火・防煙ダンパー（自動） 径２５０ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509101025 ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ２７５ｍｍ 丸形防火・防煙ダンパー（自動） 径２７５ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509101030 ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ３００ｍｍ 丸形防火・防煙ダンパー（自動） 径３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509101035 ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ３５０ｍｍ 丸形防火・防煙ダンパー（自動） 径３５０ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509101040 ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ４００ｍｍ 丸形防火・防煙ダンパー（自動） 径４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

ダンパー（丸形） 5509101050 ダンパー（丸形） 防火・防煙ダンパー （自動） φ４５０ｍｍ 丸形防火・防煙ダンパー（自動） 径４５０ｍｍ 個 740 ○ ○ 5509 ダンパー

排煙口 5511011010 排煙口 Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011020 排煙口 Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011025 排煙口 Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口
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排煙口 5511011030 排煙口 Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011032 排煙口 Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011034 排煙口 Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011040 排煙口 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ６００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011042 排煙口 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ６００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011044 排煙口 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ６００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011046 排煙口 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ６００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011050 排煙口 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ７００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011052 排煙口 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ７００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011054 排煙口 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ７００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011056 排煙口 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ７００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011058 排煙口 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ７００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011060 排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ８００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011065 排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ８００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011070 排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ８００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011110 排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ８００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011120 排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ８００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011130 排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ８００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

2704 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

排煙口 5511011140 排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ９００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011150 排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ９００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011160 排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ９００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011170 排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ９００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011180 排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ９００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011190 排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ９００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011200 排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ９００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011080 排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ１０００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011085 排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ１０００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011090 排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ１０００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011092 排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ１０００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011094 排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ１０００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011096 排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ１０００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011098 排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ１０００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511011100 排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ 手動復帰型 排煙口　手動復帰 Ｗ１０００×Ｈ１０００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012010 排煙口 Ｗ３００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ３００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012020 排煙口 Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ４００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012025 排煙口 Ｗ４００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ４００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口
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排煙口 5511012030 排煙口 Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ５００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012032 排煙口 Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ５００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012034 排煙口 Ｗ５００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ５００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012040 排煙口 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ６００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012042 排煙口 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ６００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012044 排煙口 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ６００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012046 排煙口 Ｗ６００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ６００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012050 排煙口 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ７００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012052 排煙口 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ７００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012054 排煙口 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ７００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012056 排煙口 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ７００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012058 排煙口 Ｗ７００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ７００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012060 排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ８００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012065 排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ８００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012070 排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ８００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012110 排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ８００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012120 排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ８００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012130 排煙口 Ｗ８００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ８００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

2706 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

排煙口 5511012140 排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ９００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012150 排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ９００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012160 排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ９００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012170 排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ９００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012180 排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ９００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012190 排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ９００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012200 排煙口 Ｗ９００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ９００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012080 排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ１０００×Ｈ３００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012085 排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ１０００×Ｈ４００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012090 排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ５００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ１０００×Ｈ５００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012092 排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ１０００×Ｈ６００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012094 排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ７００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ１０００×Ｈ７００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012096 排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ８００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ１０００×Ｈ８００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012098 排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ９００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ１０００×Ｈ９００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

排煙口 5511012100 排煙口 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ１，０００ｍｍ 自動復帰型 排煙口　自動復帰 Ｗ１０００×Ｈ１０００ｍｍ 個 740 ○ ○ 5511 排煙口

自動調整弁―ブランド品― 5603111526 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＰＰＤ４１－３ １．６ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ フシマン 蒸気用減圧弁 ＰＰＤ４１－３　呼び径１５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603111528 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＰＰＤ４１－３ １．６ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ フシマン 蒸気用減圧弁 ＰＰＤ４１－３　呼び径２０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603111532 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＰＰＤ４１－３ １．６ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ フシマン 蒸気用減圧弁 ＰＰＤ４１－３　呼び径２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603111502 自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５ フシマン 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０　呼び径１５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603111504 自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ フシマン 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０　呼び径２０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603111506 自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ フシマン 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０　呼び径２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603111508 自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ フシマン 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０　呼び径３２ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603111510 自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ フシマン 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０　呼び径４０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603111512 自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ フシマン 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０　呼び径５０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603111514 自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ フシマン 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０　呼び径６５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603111516 自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ フシマン 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０　呼び径８０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603111518 自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ フシマン 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０　呼び径１００ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603111520 自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１２５ フシマン 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０　呼び径１２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603111522 自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５０ フシマン 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０　呼び径１５０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603111534 自動調整弁 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２００ フシマン 蒸気用減圧弁 Ｐ２６０　呼び径２００ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603112026 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＤ－４０ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ベン 蒸気用減圧弁 ＲＤ－４０　呼び径１５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603112028 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＤ－４０ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ベン 蒸気用減圧弁 ＲＤ－４０　呼び径２０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603112030 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＤ－４０ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ベン 蒸気用減圧弁 ＲＤ－４０　呼び径２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603112002 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５ ベン 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６　呼び径１５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603112004 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ ベン 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６　呼び径２０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603112006 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ ベン 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６　呼び径２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603112008 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ベン 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６　呼び径３２ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603112010 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ベン 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６　呼び径４０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603112012 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ベン 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６　呼び径５０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603112014 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ ベン 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６　呼び径６５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603112016 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ ベン 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６　呼び径８０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603112018 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ ベン 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６　呼び径１００ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603112020 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１２５ ベン 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６　呼び径１２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603112022 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５０ ベン 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６　呼び径１５０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603112032 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２００ ベン 蒸気用減圧弁 ＲＰ－６　呼び径２００ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603113026 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＤ－３０ １．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 蒸気用減圧弁 ＧＤ－３０　呼び径１５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603113028 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＤ－３０ １．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 蒸気用減圧弁 ＧＤ－３０　呼び径２０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603113030 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＤ－３０ １．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ 蒸気用減圧弁 ＧＤ－３０　呼び径２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603113002 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５ ヨシタケ 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００　呼び径１５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603113004 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ ヨシタケ 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００　呼び径２０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603113006 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ ヨシタケ 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００　呼び径２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603113008 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ヨシタケ 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００　呼び径３２ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603113010 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ヨシタケ 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００　呼び径４０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603113012 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ヨシタケ 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００　呼び径５０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603113014 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ ヨシタケ 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００　呼び径６５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603113016 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ ヨシタケ 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００　呼び径８０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603113018 自動調整弁 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ ヨシタケ 蒸気用減圧弁 ＧＰ－１０００　呼び径１００ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603081536 自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ フシマン 液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ １ＭＰａ　ねじ込み　１５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603081538 自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ フシマン 液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ １ＭＰａ　ねじ込み　２０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603081540 自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ フシマン 液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ １ＭＰａ　ねじ込み　２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603081542 自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．６ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ フシマン 液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ １．６ＭＰａ　ねじ込み　３２ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603081544 自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．６ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ フシマン 液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ １．６ＭＰａ　ねじ込み　４０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603081546 自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．６ＭＰａ　ねじ込み 呼び径５０ フシマン 液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ １．６ＭＰａ　ねじ込み　５０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603081548 自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ フシマン 液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ １ＭＰａ　フランジ　３２ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603081550 自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ フシマン 液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ １ＭＰａ　フランジ　４０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603081552 自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ フシマン 液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ １ＭＰａ　フランジ　５０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603081554 自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ フシマン 液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ １ＭＰａ　フランジ　６５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603081556 自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ フシマン 液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ １ＭＰａ　フランジ　８０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603081558 自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ フシマン 液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ １ＭＰａ　フランジ　１００ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603081560 自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１２５ フシマン 液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ １ＭＰａ　フランジ　１２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603081562 自動調整弁 液体用減圧弁 Ｐ１００－３Ｙ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５０ フシマン 液体用減圧弁　Ｐ１００－３Ｙ １ＭＰａ　フランジ　１５０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603082024 自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ベン 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ　呼び径１５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603082026 自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ベン 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ　呼び径２０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603082028 自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ベン 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ　呼び径２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603082048 自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ ベン 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ　呼び径３２ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603082050 自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ ベン 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ　呼び径４０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603082052 自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径５０ ベン 液体用減圧弁 ＲＤ－３１Ｎ　呼び径５０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603082002 自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－１４Ｗ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５～２０ ベン 液体用減圧弁 ＲＤ－１４Ｗ　呼び径１５～２０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603082030 自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１ＦＮ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ ベン 液体用減圧弁 ＲＤ－３１ＦＮ　呼び径２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603082032 自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１ＦＮ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ベン 液体用減圧弁 ＲＤ－３１ＦＮ　呼び径３２ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603082034 自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１ＦＮ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ベン 液体用減圧弁 ＲＤ－３１ＦＮ　呼び径４０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603082036 自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３１ＦＮ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ベン 液体用減圧弁 ＲＤ－３１ＦＮ　呼び径５０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603082038 自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３３ＦＮ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ ベン 液体用減圧弁 ＲＤ－３３ＦＮ　呼び径６５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603082040 自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３３ＦＮ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ ベン 液体用減圧弁 ＲＤ－３３ＦＮ　呼び径８０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603082042 自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３３ＦＮ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ ベン 液体用減圧弁 ＲＤ－３３ＦＮ　呼び径１００ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603082044 自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３３ＦＮ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１２５ ベン 液体用減圧弁 ＲＤ－３３ＦＮ　呼び径１２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603082046 自動調整弁 液体用減圧弁 ＲＤ－３３ＦＮ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５０ ベン 液体用減圧弁 ＲＤ－３３ＦＮ　呼び径１５０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603083024 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ　呼び径１５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603083026 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ　呼び径２０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603083028 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ　呼び径２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603083030 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ　呼び径３２ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603083032 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ　呼び径４０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603083034 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径５０ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２６－ＮＥ　呼び径５０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603083002 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２００　呼び径１５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603083004 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２００　呼び径２０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603083006 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ　呼び径２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603083008 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ　呼び径３２ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603083010 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ　呼び径４０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603083012 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ　呼び径５０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603083014 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ　呼び径６５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603083016 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ　呼び径８０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603083018 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－ＮＥ　呼び径１００ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603083021 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－Ｎ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１２５ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－Ｎ　呼び径１２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603083023 自動調整弁 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－Ｎ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５０ ヨシタケ 液体用減圧弁 ＧＤ－２７－Ｎ　呼び径１５０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603292006 自動調整弁 戸別給水用減圧弁 ＲＤ－４４Ｎ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ベン 戸別給水用減圧弁 ＲＤ－４４Ｎ　呼び径２０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603292010 自動調整弁 戸別給水用減圧弁 ＲＤ－４７Ｎ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ベン 戸別給水用減圧弁 ＲＤ－４７Ｎ　呼び径２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603293002 自動調整弁 戸別給水用減圧弁 ＧＤ－４６ＰＰ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 戸別給水用減圧弁 ＧＤ－４６ＰＰ　呼び径２０ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603293004 自動調整弁 戸別給水用減圧弁 ＧＤ－２５ＧＪ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ 戸別給水用減圧弁 ＧＤ－２５ＧＪ　呼び径２５ 個 741 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603391002 自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ベン 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８　呼び径１５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603391004 自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ベン 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８　呼び径２０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603391006 自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ベン 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８　呼び径２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603391008 自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ ベン 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８　呼び径３２ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603391010 自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ ベン 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８　呼び径４０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603391012 自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径５０ ベン 蒸気・液体用安全逃し弁 ＳＬ－３８　呼び径５０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603392002 自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０　呼び径１５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603392004 自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０　呼び径２０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603392006 自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０　呼び径２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603392008 自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ ヨシタケ 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０　呼び径３２ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603392010 自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ ヨシタケ 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０　呼び径４０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603392012 自動調整弁 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径５０ ヨシタケ 蒸気・液体用安全逃し弁 ＡＬ－１５０　呼び径５０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603301502 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１３ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ フシマン 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１３　呼び径１５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603301504 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１３ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ フシマン 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１３　呼び径２０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603301506 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１３ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ フシマン 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１３　呼び径２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603301508 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１３ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ フシマン 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１３　呼び径３２ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603301510 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１３ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ フシマン 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１３　呼び径４０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603301512 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５ フシマン 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２　呼び径１５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603301514 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ フシマン 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２　呼び径２０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603301516 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ フシマン 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２　呼び径２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603301518 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ フシマン 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２　呼び径３２ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603301520 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ フシマン 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２　呼び径４０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603301522 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ フシマン 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２　呼び径５０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603301524 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ フシマン 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２　呼び径６５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603301526 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ フシマン 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＦ１２　呼び径８０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603301528 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＮ６Ｂ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ フシマン 蒸気用安全逃し弁 ＲＰＮ６Ｂ　呼び径１００ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603302030 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－４４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５ ベン 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－４４　呼び径１５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603302032 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－４４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ ベン 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－４４　呼び径２０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603302034 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－４４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ ベン 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－４４　呼び径２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603302036 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－４４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ベン 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－４４　呼び径４０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603302038 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－４４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ベン 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－４４　呼び径５０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603302024 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－２４Ｈ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ ベン 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－２４Ｈ　呼び径６５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603302026 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－２４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ ベン 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－２４　呼び径８０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603302028 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－２４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ ベン 蒸気用安全逃し弁 ＳＬ－２４　呼び径１００ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603303012 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５ ヨシタケ 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００　呼び径１５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603303014 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ ヨシタケ 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００　呼び径２０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603303016 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ ヨシタケ 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００　呼び径２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603303018 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ヨシタケ 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００　呼び径３２ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603303020 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ヨシタケ 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００　呼び径４０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603303022 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ヨシタケ 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－３００　呼び径５０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603303024 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ ヨシタケ 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－４　呼び径６５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603303026 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ ヨシタケ 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－４　呼び径８０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603303028 自動調整弁 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ ヨシタケ 蒸気用安全逃し弁 ＡＬ－４　呼び径１００ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603311502 自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ フシマン 液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ ねじ込み　呼び径１５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603311504 自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ フシマン 液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ ねじ込み　呼び径２０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603311506 自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ フシマン 液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ ねじ込み　呼び径２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603311508 自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ フシマン 液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ ねじ込み　呼び径３２ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603311510 自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ フシマン 液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ ねじ込み　呼び径４０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603311512 自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ　フランジ 呼び径１５ フシマン 液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ フランジ　呼び径１５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603311514 自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ フシマン 液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ フランジ　呼び径２０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603311516 自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ フシマン 液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ フランジ　呼び径２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603311518 自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ フシマン 液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ フランジ　呼び径３２ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603311520 自動調整弁 液体用逃し弁 Ｒ１０１－１ＢＨＡ １．６ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ フシマン 液体用逃し弁Ｒ１０１－１ＢＨＡ フランジ　呼び径４０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603313028 自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－１５０ＴＲ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 液体用逃し弁 ＡＬ－１５０ＴＲ　呼び径１５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603313030 自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－１５０ＴＲ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 液体用逃し弁 ＡＬ－１５０ＴＲ　呼び径２０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603313032 自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－１５０ＴＲ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ 液体用逃し弁 ＡＬ－１５０ＴＲ　呼び径２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603313034 自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－１５０ＴＲ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ ヨシタケ 液体用逃し弁 ＡＬ－１５０ＴＲ　呼び径３２ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603313036 自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－１５０ＴＲ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ ヨシタケ 液体用逃し弁 ＡＬ－１５０ＴＲ　呼び径４０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603313012 自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５ ヨシタケ 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ　呼び径１５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603313014 自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ ヨシタケ 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ　呼び径２０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603313016 自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ ヨシタケ 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ　呼び径２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603313018 自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ヨシタケ 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ　呼び径３２ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603313020 自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ヨシタケ 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ　呼び径４０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603313022 自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ヨシタケ 液体用逃し弁 ＡＬ－３００Ｔ　呼び径５０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603313024 自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－４Ｔ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ ヨシタケ 液体用逃し弁 ＡＬ－４Ｔ　呼び径６５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603313026 自動調整弁 液体用逃し弁 ＡＬ－４Ｔ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ ヨシタケ 液体用逃し弁 ＡＬ－４Ｔ　呼び径８０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603181502 自動調整弁 液体用温度調節弁 Ｔ８８Ｓ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５ フシマン 液体用温度調節弁 Ｔ８８Ｓ　呼び径１５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603181504 自動調整弁 液体用温度調節弁 Ｔ８８Ｓ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ フシマン 液体用温度調節弁 Ｔ８８Ｓ　呼び径２０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603181506 自動調整弁 液体用温度調節弁 Ｔ８８Ｓ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ フシマン 液体用温度調節弁 Ｔ８８Ｓ　呼び径２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603181508 自動調整弁 液体用温度調節弁 Ｔ８８ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ フシマン 液体用温度調節弁 Ｔ８８　呼び径３２ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603181510 自動調整弁 液体用温度調節弁 Ｔ８８ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ フシマン 液体用温度調節弁 Ｔ８８　呼び径４０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603181512 自動調整弁 液体用温度調節弁 Ｔ８８ ０．７ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ フシマン 液体用温度調節弁 Ｔ８８　呼び径５０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603181514 自動調整弁 液体用温度調節弁 Ｔ８８ ０．７ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ フシマン 液体用温度調節弁 Ｔ８８　呼び径６５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603181516 自動調整弁 液体用温度調節弁 Ｔ８８ ０．５ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ フシマン 液体用温度調節弁 Ｔ８８　呼び径８０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603181518 自動調整弁 液体用温度調節弁 Ｔ８８ ０．５ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ フシマン 液体用温度調節弁 Ｔ８８　呼び径１００ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603181520 自動調整弁 液体用温度調節弁 Ｔ８８ ０．２ＭＰａ　フランジ 呼び径１２５ フシマン 液体用温度調節弁 Ｔ８８　呼び径１２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603181522 自動調整弁 液体用温度調節弁 Ｔ８８ ０．２ＭＰａ　フランジ 呼び径１５０ フシマン 液体用温度調節弁 Ｔ８８　呼び径１５０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603181524 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５ フシマン 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ　呼び径１５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603181526 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ フシマン 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ　呼び径２０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603181528 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ フシマン 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ　呼び径２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603181530 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ フシマン 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ　呼び径３２ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603181532 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ フシマン 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ　呼び径４０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603181534 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ ０．７ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ フシマン 液体用温度調節弁 ＴＬ１０Ｈ　呼び径５０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603182002 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５ ベン 液体用温度調節弁 ＴＤ－２　呼び径１５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603182004 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ ベン 液体用温度調節弁 ＴＤ－２　呼び径２０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603182006 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ ベン 液体用温度調節弁 ＴＤ－２　呼び径２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603182008 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ベン 液体用温度調節弁 ＴＤ－２　呼び径３２ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603182010 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ベン 液体用温度調節弁 ＴＤ－２　呼び径４０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603182024 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ ０．７ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ベン 液体用温度調節弁 ＴＤ－２　呼び径５０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603182026 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ ０．７ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ ベン 液体用温度調節弁 ＴＤ－２　呼び径６５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603182016 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ ０．５ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ ベン 液体用温度調節弁 ＴＤ－２　呼び径８０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603182018 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ ０．４ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ ベン 液体用温度調節弁 ＴＤ－２　呼び径１００ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603182020 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ ０．３５ＭＰａ　フランジ 呼び径１２５ ベン 液体用温度調節弁 ＴＤ－２　呼び径１２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603182022 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＴＤ－２ ０．２ＭＰａ　フランジ 呼び径１５０ ベン 液体用温度調節弁 ＴＤ－２　呼び径１５０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603183002 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．７ＭＰａ　フランジ 呼び径１５ ヨシタケ 液体用温度調節弁 ＯＢ－２　呼び径１５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603183004 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．７ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ ヨシタケ 液体用温度調節弁 ＯＢ－２　呼び径２０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603183006 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．７ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ ヨシタケ 液体用温度調節弁 ＯＢ－２　呼び径２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603183008 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．７ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ヨシタケ 液体用温度調節弁 ＯＢ－２　呼び径３２ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603183010 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．７ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ヨシタケ 液体用温度調節弁 ＯＢ－２　呼び径４０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603183012 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．５ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ヨシタケ 液体用温度調節弁 ＯＢ－２　呼び径５０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603183014 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．５ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ ヨシタケ 液体用温度調節弁 ＯＢ－２　呼び径６５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603183016 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．４ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ ヨシタケ 液体用温度調節弁 ＯＢ－２　呼び径８０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603183018 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．４ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ ヨシタケ 液体用温度調節弁 ＯＢ－２　呼び径１００ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603183020 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．２ＭＰａ　フランジ 呼び径１２５ ヨシタケ 液体用温度調節弁 ＯＢ－２　呼び径１２５ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603183022 自動調整弁 液体用温度調節弁 ＯＢ－２ ０．２ＭＰａ　フランジ 呼び径１５０ ヨシタケ 液体用温度調節弁 ＯＢ－２　呼び径１５０ 個 742 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603201502 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ Ｂ－１０Ｃ ０．７，１．４ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ フシマン 蒸気用バケット式トラップ Ｂ－１０Ｃ　呼び径１５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603201504 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ Ｂ－１０Ｃ ０．７，１．４ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ フシマン 蒸気用バケット式トラップ Ｂ－１０Ｃ　呼び径２０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603201506 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ Ｂ－１０Ｃ ０．７，１．４ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ フシマン 蒸気用バケット式トラップ Ｂ－１０Ｃ　呼び径２５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603202002 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－１Ｈ（Ｇ） ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ベン 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－１Ｈ（Ｇ）　呼び径１５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603202004 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－１Ｈ（Ｇ） ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ベン 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－１Ｈ（Ｇ）　呼び径２０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603202006 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－１Ｈ（Ｇ） ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ベン 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－１Ｈ（Ｇ）　呼び径２５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603202008 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－２Ｈ（Ｇ） ０．７ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ベン 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－２Ｈ（Ｇ）　呼び径３２ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603202010 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－２Ｈ（Ｇ） ０．７ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ベン 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－２Ｈ（Ｇ）　呼び径４０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603202012 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－２Ｈ（Ｇ） ０．７ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ベン 蒸気用バケット式トラップ ＡＫ－２Ｈ（Ｇ）　呼び径５０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603203002 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－８８０ １．０５ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－８８０　呼び径１５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603203004 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－８８０ １．０５ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－８８０　呼び径２０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603203006 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－８８１ １．６ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－８８１　呼び径２５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603203016 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５ ヨシタケ 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５　呼び径１５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603203018 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ ヨシタケ 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５　呼び径２０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603203020 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ ヨシタケ 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５　呼び径２５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603203008 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ヨシタケ 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５　呼び径３２ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603203010 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ヨシタケ 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５　呼び径４０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603203012 自動調整弁 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ヨシタケ 蒸気用バケット式トラップ ＴＢ－５　呼び径５０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603321502 自動調整弁 蒸気用ディスク式トラップ ＤＫ４７ ２．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ フシマン 蒸気用ディスク式トラップ ＤＫ４７　呼び径１５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603321504 自動調整弁 蒸気用ディスク式トラップ ＤＫ４７ ２．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ フシマン 蒸気用ディスク式トラップ ＤＫ４７　呼び径２０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603321506 自動調整弁 蒸気用ディスク式トラップ ＤＫ４７ ２．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ フシマン 蒸気用ディスク式トラップ ＤＫ４７　呼び径２５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603323002 自動調整弁 蒸気用ディスク式トラップ ＴＤ－１０ＮＡ ２．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 蒸気用ディスク式トラップ ＴＤ－１０ＮＡ　呼び径１５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603323004 自動調整弁 蒸気用ディスク式トラップ ＴＤ－１０ＮＡ ２．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 蒸気用ディスク式トラップ ＴＤ－１０ＮＡ　呼び径２０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603323006 自動調整弁 蒸気用ディスク式トラップ ＴＤ－１０ＮＡ ２．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ 蒸気用ディスク式トラップ ＴＤ－１０ＮＡ　呼び径２５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603191502 自動調整弁 蒸気用バイメタル式トラップ ＢＫ４５ ２．１ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５～２５ フシマン 蒸気用バイメタル式トラップ ＢＫ４５　呼び径１５～２５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603211502 自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＢＦＦ２７ ０．４ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５～２０ フシマン 蒸気用多量トラップ ＢＦＦ２７　呼び径１５～２０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603211506 自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＢＦＦ２７ ０．４ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５～３２ フシマン 蒸気用多量トラップ ＢＦＦ２７　呼び径２５～３２ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603211510 自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＢＦＦ２７ ０．４ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０～５０ フシマン 蒸気用多量トラップ ＢＦＦ２７　呼び径４０～５０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603211514 自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＢＦＦ２７ ０．４ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ フシマン 蒸気用多量トラップ ＢＦＦ２７　呼び径６５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603211516 自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＢＦＦ２７ ０．４ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ フシマン 蒸気用多量トラップ ＢＦＦ２７　呼び径８０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603212002 自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＡＦ－１１Ｈ ０．５ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５～２０ ベン 蒸気用多量トラップ ＡＦ－１１Ｈ　呼び径１５～２０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603212006 自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＡＦ－１１Ｈ ０．５ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５～３２ ベン 蒸気用多量トラップ ＡＦ－１１Ｈ　呼び径２５～３２ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603212010 自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＡＦ－１１Ｈ ０．５ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０～５０ ベン 蒸気用多量トラップ ＡＦ－１１Ｈ　呼び径４０～５０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603212014 自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＡＦ－１１ＨＦ ０．３５ＭＰａ　フランジ 呼び径６５～８０ ベン 蒸気用多量トラップ ＡＦ－１１ＨＦ　呼径６５～８０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603213018 自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＴＳＦ－１０－５ ０．５ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 蒸気用多量トラップ ＴＳＦ－１０－５　呼び径２０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603213020 自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＴＳＦ－１０－５ ０．５ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ 蒸気用多量トラップ ＴＳＦ－１０－５　呼び径２５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603213022 自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＴＳＦ－１１－５ ０．５ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ ヨシタケ 蒸気用多量トラップ ＴＳＦ－１１－５　呼び径３２ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603213024 自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＴＳＦ－１１－５ ０．５ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ ヨシタケ 蒸気用多量トラップ ＴＳＦ－１１－５　呼び径４０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603213026 自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＴＳＦ－１１－５ ０．５ＭＰａ　ねじ込み 呼び径５０ ヨシタケ 蒸気用多量トラップ ＴＳＦ－１１－５　呼び径５０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

2720 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

自動調整弁―ブランド品― 5603213014 自動調整弁 蒸気用多量トラップ ＴＦ－１ ０．３ＭＰａ　フランジ 呼び径６５～８０ ヨシタケ 蒸気用多量トラップ ＴＦ－１　呼び径６５～８０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603371502 自動調整弁 蒸気用バイパス付きトラップ ＨＢＳ２０ １．６ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５～２５ フシマン 蒸気用バイパス付きトラップ ＨＢＳ２０　呼び径１５～２５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603372002 自動調整弁 蒸気用バイパス付きトラップ ＡＴＢ－５ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５～２５ ベン 蒸気用バイパス付きトラップ ＡＴＢ－５　呼び径１５～２５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603372502 自動調整弁 蒸気用バイパス付きトラップ Ｎｏ．６２Ｓ－Ｌ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ 本山製作所 蒸気用バイパス付きトラップ Ｎｏ．６２Ｓ－Ｌ　呼び径１５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603372504 自動調整弁 蒸気用バイパス付きトラップ Ｎｏ．６２Ｓ－Ｌ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０～２５ 本山製作所 蒸気用バイパス付きトラップ Ｎｏ．６２Ｓ－Ｌ呼径２０～２５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603373002 自動調整弁 蒸気用バイパス付きトラップ ＴＳ－７ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 蒸気用バイパス付きトラップ ＴＳ－７　呼び径１５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603373008 自動調整弁 蒸気用バイパス付きトラップ ＴＳ－７ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 蒸気用バイパス付きトラップ ＴＳ－７　呼び径２０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603373006 自動調整弁 蒸気用バイパス付きトラップ ＴＳ－７ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ 蒸気用バイパス付きトラップ ＴＳ－７　呼び径２５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272002 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４　呼び径１５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272004 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４　呼び径２０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272006 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４　呼び径２５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272008 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４　呼び径３２ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272010 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４　呼び径４０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272012 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径５０ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－４　呼び径５０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272034 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６　呼び径１５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272036 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６　呼び径２０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272038 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６　呼び径２５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272040 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６　呼び径３２ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603272042 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６　呼び径４０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272016 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６　呼び径５０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272018 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６　呼び径６５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272020 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６　呼び径８０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272022 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６　呼び径１００ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272024 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１２５ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６　呼び径１２５ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272026 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５０ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６　呼び径１５０ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603272028 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２００ ベン Ｙ形ストレーナ ＫＹ－６　呼び径２００ 個 743 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273002 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５ ２．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５　呼び径１５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273004 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５ ２．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５　呼び径２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273006 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５ ２．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５　呼び径２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273008 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５ ２．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５　呼び径３２ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273010 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５ ２．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５　呼び径４０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273012 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５ ２．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径５０ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－５　呼び径５０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273034 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０　呼び径１５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273036 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０　呼び径２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273038 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０　呼び径２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273040 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０　呼び径３２ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603273042 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０　呼び径４０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273016 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０　呼び径５０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273018 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０　呼び径６５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273020 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０　呼び径８０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273022 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０　呼び径１００ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273024 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１２５ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０　呼び径１２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273026 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５０ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０　呼び径１５０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603273028 自動調整弁 Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２００ ヨシタケ Ｙ形ストレーナ ＳＹ－４０　呼び径２００ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603332002 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ベン Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１　呼び径３２ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603332003 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ベン Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１　呼び径４０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603332006 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ベン Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１　呼び径５０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603332008 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ ベン Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１　呼び径６５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603332010 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ ベン Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１　呼び径８０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603332012 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ ベン Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１　呼び径１００ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603332014 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１２５ ベン Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１　呼び径１２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603332016 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５０ ベン Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１　呼び径１５０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603332020 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１（６０メッシュ） １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２００ ベン Ｕ形ストレーナ ＫＵ－１　呼び径２００ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603333002 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ヨシタケ Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０　呼び径３２ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603333004 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ヨシタケ Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０　呼び径４０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603333006 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ヨシタケ Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０　呼び径５０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603333008 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ ヨシタケ Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０　呼び径６５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603333010 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ ヨシタケ Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０　呼び径８０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603333012 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ ヨシタケ Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０　呼び径１００ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603333014 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１２５ ヨシタケ Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０　呼び径１２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603333016 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５０ ヨシタケ Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０　呼び径１５０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603333018 自動調整弁 Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０Ｈ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２００ ヨシタケ Ｕ形ストレーナ ＳＵ－２０Ｈ　呼び径２００ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603151526 自動調整弁 ボールジョイント Ｊ１０２ ２．０ＭＰａ　溶接 呼び径６５ フシマン ボールジョイント Ｊ１０２　呼び径６５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603151528 自動調整弁 ボールジョイント Ｊ１０２ ２．０ＭＰａ　溶接 呼び径８０ フシマン ボールジョイント Ｊ１０２　呼び径８０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603151530 自動調整弁 ボールジョイント Ｊ１０２ ２．０ＭＰａ　溶接 呼び径１００ フシマン ボールジョイント Ｊ１０２　呼び径１００ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603151532 自動調整弁 ボールジョイント Ｊ１０２ ２．０ＭＰａ　溶接 呼び径１２５ フシマン ボールジョイント Ｊ１０２　呼び径１２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603151534 自動調整弁 ボールジョイント Ｊ１０２ ２．０ＭＰａ　溶接 呼び径１５０ フシマン ボールジョイント Ｊ１０２　呼び径１５０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603151536 自動調整弁 ボールジョイント Ｊ１０２ ２．０ＭＰａ　溶接 呼び径２００ フシマン ボールジョイント Ｊ１０２　呼び径２００ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603151538 自動調整弁 ボールジョイント Ｊ１０２ ２．０ＭＰａ　溶接 呼び径２５０ フシマン ボールジョイント Ｊ１０２　呼び径２５０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603151540 自動調整弁 ボールジョイント Ｊ１０２ ２．０ＭＰａ　溶接 呼び径３００ フシマン ボールジョイント Ｊ１０２　呼び径３００ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152018 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－１ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ベン ボールジョイント ＪＵ－１　呼び径２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152020 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－１ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ ベン ボールジョイント ＪＵ－１　呼び径３２ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603152022 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－１ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ ベン ボールジョイント ＪＵ－１　呼び径４０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152024 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－１ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径５０ ベン ボールジョイント ＪＵ－１　呼び径５０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152002 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ ベン ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ　呼び径６５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152004 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ ベン ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ　呼び径８０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152006 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ ベン ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ　呼び径１００ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152008 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１２５ ベン ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ　呼び径１２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152010 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５０ ベン ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ　呼び径１５０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152012 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２００ ベン ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ　呼び径２００ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152014 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５０ ベン ボールジョイント ＪＵ－３Ｆ　呼び径２５０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152026 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ ２．０ＭＰａ　溶接 呼び径６５ ベン ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ　呼び径６５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152028 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ ２．０ＭＰａ　溶接 呼び径８０ ベン ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ　呼び径８０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152030 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ ２．０ＭＰａ　溶接 呼び径１００ ベン ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ　呼び径１００ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152032 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ ２．０ＭＰａ　溶接 呼び径１２５ ベン ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ　呼び径１２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152034 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ ２．０ＭＰａ　溶接 呼び径１５０ ベン ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ　呼び径１５０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152036 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ ２．０ＭＰａ　溶接 呼び径２００ ベン ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ　呼び径２００ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603152038 自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ ２．０ＭＰａ　溶接 呼び径２５０ ベン ボールジョイント ＪＵ－４Ｗ　呼び径２５０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603341510 自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 Ａ１１３ ＢＳ１．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５～２５ フシマン 冷温水用自動空気抜弁 Ａ１１３　呼び径１５～２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603341520 自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＡＡＳ４０－３Ｆ ＳＵＳ１．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ フシマン 冷温水用自動空気抜弁 ＡＡＳ４０－３Ｆ　呼び径２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603342002 自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＡＦ－４Ｓ ＦＣ１．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５～２０ ベン 冷温水用自動空気抜弁 ＡＦ－４Ｓ　呼び径１５～２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603342006 自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＡＦ－４Ｓ ＦＣ１．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５～３２ ベン 冷温水用自動空気抜弁 ＡＦ－４Ｓ　呼び径２５～３２ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603342026 自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＡＦ－１７Ｎ ＣＡＣ１．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５～２５ ベン 冷温水用自動空気抜弁 ＡＦ－１７Ｎ　呼び径１５～２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603342018 自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＡＦ－１０ ＳＵＳ１．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５～２５ ベン 冷温水用自動空気抜弁 ＡＦ－１０　呼び径１５～２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603342518 自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＡＶ－８ ＳＵＳ０．８ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５～２０ 本山製作所 冷温水用自動空気抜弁 ＡＶ－８　呼び径１５～２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603342522 自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＡＶ－８ ＳＵＳ０．８ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ 本山製作所 冷温水用自動空気抜弁 ＡＶ－８　呼び径２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603342524 自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＡＶ－８ ＳＵＳ０．８ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ 本山製作所 冷温水用自動空気抜弁 ＡＶ－８　呼び径３２ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603343002 自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－３ ＦＣＤ１．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５～２０ ヨシタケ 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－３　呼び径１５～２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603343006 自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－３ ＦＣＤ１．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５～３２ ヨシタケ 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－３　呼び径２５～３２ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603343010 自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－２２ＭＬ ＣＡＣ１．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－２２ＭＬ　呼び径１５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603343012 自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－２２ＭＬ ＣＡＣ１．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－２２ＭＬ　呼び径２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603343014 自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－２２ＭＬ ＣＡＣ１．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－２２ＭＬ　呼び径２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603343018 自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－１６ ＳＵＳ１．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５～２０ ヨシタケ 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－１６　呼び径１５～２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603343022 自動調整弁 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－１６ ＳＵＳ１．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ 冷温水用自動空気抜弁 ＴＡ－１６　呼び径２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603352008 自動調整弁 水撃防止弁 ＷＨＡ－１Ｎ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ベン 水撃防止弁 ＷＨＡ－１Ｎ　呼び径１５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603352010 自動調整弁 水撃防止弁 ＷＨＡ－１Ｎ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ベン 水撃防止弁 ＷＨＡ－１Ｎ　呼び径２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603352012 自動調整弁 水撃防止弁 ＷＨＡ－１Ｎ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ベン 水撃防止弁 ＷＨＡ－１Ｎ　呼び径２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603352502 自動調整弁 水撃防止弁 Ｍ－０００　Ｍ－５０ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ 本山製作所 水撃防止弁 Ｍ－０００　Ｍ５０　呼び径１５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603352504 自動調整弁 水撃防止弁 Ｍ－０００　Ｍ－１００ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ 本山製作所 水撃防止弁 Ｍ－０００　Ｍ１００呼び径２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603352506 自動調整弁 水撃防止弁 Ｍ－０００　Ｍ－２００ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ 本山製作所 水撃防止弁 Ｍ－０００　Ｍ２００呼び径２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603353002 自動調整弁 水撃防止弁 ＷＰ－１ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 水撃防止弁 ＷＰ－１　呼び径１５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603353004 自動調整弁 水撃防止弁 ＷＰ－１ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 水撃防止弁 ＷＰ－１　呼び径２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603353006 自動調整弁 水撃防止弁 ＷＰ－１ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ 水撃防止弁 ＷＰ－１　呼び径２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603243510 自動調整弁 定流量弁 ＢＶＳＨＮ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ キッツ 定流量弁 ＢＶＳＨＮ　呼び径１５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603243512 自動調整弁 定流量弁 ＢＶＳＨＮ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ キッツ 定流量弁 ＢＶＳＨＮ　呼び径２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603242010 自動調整弁 定流量弁 ＦＤ－６Ｎ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ベン 定流量弁 ＦＤ－６Ｎ　呼び径１５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603242012 自動調整弁 定流量弁 ＦＤ－６Ｎ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ベン 定流量弁 ＦＤ－６Ｎ　呼び径２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603131502 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 Ｄ ０．４ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径１５ フシマン 蒸気用放熱器弁 Ｄ　アングル形　呼び径１５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603131504 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 Ｄ ０．４ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２０ フシマン 蒸気用放熱器弁 Ｄ　アングル形　呼び径２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603131510 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 Ｄ ０．４ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径１５ フシマン 蒸気用放熱器弁 Ｄ　ストレート形　呼び径１５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603131512 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 Ｄ ０．４ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２０ フシマン 蒸気用放熱器弁 Ｄ　ストレート形　呼び径２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603132002 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ａ ０．４ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径１５ ベン 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ａ　呼び径１５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603132004 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ａ ０．４ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２０ ベン 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ａ　呼び径２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603132006 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ａ ０．４ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２５ ベン 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ａ　呼び径２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603132018 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ａ ０．４ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径３２ ベン 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ａ　呼び径３２ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603132010 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ｓ ０．４ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径１５ ベン 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ｓ　呼び径１５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603132012 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ｓ ０．４ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２０ ベン 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ｓ　呼び径２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603132014 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ｓ ０．４ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２５ ベン 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ｓ　呼び径２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603132020 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ｓ ０．４ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径３２ ベン 蒸気用放熱器弁 ＨＢ－１Ｓ　呼び径３２ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603133002 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ａ ０．３ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ａ　呼び径１５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603133004 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ａ ０．３ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ａ　呼び径２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603133006 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ａ ０．３ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ａ　呼び径２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603133010 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ｓ ０．３ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ｓ　呼び径１５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603133012 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ｓ ０．３ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ｓ　呼び径２０ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603133014 自動調整弁 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ｓ ０．３ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ 蒸気用放熱器弁 ＦＶ－２Ｓ　呼び径２５ 個 744 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603121502 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２ ０．１ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径１５ フシマン 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２　アングル　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603121504 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２ ０．１ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２０ フシマン 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２　アングル　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603121506 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２ ０．１ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２５ フシマン 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２　アングル　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603121510 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２ ０．１ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径１５ フシマン 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２　ストレート　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603121512 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２ ０．１ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２０ フシマン 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２　ストレート　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603121514 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２ ０．１ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２５ フシマン 蒸気用放熱器トラップ Ｓ２　ストレート　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603122002 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ａ ０．１ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径１５ ベン 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ａ　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603122004 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ａ ０．１ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２０ ベン 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ａ　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603122006 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ａ ０．１ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２５ ベン 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ａ　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603122010 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ｓ ０．１ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径１５ ベン 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ｓ　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603122012 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ｓ ０．１ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２０ ベン 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ｓ　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603122014 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ｓ ０．１ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２５ ベン 蒸気用放熱器トラップ ＡＴ－１Ｓ　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603123002 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ａ ０．１ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ａ　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603123004 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ａ ０．１ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ａ　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603123006 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ａ ０．１ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ａ　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603123010 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ｓ ０．１ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ｓ　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603123012 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ｓ ０．１ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ｓ　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603123014 自動調整弁 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ｓ ０．１ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ 蒸気用放熱器トラップ ＴＳ－１Ｓ　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163518 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＮＡ １．０ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径１５ キッツ 温水用放熱器弁 ＢＮＡ　アングル　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163520 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＮＡ １．０ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２０ キッツ 温水用放熱器弁 ＢＮＡ　アングル　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163522 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＮＡ １．０ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２５ キッツ 温水用放熱器弁 ＢＮＡ　アングル　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163524 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＲＡ １．０ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径１５ キッツ 温水用放熱器弁 ＢＲＡ　アングル　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163526 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＲＡ １．０ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２０ キッツ 温水用放熱器弁 ＢＲＡ　アングル　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163528 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＲＡ １．０ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２５ キッツ 温水用放熱器弁 ＢＲＡ　アングル　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163530 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＮＳ １．０ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径１５ キッツ 温水用放熱器弁 ＢＮＳ　ストレート　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163532 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＮＳ １．０ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２０ キッツ 温水用放熱器弁 ＢＮＳ　ストレート　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163534 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＮＳ １．０ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２５ キッツ 温水用放熱器弁 ＢＮＳ　ストレート　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603163536 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＲＳ １．０ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径１５ キッツ 温水用放熱器弁 ＢＲＳ　ストレート　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163538 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＲＳ １．０ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２０ キッツ 温水用放熱器弁 ＢＲＳ　ストレート　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163540 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＢＲＳ １．０ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２５ キッツ 温水用放熱器弁 ＢＲＳ　ストレート　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603161506 自動調整弁 温水用放熱器弁 Ｄ ０．４ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２５ フシマン 温水用放熱器弁 Ｄ　アングル　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603161508 自動調整弁 温水用放熱器弁 Ｄ ０．４ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径３２ フシマン 温水用放熱器弁 Ｄ　アングル　呼び径３２ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603161514 自動調整弁 温水用放熱器弁 Ｄ ０．４ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２５ フシマン 温水用放熱器弁 Ｄ　ストレート　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603161516 自動調整弁 温水用放熱器弁 Ｄ ０．４ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径３２ フシマン 温水用放熱器弁 Ｄ　ストレート　呼び径３２ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603162002 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＧ－３Ａ ０．３５ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径１５ ベン 温水用放熱器弁 ＨＧ－３Ａ　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603162004 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＧ－３Ａ ０．３５ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２０ ベン 温水用放熱器弁 ＨＧ－３Ａ　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603162018 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＧ－４Ａ ０．３５ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径１５ ベン 温水用放熱器弁 ＨＧ－４Ａ　アングル呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603162020 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＧ－４Ａ ０．３５ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２０ ベン 温水用放熱器弁 ＨＧ－４Ａ　アングル呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603162010 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＧ－３Ｓ ０．３５ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径１５ ベン 温水用放熱器弁 ＨＧ－３Ｓ　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603162012 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＧ－３Ｓ ０．３５ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２０ ベン 温水用放熱器弁 ＨＧ－３Ｓ　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603162022 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＧ－４Ｓ ０．３５ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径１５ ベン 温水用放熱器弁 ＨＧ－４Ｓ　ストレート呼径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603162024 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＧ－４Ｓ ０．３５ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２０ ベン 温水用放熱器弁 ＨＧ－４Ｓ　ストレート呼径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163002 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＶ－３ ０．６ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 温水用放熱器弁 ＨＶ－３　アングル　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163004 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＶ－３ ０．６ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 温水用放熱器弁 ＨＶ－３　アングル　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163010 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＶ－３ ０．６ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 温水用放熱器弁 ＨＶ－３　ストレート　呼径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603163012 自動調整弁 温水用放熱器弁 ＨＶ－３ ０．６ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 温水用放熱器弁 ＨＶ－３　ストレート　呼径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163018 自動調整弁 温水用放熱器弁 １０９リターンバルブ １．０ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 温水用放熱器弁 １０９バルブ　アングル呼径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163020 自動調整弁 温水用放熱器弁 １０９リターンバルブ １．０ＭＰａ　アングル形ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 温水用放熱器弁 １０９バルブ　アングル呼径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163022 自動調整弁 温水用放熱器弁 １０９リターンバルブ １．０ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ 温水用放熱器弁 １０９バルブ　ストレート呼１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603163024 自動調整弁 温水用放熱器弁 １０９リターンバルブ １．０ＭＰａ　ストレート形ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ 温水用放熱器弁 １０９バルブ　ストレート呼２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603091518 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ Ｆ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ フシマン Ｆ形サイレンサ Ｆ　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603091520 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ Ｆ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ フシマン Ｆ形サイレンサ Ｆ　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603091522 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ Ｆ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ フシマン Ｆ形サイレンサ Ｆ　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603091524 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ Ｆ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ フシマン Ｆ形サイレンサ Ｆ　呼び径３２ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603091526 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ Ｆ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ フシマン Ｆ形サイレンサ Ｆ　呼び径４０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603091528 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ Ｆ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径５０ フシマン Ｆ形サイレンサ Ｆ　呼び径５０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603092018 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ベン Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603092020 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ベン Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603092022 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ベン Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603092024 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ ベン Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１　呼び径３２ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603092026 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ ベン Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１　呼び径４０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603092028 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径５０ ベン Ｆ形サイレンサ ＱＨ－１　呼び径５０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603093018 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603093020 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603093022 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603093024 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ ヨシタケ Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１　呼び径３２ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603093026 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ ヨシタケ Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１　呼び径４０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603093028 自動調整弁 Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径５０ ヨシタケ Ｆ形サイレンサ ＭＳ－１　呼び径５０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603091502 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ Ｓ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ フシマン Ｓ形サイレンサ Ｓ　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603091504 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ Ｓ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ フシマン Ｓ形サイレンサ Ｓ　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603091506 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ Ｓ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ フシマン Ｓ形サイレンサ Ｓ　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603091508 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ Ｓ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ フシマン Ｓ形サイレンサ Ｓ　呼び径３２ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603091510 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ Ｓ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ フシマン Ｓ形サイレンサ Ｓ　呼び径４０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603091512 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ Ｓ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径５０ フシマン Ｓ形サイレンサ Ｓ　呼び径５０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603092002 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ベン Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603092004 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ベン Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603092006 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ベン Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603092008 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ ベン Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２　呼び径３２ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603092010 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ ベン Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２　呼び径４０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603092012 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径５０ ベン Ｓ形サイレンサ ＱＨ－２　呼び径５０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603093002 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径１５ ヨシタケ Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２　呼び径１５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動調整弁―ブランド品― 5603093004 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２０ ヨシタケ Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２　呼び径２０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603093006 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径２５ ヨシタケ Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２　呼び径２５ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603093008 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径３２ ヨシタケ Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２　呼び径３２ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603093010 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径４０ ヨシタケ Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２　呼び径４０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603093012 自動調整弁 Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２ ０．７ＭＰａ　ねじ込み 呼び径５０ ヨシタケ Ｓ形サイレンサ ＭＳ－２　呼び径５０ 個 745 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261590 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　単式フランジ（鋼管用） 呼び径２０ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　単式　呼び径２０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261592 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　単式フランジ（鋼管用） 呼び径２５ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　単式　呼び径２５ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261594 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　単式フランジ（鋼管用） 呼び径３２ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　単式　呼び径３２ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261596 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　単式フランジ（鋼管用） 呼び径４０ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　単式　呼び径４０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261598 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　単式フランジ（鋼管用） 呼び径５０ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　単式　呼び径５０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261600 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　単式フランジ（鋼管用） 呼び径６５ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　単式　呼び径６５ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261602 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　単式フランジ（鋼管用） 呼び径８０ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　単式　呼び径８０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261604 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　単式フランジ（鋼管用） 呼び径１００ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　単式　呼び径１００ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261606 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　単式フランジ（鋼管用） 呼び径１２５ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　単式　呼び径１２５ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261608 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　単式フランジ（鋼管用） 呼び径１５０ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　単式　呼び径１５０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261610 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　単式フランジ（鋼管用） 呼び径２００ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　単式　呼び径２００ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261612 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　単式フランジ（鋼管用） 呼び径２５０ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　単式　呼び径２５０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261613 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　単式フランジ（鋼管用） 呼び径３００ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　単式　呼び径３００ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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伸縮管継手 5603261614 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用） 呼び径２０ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　複式　呼び径２０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261616 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用） 呼び径２５ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　複式　呼び径２５ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261618 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用） 呼び径３２ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　複式　呼び径３２ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261620 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用） 呼び径４０ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　複式　呼び径４０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261622 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用） 呼び径５０ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　複式　呼び径５０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261624 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用） 呼び径６５ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　複式　呼び径６５ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261626 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用） 呼び径８０ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　複式　呼び径８０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261628 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用） 呼び径１００ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　複式　呼び径１００ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261630 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用） 呼び径１２５ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　複式　呼び径１２５ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261632 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用） 呼び径１５０ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　複式　呼び径１５０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261634 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用） 呼び径２００ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　複式　呼び径２００ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261636 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用） 呼び径２５０ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　複式　呼び径２５０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手 5603261638 伸縮管継手 ベローズ形 ＪＩＳ　Ｂ　２３５２　１．０ＭＰａ　複式フランジ（鋼管用） 呼び径３００ 各社 伸縮管継手　ベローズ形 ＪＩＳ　複式　呼び径３００ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603231512 伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４ ２．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ フシマン 伸縮管継手　スリーブ形 Ｊ１０４　呼び径２５ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603231514 伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４ ２．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ フシマン 伸縮管継手　スリーブ形 Ｊ１０４　呼び径３２ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603231516 伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４ ２．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ フシマン 伸縮管継手　スリーブ形 Ｊ１０４　呼び径４０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603231518 伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ フシマン 伸縮管継手　スリーブ形 Ｊ１０４　呼び径５０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603231520 伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ フシマン 伸縮管継手　スリーブ形 Ｊ１０４　呼び径６５ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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伸縮管継手―ブランド品― 5603231522 伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ フシマン 伸縮管継手　スリーブ形 Ｊ１０４　呼び径８０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603231502 伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ フシマン 伸縮管継手　スリーブ形 Ｊ１０４　呼び径１００ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603231524 伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１２５ フシマン 伸縮管継手　スリーブ形 Ｊ１０４　呼び径１２５ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603231504 伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５０ フシマン 伸縮管継手　スリーブ形 Ｊ１０４　呼び径１５０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603231506 伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２００ フシマン 伸縮管継手　スリーブ形 Ｊ１０４　呼び径２００ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603231508 伸縮管継手 スリーブ形 Ｊ１０４ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５０ フシマン 伸縮管継手　スリーブ形 Ｊ１０４　呼び径２５０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603232010 伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０～２５ ベン 伸縮管継手　スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ　呼び径２０～２５ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603232014 伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ベン 伸縮管継手　スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ　呼び径３２ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603232016 伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ベン 伸縮管継手　スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ　呼び径４０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603232018 伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ベン 伸縮管継手　スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ　呼び径５０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603232020 伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ ベン 伸縮管継手　スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ　呼び径６５ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603232022 伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ ベン 伸縮管継手　スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ　呼び径８０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603232002 伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ ベン 伸縮管継手　スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ　呼び径１００ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603232024 伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１２５ ベン 伸縮管継手　スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ　呼び径１２５ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603232004 伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５０ ベン 伸縮管継手　スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ　呼び径１５０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603232006 伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２００ ベン 伸縮管継手　スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ　呼び径２００ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603232008 伸縮管継手 スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５０ ベン 伸縮管継手　スリーブ形 ＪＳ－５ＨＦ　呼び径２５０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603233010 伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０～２５ ヨシタケ 伸縮管継手　スリーブ形 ＥＳ－１０－１００呼２０～２５ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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伸縮管継手―ブランド品― 5603233014 伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ヨシタケ 伸縮管継手　スリーブ形 ＥＳ－１０－１００　呼び径３２ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603233016 伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ヨシタケ 伸縮管継手　スリーブ形 ＥＳ－１０－１００　呼び径４０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603233018 伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ヨシタケ 伸縮管継手　スリーブ形 ＥＳ－１０－１００　呼び径５０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603233020 伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径６５ ヨシタケ 伸縮管継手　スリーブ形 ＥＳ－１０－１００　呼び径６５ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603233022 伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径８０ ヨシタケ 伸縮管継手　スリーブ形 ＥＳ－１０－１００　呼び径８０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603233002 伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１００ ヨシタケ 伸縮管継手　スリーブ形 ＥＳ－１０－１００　呼径１００ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603233024 伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１２５ ヨシタケ 伸縮管継手　スリーブ形 ＥＳ－１０－１００　呼径１２５ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603233004 伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径１５０ ヨシタケ 伸縮管継手　スリーブ形 ＥＳ－１０－１００　呼径１５０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603233006 伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２００ ヨシタケ 伸縮管継手　スリーブ形 ＥＳ－１０－１００　呼径２００ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

伸縮管継手―ブランド品― 5603233008 伸縮管継手 スリーブ形 ＥＳ－１０－１００ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５０ ヨシタケ 伸縮管継手　スリーブ形 ＥＳ－１０－１００　呼径２５０ 個 746 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013205002
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長９
７ｍｍ 愛知タイヤ工業

ＳＢジョイント　球型 ２５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013205004
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長９
６ｍｍ 愛知タイヤ工業

ＳＢジョイント　球型 ３２　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013205006
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長９
６ｍｍ 愛知タイヤ工業

ＳＢジョイント　球型 ４０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013205008
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長１
０６ｍｍ 愛知タイヤ工業

ＳＢジョイント　球型 ５０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013205010
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長１
１６ｍｍ 愛知タイヤ工業

ＳＢジョイント　球型 ６５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013205012
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長１
３３ｍｍ 愛知タイヤ工業

ＳＢジョイント　球型 ８０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013205014
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×長
１３６ｍｍ 愛知タイヤ工業

ＳＢジョイント　球型 １００ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013205016
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長
１７５ｍｍ 愛知タイヤ工業

ＳＢジョイント　球型 １２５ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

2736 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

フレキシブル継手―ブランド品― 5013205018
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長
１８５ｍｍ 愛知タイヤ工業

ＳＢジョイント　球型 １５０ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013205020
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２００ｍｍ×長
２０９ｍｍ 愛知タイヤ工業

ＳＢジョイント　球型 ２００ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013205022
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５０ｍｍ×長
２３７ｍｍ 愛知タイヤ工業

ＳＢジョイント　球型 ２５０ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013205024
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＳＢジョイント 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３００ｍｍ×長
２６４ｍｍ 愛知タイヤ工業

ＳＢジョイント　球型 ３００ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201428
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径３２ｍｍ×長１
５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

トーゼンフレックス　球型 ３２　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201430
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径４０ｍｍ×長１
５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

トーゼンフレックス　球型 ４０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201432
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径５０ｍｍ×長１
５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

トーゼンフレックス　球型 ５０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201434
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径６５ｍｍ×長１
５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

トーゼンフレックス　球型 ６５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201436
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径８０ｍｍ×長１
５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

トーゼンフレックス　球型 ８０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201438
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径１００ｍｍ×長
１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

トーゼンフレックス　球型 １００　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201440
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径１２５ｍｍ×長
１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

トーゼンフレックス　球型 １２５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201442
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径１５０ｍｍ×長
１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

トーゼンフレックス　球型 １５０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201444
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径２００ｍｍ×長
１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

トーゼンフレックス　球型 ２００　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201446
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径２５０ｍｍ×長
２００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

トーゼンフレックス　球型 ２５０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201448
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 トーゼンフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径３００ｍｍ×長
２００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

トーゼンフレックス　球型 ３００　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201126
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２０ｍｍ
×長１２０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＴＯＵＧＨＬＥＸ　低反力型 ２０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201128
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５ｍｍ
×長１２０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＴＯＵＧＨＬＥＸ　低反力型 ２５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201130
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３２ｍｍ
×長１７５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＴＯＵＧＨＬＥＸ　低反力型 ３２　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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フレキシブル継手―ブランド品― 5013201132
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径４０ｍｍ
×長１７５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＴＯＵＧＨＬＥＸ　低反力型 ４０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201134
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径５０ｍｍ
×長１７５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＴＯＵＧＨＬＥＸ　低反力型 ５０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201136
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径６５ｍｍ
×長１７５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＴＯＵＧＨＬＥＸ　低反力型 ６５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201138
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径８０ｍｍ
×長１７５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＴＯＵＧＨＬＥＸ　低反力型 ８０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201140
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１００ｍ
ｍ×長２２５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＴＯＵＧＨＬＥＸ　低反力型 １００ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201142
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１２５ｍ
ｍ×長２２５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＴＯＵＧＨＬＥＸ　低反力型 １２５ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201144
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１５０ｍ
ｍ×長２２５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＴＯＵＧＨＬＥＸ　低反力型 １５０ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201146
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２００ｍ
ｍ×長２５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＴＯＵＧＨＬＥＸ　低反力型 ２００ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201148
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５０ｍ
ｍ×長２５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＴＯＵＧＨＬＥＸ　低反力型 ２５０ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201150
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＴＯＵＧＨＬＥＸ 低反力型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３００ｍ
ｍ×長２５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＴＯＵＧＨＬＥＸ　低反力型 ３００ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201302
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径２５ｍｍ×長１２０
ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＰＴコネクタ　２山型 ２５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201304
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径３２ｍｍ×長１７５
ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＰＴコネクタ　２山型 ３２　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201306
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径４０ｍｍ×長１７５
ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＰＴコネクタ　２山型 ４０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201308
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径５０ｍｍ×長１７５
ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＰＴコネクタ　２山型 ５０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201310
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径６５ｍｍ×長１７５
ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＰＴコネクタ　２山型 ６５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201312
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径８０ｍｍ×長１７５
ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＰＴコネクタ　２山型 ８０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201314
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径１００ｍｍ×長２２
５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＰＴコネクタ　２山型 １００　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201316
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径１２５ｍｍ×長２２
５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＰＴコネクタ　２山型 １２５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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フレキシブル継手―ブランド品― 5013201318
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径１５０ｍｍ×長２２
５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＰＴコネクタ　２山型 １５０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201320
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径２００ｍｍ×長３２
５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＰＴコネクタ　２山型 ２００　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201322
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径２５０ｍｍ×長３２
５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＰＴコネクタ　２山型 ２５０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201324
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ＰＴコネクタ ２山型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 径３００ｍｍ×長３２
５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＰＴコネクタ　２山型 ３００　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201001
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２０ｍｍ×
長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ライナーフレックス　筒型 ２０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201002
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×
長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ライナーフレックス　筒型 ２５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201004
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×
長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ライナーフレックス　筒型 ３２　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201006
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×
長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ライナーフレックス　筒型 ４０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201008
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×
長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ライナーフレックス　筒型 ５０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201010
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×
長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ライナーフレックス　筒型 ６５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201012
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×
長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ライナーフレックス　筒型 ８０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201014
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１００ｍｍ
×長７００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ライナーフレックス　筒型 １００ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201016
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ
×長７００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ライナーフレックス　筒型 １２５ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201018
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ
×長７００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ライナーフレックス　筒型 １５０ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201020
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２００ｍｍ
×長７００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ライナーフレックス　筒型 ２００ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201022
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５０ｍｍ
×長７００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ライナーフレックス　筒型 ２５０ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013201024
フレキシブル継手 本体： 合成ゴム製 ライナーフレックス 筒型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３００ｍｍ
×長７００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ライナーフレックス　筒型 ３００ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261002
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ４５０ 径２５
ｍｍ×長４４ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＦＬＯＮＥＸα　ベローズ型 ２５　ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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フレキシブル継手―ブランド品― 5013261004
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ４５０ 径３２
ｍｍ×長４９ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＦＬＯＮＥＸα　ベローズ型 ３２　ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261006
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ４５０ 径４０
ｍｍ×長５１ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＦＬＯＮＥＸα　ベローズ型 ４０　ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261008
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ４５０ 径５０
ｍｍ×長６８ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＦＬＯＮＥＸα　ベローズ型 ５０　ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261010
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ４５０ 径６５
ｍｍ×長７７ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＦＬＯＮＥＸα　ベローズ型 ６５　ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261012
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ４５０ 径８０
ｍｍ×長８５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＦＬＯＮＥＸα　ベローズ型 ８０　ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261014
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ４５０ 径１０
０ｍｍ×長８５ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＦＬＯＮＥＸα　ベローズ型 １００ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261016
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ４５０ 径１２
５ｍｍ×長１００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＦＬＯＮＥＸα　ベローズ型 １２５ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261018
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ４５０ 径１５
０ｍｍ×長１００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＦＬＯＮＥＸα　ベローズ型 １５０ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261020
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ４５０ 径２０
０ｍｍ×長１３３ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＦＬＯＮＥＸα　ベローズ型 ２００ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261022
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ４５０ 径２５
０ｍｍ×長１７０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＦＬＯＮＥＸα　ベローズ型 ２５０ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261024
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ＦＬＯＮＥＸα ベローズ型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＦＣＤ４５０ 径３０
０ｍｍ×長１９０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 ＴＯＺＥＮ

ＦＬＯＮＥＸα　ベローズ型 ３００ＪＩＳ１０ＫＦＣＤ４５０ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261102
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長
７４ｍｍ ＴＯＺＥＮ

ユーフレックス　球型 ２５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261104
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長
７４ｍｍ ＴＯＺＥＮ

ユーフレックス　球型 ３２　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261106
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長
７４ｍｍ ＴＯＺＥＮ

ユーフレックス　球型 ４０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261108
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長
１０４ｍｍ ＴＯＺＥＮ

ユーフレックス　球型 ５０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261110
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長
１０６ｍｍ ＴＯＺＥＮ

ユーフレックス　球型 ６５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261112
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長
１０６ｍｍ ＴＯＺＥＮ

ユーフレックス　球型 ８０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261114
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×
長１１５ｍｍ ＴＯＺＥＮ

ユーフレックス　球型 １００ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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フレキシブル継手―ブランド品― 5013261116
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×
長１３５ｍｍ ＴＯＺＥＮ

ユーフレックス　球型 １２５ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013261118
フレキシブル継手 本体： フッ素樹脂製 ユーフレックス 球型・フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×
長１３５ｍｍ ＴＯＺＥＮ

ユーフレックス　球型 １５０ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 747 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211501
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２０ｍｍ×長３００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　２０ｍｍ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211502
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長３００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　２５ｍｍ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211504
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長３００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　３２ｍｍ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211506
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長３００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　４０ｍｍ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211508
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長３００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　５０ｍｍ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211510
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長３００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　６５ｍｍ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211512
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長３００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　８０ｍｍ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211514
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×長３００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　１００ｍｍ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211516
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長３００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　１２５ｍｍ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211518
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長３００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　１５０ｍｍ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211520
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２００ｍｍ×長３００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　２００ｍｍ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211522
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５０ｍｍ×長３００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　２５０ｍｍ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211524
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３００ｍｍ×長３００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　３００ｍｍ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211602
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長５００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　２５ｍｍ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211604
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長５００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　３２ｍｍ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211606
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長５００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　４０ｍｍ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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フレキシブル継手―ブランド品― 5013211608
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長５００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　５０ｍｍ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211610
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長５００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　６５ｍｍ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211612
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長５００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　８０ｍｍ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211614
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×長５００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　１００ｍｍ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211616
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長５００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　１２５ｍｍ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211618
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長５００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　１５０ｍｍ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211620
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２００ｍｍ×長５００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　２００ｍｍ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211622
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５０ｍｍ×長５００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　２５０ｍｍ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211624
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３００ｍｍ×長５００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　３００ｍｍ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211802
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長８００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　２５ｍｍ　Ｌ８００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211804
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長８００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　３２ｍｍ　Ｌ８００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211806
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長８００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　４０ｍｍ　Ｌ８００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211808
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長８００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　５０ｍｍ　Ｌ８００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211810
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長８００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　６５ｍｍ　Ｌ８００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211812
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長８００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　８０ｍｍ　Ｌ８００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211814
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×長８００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　１００ｍｍ　Ｌ８００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211816
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長８００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　１２５ｍｍ　Ｌ８００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211818
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長８００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　１５０ｍｍ　Ｌ８００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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フレキシブル継手―ブランド品― 5013211820
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２００ｍｍ×長８００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　２００ｍｍ　Ｌ８００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211822
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５０ｍｍ×長８００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　２５０ｍｍ　Ｌ８００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211824
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３００ｍｍ×長８００ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　３００ｍｍ　Ｌ８００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211902
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長１，０００ｍ
ｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　２５ｍｍ　Ｌ１０００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211904
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長１，０００ｍ
ｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　３２ｍｍ　Ｌ１０００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211906
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長１，０００ｍ
ｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　４０ｍｍ　Ｌ１０００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211908
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１８ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長１，０００ｍ
ｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１８　５０ｍｍ　Ｌ１０００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211910
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長１，０００ｍ
ｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　６５ｍｍ　Ｌ１０００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211912
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長１，０００ｍ
ｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　８０ｍｍ　Ｌ１０００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211914
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×長１，０００
ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　１００ｍｍＬ１０００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211916
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長１，０００
ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　１２５ｍｍＬ１０００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211918
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長１，０００
ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　１５０ｍｍＬ１０００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211920
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２００ｍｍ×長１，０００
ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　２００ｍｍＬ１０００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211922
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５０ｍｍ×長１，０００
ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　２５０ｍｍＬ１０００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211924
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３００ｍｍ×長１，０００
ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　３００ｍｍＬ１０００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211710
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長７５０ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　６５ｍｍ　Ｌ７５０ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211712
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長７５０ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　８０ｍｍ　Ｌ７５０ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211714
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×長７５０ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　１００ｍｍ　Ｌ７５０ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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フレキシブル継手―ブランド品― 5013211716
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×長７５０ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　１２５ｍｍ　Ｌ７５０ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211718
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 Ｆ１１５ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×長７５０ｍｍ
国土交通省仕様書適合品 テクノフレックス

ＳＵＳフレキシブル継手 Ｆ１１５　１５０ｍｍ　Ｌ７５０ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211001
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２０ｍｍ×長
３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　２０ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211002
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長
３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　２５ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211004
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長
３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　３２ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211006
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長
３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　４０ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211008
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長
３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　５０ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211010
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長
３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　６５ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211012
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長
３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　８０ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211014
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×
長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　１００ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211016
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×
長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　１２５ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211018
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×
長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　１５０ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ３００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211102
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長
５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　２５ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211104
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長
５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　３２ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211106
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長
５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　４０ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211108
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長
５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　５０ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211110
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径６５ｍｍ×長
５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　６５ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211112
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径８０ｍｍ×長
５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　８０ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）
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フレキシブル継手―ブランド品― 5013211114
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１００ｍｍ×
長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　１００ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211116
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１２５ｍｍ×
長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　１２５ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211118
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１５０ｍｍ×
長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　１５０ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211120
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２００ｍｍ×
長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　２００ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211122
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５０ｍｍ×
長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　２５０ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211124
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－２００００ＮＷ フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３００ｍｍ×
長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

ＳＵＳフレキシブル継手　３００ ＴＦ２００００ＮＷ　Ｌ５００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211208
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径５
０ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

２プライオメガバーサジョイント ５０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211210
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径６
５ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

２プライオメガバーサジョイント ６５　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211212
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径８
０ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

２プライオメガバーサジョイント ８０　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211214
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１
００ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

２プライオメガバーサジョイント １００ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211216
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１
２５ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

２プライオメガバーサジョイント １２５ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211218
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径１
５０ｍｍ×長１５０ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

２プライオメガバーサジョイント １５０ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211220
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２
００ｍｍ×長２００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

２プライオメガバーサジョイント ２００ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211222
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２
５０ｍｍ×長２００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

２プライオメガバーサジョイント ２５０ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

フレキシブル継手―ブランド品― 5013211224
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ２プライオメガバーサジョイント フランジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３
００ｍｍ×長２００ｍｍ 国土交通省仕様書適合品 トーフレ

２プライオメガバーサジョイント ３００ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 個 748 ○ ○ 5013 管継手（配管用）

自動制御機器―ブランド品― 5603041046
電気式調節器 ＡＲＳ－Ｃ１３０Ｑ１０ 温度調節　１０～３０℃　オンオフ　室内用設定器付き パナソニックＬＳエン
ジニアリング

電子式調節器　温度調節 ＡＲＳ－Ｃ１３０Ｑ１０ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603041044 電気式調節器 ＬＷＳ－Ｃ１０３４ＡＲＬ 温度調節　挿入用サーモ　２位置 パナソニックＬＳエンジニアリング 電子式調節器　温度調節 ＬＷＳ－Ｃ１０３４ＡＲＬ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603041042
電気式調節器 ＡＨＳ－Ｃ１０９０Ｑ３ 湿度調節　３０～９０％ＲＨ　２位置　室内用 パナソニックＬＳエンジニアリ
ング

電子式調節器　湿度調節 ＡＨＳ－Ｃ１０９０Ｑ３ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動制御機器―ブランド品― 5603042030 電気式調節器 ＴＹ６０００Ｚ２０００ 温度調節　１０～３０℃　２位置　室内用 アズビル 電子式調節器　温度調節 ＴＹ６０００Ｚ２０００ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603042032 電気式調節器 ＴＹ９０００Ｚ２０００ 温度調節　１０～３０℃　比例　室内用 アズビル 電子式調節器　温度調節 ＴＹ９０００Ｚ２０００ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603042034 電気式調節器 ＴＹ９００１Ｚ２０００ 温度調節　１０～３０℃　比例　室内用　夏冬切換え付き アズビル 電子式調節器　温度調節 ＴＹ９００１Ｚ２０００ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603042038 電気式調節器 ＴＹ６８００Ｚ６０１０ 温度調節　－１５～７０℃　２位置　挿入形 アズビル 電子式調節器　温度調節 ＴＹ６８００Ｚ６０１０ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603042040 電気式調節器 ＴＹ９８００Ｚ６０１０ 温度調節　－１５～７０℃　比例　挿入形 アズビル 電子式調節器　温度調節 ＴＹ９８００Ｚ６０１０ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603042042 電気式調節器 ＤＹ３００２Ａ１０１１ 温度調節　ＴＹ６８００，９８００用　感温部支持具 アズビル 電子式調節器　温度調節 ＤＹ３００２Ａ１０１１ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603072003 電気式調節器 １１２６２４ＡＡ－Ｊ 温度調節　ＴＹ６８００，９８００用　保護管，ステンレス製 アズビル 電子式調節器　温度調節 １１２６２４ＡＡ－Ｊ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603042036 電気式調節器 ＨＹ６０００Ｚ２０００ 湿度調節　３０～９０％ＲＨ　２位置　除加湿用 アズビル 電子式調節器　湿度調節 ＨＹ６０００Ｚ２０００ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603041518 電気式調節器 ＭＣＴ１０－Ｃ１３０ 温度調節　１０～３０℃　２位置　室内用 ジョンソンコントロールズ 電子式調節器　温度調節 ＭＣＴ１０－Ｃ１３０ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603041520 電気式調節器 ＭＣＰ１０－Ｐ１３０ 温度調節　１０～３０℃　比例　室内用 ジョンソンコントロールズ 電子式調節器　温度調節 ＭＣＰ１０－Ｐ１３０ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603041522
電気式調節器 ＭＣＰ１０－Ｐ１３０Ｓ 温度調節　１０～３０℃　比例　室内用　夏冬切換え付き ジョンソンコント
ロールズ

電子式調節器　温度調節 ＭＣＰ１０－Ｐ１３０Ｓ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603041527
電気式調節器 Ａ１９ＡＢＣ－９０３７ 温度調節　－３５～４０℃　２位置　挿入形温度調節器 ジョンソンコントロー
ルズ

電子式調節器　温度調節 Ａ１９ＡＢＣ－９０３７ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603041529
電気式調節器 Ａ１９ＢＡＣ－９００１ 温度調節　０～４３℃　２位置　ルームサーモスタット ジョンソンコントロー
ルズ

電子式調節器　温度調節 Ａ１９ＢＡＣ－９００１ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603041524 電気式調節器 ＭＣＨ１０－Ｃ１０９０ 湿度調節　３０～９０％ＲＨ　２位置　室内用 ジョンソンコントロールズ 電子式調節器　湿度調節 ＭＣＨ１０－Ｃ１０９０ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603031068 電子式検出器 ＥＤＹ１０ＴＥ－Ｋ 温度検出　室内用　０～５０℃ パナソニックＬＳエンジニアリング 電子式検出器　温度検出 ＥＤＹ１０ＴＥ－Ｋ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603031070 電子式検出器 ＴＤＮ１０－３００Ｋ 温度検出　ダクト用　－２０～１２０℃ パナソニックＬＳエンジニアリング 電子式検出器　温度検出 ＴＤＮ１０－３００Ｋ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603031072 電子式検出器 ＴＴＮ１０－１５０ 温度検出　水管用　０～１２０℃ パナソニックＬＳエンジニアリング 電子式検出器　温度検出 ＴＴＮ１０－１５０ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603031074
電子式検出器 ＥＤＹ１１ＴＨ－Ｋ 湿度検出　室内用　３０～９０％ＲＨ　温湿度用 パナソニックＬＳエンジニアリン
グ

電子式検出器　湿度検出 ＥＤＹ１１ＴＨ－Ｋ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動制御機器―ブランド品― 5603032061 電子式検出器 ＴＹ７０２３Ｚ０Ｐ００ 温度検出　室内用　０～６０℃ アズビル 電子式検出器　温度検出 ＴＹ７０２３Ｚ０Ｐ００ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603032082 電子式検出器 ＴＹ７８３０Ｂ１０１５ 温度検出　配管用　－５０～２００℃ アズビル 電子式検出器　温度検出 ＴＹ７８３０Ｂ１０１５ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603032080 電子式検出器 ＴＹ７８０３Ｚ０Ｐ００ 温度検出　ダクト用　－２０～６０℃ アズビル 電子式検出器　温度検出 ＴＹ７８０３Ｚ０Ｐ００ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603032086 電子式検出器 ＨＹ７０２３Ｔ１０００ 湿度検出　室内用　０～１００％ＲＨ アズビル 電子式検出器　湿度検出 ＨＹ７０２３Ｔ１０００ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603032085 電子式検出器 ＨＴＹ７８０５Ｔ１１００ 湿度検出　ダクト用　０～１００％ＲＨ アズビル 電子式検出器　湿度検出 ＨＴＹ７８０５Ｔ１１００ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603031546 電子式検出器 ＪＨＤ４０－１４１ 湿度検出　室内用　１０～９０％ＲＨ　温湿度用 ジョンソンコントロールズ 電子式検出器　湿度検出 ＪＨＤ４０－１４１ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603031058 電子式調節器 ＥＤＹ－ＳＲ 温度調節　抵抗入力 パナソニックＬＳエンジニアリング 電子式調節器　温度調節 ＥＤＹ－ＳＲ　抵抗 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603031060 電子式調節器 ＥＤＹ－ＳＲ 温度調節　電圧入力 パナソニックＬＳエンジニアリング 電子式調節器　温度調節 ＥＤＹ－ＳＲ　電圧 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603031062 電子式調節器 ＥＤＹ－ＳＲ 温度調節　電流入力 パナソニックＬＳエンジニアリング 電子式調節器　温度調節 ＥＤＹ－ＳＲ　電流 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603031064 電子式調節器 ＥＤＹ－ＳＲ 温度調節　抵抗入力　多機能型 パナソニックＬＳエンジニアリング 電子式調節器　温度調節 ＥＤＹ－ＳＲ　抵抗　多機能 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603031066 電子式調節器 ＥＤＹ－ＳＲ 温度調節　電流入力　多機能型 パナソニックＬＳエンジニアリング 電子式調節器　温度調節 ＥＤＹ－ＳＲ　電流　多機能 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603032096 電子式調節器 Ｒ１５ＴＲ０ＲＡ００００ 温度調節　デジタル指示調節計オンオフ，ＰＩＤ アズビル 電子式調節器　温度調節 Ｒ１５ＴＲ０ＲＡ００００ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603032098 電子式調節器 Ｒ３６ＴＣ０ＵＡ２０００ 温度調節　デジタル指示調節計連続ＰＩＤ アズビル 電子式調節器　温度調節 Ｒ３６ＴＣ０ＵＡ２０００ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603032100 電子式調節器 ＷＹ５２０５Ｗ１０００ 温度調節　ＦＣＵ用調節器コントロールユニット アズビル 電子式調節器　温度調節 ＷＹ５２０５Ｗ１０００ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603032094 電子式調節器 ＱＹ７２０５Ａ３００１ 温度調節　ＦＣＵ用調節器コントロールユニット　デジタル設定器 アズビル 電子式調節器　温度調節 ＱＹ７２０５Ａ３００１ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603021010 操作器 ＳＫＤ６２ １５～６５Ａ用　スプリングリターン パナソニックＬＳエンジニアリング 操作器　１５～６５Ａ用 ＳＫＤ６２ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603021018 操作器 ＳＫＢ６２ １５～６５Ａ用　スプリングリターン パナソニックＬＳエンジニアリング 操作器　１５～６５Ａ用 ＳＫＢ６２ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603021020 操作器 ＳＫＣ６２ ８０～１５０Ａ用　スプリングリターン パナソニックＬＳエンジニアリング 操作器　８０～１５０Ａ用 ＳＫＣ６２ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動制御機器―ブランド品― 5603022010 操作器 ＭＹ３０００Ｄ０２００ コントロールモータ　電気式　２位置　トランスなし アズビル 操作器　電気式 ＭＹ３０００Ｄ０２００ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603022004 操作器 ＭＹ３０００Ｆ０２００ コントロールモータ　電子式　比例　トランスなし アズビル 操作器　電子式 ＭＹ３０００Ｆ０２００ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603022020 操作器 Ｑ４５５Ｄ１０５１ 弁リンケージ アズビル 操作器 Ｑ４５５Ｄ１０５１ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603072020 操作器 Ｑ６０５Ａ１０５４ ダンパリンケージ アズビル 操作器 Ｑ６０５Ａ１０５４ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603021524 操作器 Ｍ９１１６－ＡＧＡ－２ ダンパー用モータ　電子式　２位置　直結形 ジョンソンコントロールズ 操作器 Ｍ９１１６－ＡＧＡ－２ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603021526 操作器 Ｍ９１１６－ＧＧＡ－２ ダンパー用モータ　電子式　比例　４～２０ｍＡ入力 ジョンソンコントロールズ 操作器 Ｍ９１１６－ＧＧＡ－２ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603072012 補助機器 Ｑ４０６Ｂ１Ｐ 遠隔設定器　表面形 アズビル 補助機器　遠隔設定器 Ｑ４０６Ｂ１Ｐ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603072014 補助機器 ＱＮ４０６Ｂ１Ｐ 遠隔設定器　表面形　自動，手動切換え付き アズビル 補助機器　遠隔設定器 ＱＮ４０６Ｂ１Ｐ 個 749 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063002 電磁弁 ＴＥＮ－１５ＷＡＧ １５Ａ　パイロット式　ねじ込み形　水用 ケイヒン 電磁弁　１５Ａ ＴＥＮ－１５ＷＡＧ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063004 電磁弁 ＴＥＮ－２０ＷＡＧ ２０Ａ　パイロット式　ねじ込み形　水用 ケイヒン 電磁弁　２０Ａ ＴＥＮ－２０ＷＡＧ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063006 電磁弁 ＴＥＮ－２５ＷＡＧ ２５Ａ　パイロット式　ねじ込み形　水用 ケイヒン 電磁弁　２５Ａ ＴＥＮ－２５ＷＡＧ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063008 電磁弁 ＴＥＮ－３２ＷＡＧ ３２Ａ　パイロット式　ねじ込み形　水用 ケイヒン 電磁弁　３２Ａ ＴＥＮ－３２ＷＡＧ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063010 電磁弁 ＴＥＮ－４０ＷＡＧ ４０Ａ　パイロット式　ねじ込み形　水用 ケイヒン 電磁弁　４０Ａ ＴＥＮ－４０ＷＡＧ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063012 電磁弁 ＴＥＮ－１５Ｓ １５Ａ　パイロット式　ねじ込み形　スチーム・温水用 ケイヒン 電磁弁　１５Ａ ＴＥＮ－１５Ｓ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063014 電磁弁 ＴＥＮ－２０Ｓ ２０Ａ　パイロット式　ねじ込み形　スチーム・温水用 ケイヒン 電磁弁　２０Ａ ＴＥＮ－２０Ｓ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063016 電磁弁 ＴＥＮ－２５Ｓ ２５Ａ　パイロット式　ねじ込み形　スチーム・温水用 ケイヒン 電磁弁　２５Ａ ＴＥＮ－２５Ｓ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063018 電磁弁 ＴＥＮ－３２Ｓ ３２Ａ　パイロット式　ねじ込み形　スチーム・温水用 ケイヒン 電磁弁　３２Ａ ＴＥＮ－３２Ｓ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063020 電磁弁 ＴＥＮ－４０Ｓ ４０Ａ　パイロット式　ねじ込み形　スチーム・温水用 ケイヒン 電磁弁　４０Ａ ＴＥＮ－４０Ｓ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動制御機器―ブランド品― 5603063502 電磁弁 ＡＢ３１－０２－３－Ｃ４Ａ ８Ａ　直動式　ねじ込み形　蒸気用 ＣＫＤ 電磁弁　８Ａ ＡＢ３１－０２－３－Ｃ４Ａ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063505 電磁弁 ＡＢ４１－０３－３－Ｃ４Ａ １０Ａ　直動式　ねじ込み形　蒸気用 ＣＫＤ 電磁弁　１０Ａ ＡＢ４１－０３－３－Ｃ４Ａ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063506 電磁弁 ＡＰ１１－８Ａ－Ｃ４Ａ ８Ａ　パイロット式　ねじ込み形　蒸気用 ＣＫＤ 電磁弁　８Ａ ＡＰ１１－８Ａ－Ｃ４Ａ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063508 電磁弁 ＡＰ１１－１０Ａ－Ｃ４Ａ １０Ａ　パイロット式　ねじ込み形　蒸気用 ＣＫＤ 電磁弁　１０Ａ ＡＰ１１－１０Ａ－Ｃ４Ａ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063510 電磁弁 ＡＰ１１－１５Ａ－Ｃ４Ａ １５Ａ　パイロット式　ねじ込み形　蒸気用 ＣＫＤ 電磁弁　１５Ａ ＡＰ１１－１５Ａ－Ｃ４Ａ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063512 電磁弁 ＡＰ１１－２０Ａ－Ｃ４Ａ ２０Ａ　パイロット式　ねじ込み形　蒸気用 ＣＫＤ 電磁弁　２０Ａ ＡＰ１１－２０Ａ－Ｃ４Ａ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063514 電磁弁 ＡＰ１１－２５Ａ－Ｃ４Ａ ２５Ａ　パイロット式　ねじ込み形　蒸気用 ＣＫＤ 電磁弁　２５Ａ ＡＰ１１－２５Ａ－Ｃ４Ａ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063516 電磁弁 ＡＧ３１－０１－２ ６Ａ　直動式　ねじ込み形　水用 ＣＫＤ 電磁弁　６Ａ ＡＧ３１－０１－２ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063518 電磁弁 ＡＧ３１－０２－２ ８Ａ　直動式　ねじ込み形　水用 ＣＫＤ 電磁弁　８Ａ ＡＧ３１－０２－２ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603063520 電磁弁 ＡＧ４１－０３－２ １０Ａ　直動式　ねじ込み形　水用 ＣＫＤ 電磁弁　１０Ａ ＡＧ４１－０３－２ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061148
電磁弁 ＡＰＫ１１－１５Ａ０３Ｍ－ＡＣ１００Ｖ １５Ａ　パイロットキック式　ねじ込み形　冷温水用 パナソニック
ＬＳエンジニアリング

電磁弁　１５Ａ ＡＰＫ１１－１５Ａ０３Ｍ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061150
電磁弁 ＡＰＫ１１－２０Ａ０３Ｍ－ＡＣ１００Ｖ ２０Ａ　パイロットキック式　ねじ込み形　冷温水用 パナソニック
ＬＳエンジニアリング

電磁弁　２０Ａ ＡＰＫ１１－２０Ａ０３Ｍ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061152
電磁弁 ＡＰＫ１１－２５Ａ０３Ｍ－ＡＣ１００Ｖ ２５Ａ　パイロットキック式　ねじ込み形　冷温水用 パナソニック
ＬＳエンジニアリング

電磁弁　２５Ａ ＡＰＫ１１－２５Ａ０３Ｍ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061154
電磁弁 ＡＰＫ２１－３２Ｆ０３Ｍ－ＡＣ２００Ｖ ３２Ａ　パイロットキック式　フランジ形　冷温水用 パナソニック
ＬＳエンジニアリング

電磁弁　３２Ａ ＡＰＫ２１－３２Ｆ０３Ｍ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061156
電磁弁 ＡＰＫ２１－４０Ｆ０３Ｍ－ＡＣ１００Ｖ ４０Ａ　パイロットキック式　フランジ形　冷温水用 パナソニック
ＬＳエンジニアリング

電磁弁　４０Ａ ＡＰＫ２１－４０Ｆ０３Ｍ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061158
電磁弁 ＡＰＫ２１－５０Ｆ０３Ｍ－ＡＣ１００Ｖ ５０Ａ　パイロットキック式　フランジ形　冷温水用 パナソニック
ＬＳエンジニアリング

電磁弁　５０Ａ ＡＰＫ２１－５０Ｆ０３Ｍ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603064002 電磁弁 ＷＳ－２２型 １５Ａ　１０Ｋ　ねじ込み形　水用 ベン 電磁弁　１５Ａ ＷＳ－２２型 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603064004 電磁弁 ＷＳ－２２型 ２０Ａ　１０Ｋ　ねじ込み形　水用 ベン 電磁弁　２０Ａ ＷＳ－２２型 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動制御機器―ブランド品― 5603064006 電磁弁 ＷＳ－２２型 ２５Ａ　１０Ｋ　ねじ込み形　水用 ベン 電磁弁　２５Ａ ＷＳ－２２型 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603064008 電磁弁 ＷＳ－２２型 ３２Ａ　１０Ｋ　ねじ込み形　水用 ベン 電磁弁　３２Ａ ＷＳ－２２型 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603064010 電磁弁 ＷＳ－２２型 ４０Ａ　１０Ｋ　ねじ込み形　水用 ベン 電磁弁　４０Ａ ＷＳ－２２型 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603064012 電磁弁 ＷＳ－２２型 ５０Ａ　１０Ｋ　ねじ込み形　水用 ベン 電磁弁　５０Ａ ＷＳ－２２型 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062002 電磁弁 Ｎ－１５Ｗ－１００ １５Ａ　パイロット式　ねじ込み形　水用 アズビル 電磁弁　１５Ａ Ｎ－１５Ｗ－１００ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062004 電磁弁 Ｎ－２０Ｗ－１００ ２０Ａ　パイロット式　ねじ込み形　水用 アズビル 電磁弁　２０Ａ Ｎ－２０Ｗ－１００ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062006 電磁弁 Ｎ－２５Ｗ－１００ ２５Ａ　パイロット式　ねじ込み形　水用 アズビル 電磁弁　２５Ａ Ｎ－２５Ｗ－１００ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062008 電磁弁 Ｎ－３２Ｗ－１００ ３２Ａ　パイロット式　ねじ込み形　水用 アズビル 電磁弁　３２Ａ Ｎ－３２Ｗ－１００ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062010 電磁弁 Ｎ－４０Ｗ－１００ ４０Ａ　パイロット式　ねじ込み形　水用 アズビル 電磁弁　４０Ａ Ｎ－４０Ｗ－１００ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062014 電磁弁 Ｎ－１５Ｓ－１００ １５Ａ　パイロット式　ねじ込み形　蒸気用 アズビル 電磁弁　１５Ａ Ｎ－１５Ｓ－１００ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062016 電磁弁 Ｎ－２０Ｓ－１００ ２０Ａ　パイロット式　ねじ込み形　蒸気用 アズビル 電磁弁　２０Ａ Ｎ－２０Ｓ－１００ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062018 電磁弁 Ｎ－２５Ｓ－１００ ２５Ａ　パイロット式　ねじ込み形　蒸気用 アズビル 電磁弁　２５Ａ Ｎ－２５Ｓ－１００ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062020 電磁弁 Ｎ－３２Ｓ－１００ ３２Ａ　パイロット式　ねじ込み形　蒸気用 アズビル 電磁弁　３２Ａ Ｎ－３２Ｓ－１００ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062022 電磁弁 Ｎ－４０Ｓ－１００ ４０Ａ　パイロット式　ねじ込み形　蒸気用 アズビル 電磁弁　４０Ａ Ｎ－４０Ｓ－１００ 個 750 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603064510 電動弁 ＥＳＲ１００－ＴＫＬＢＥ １５Ａ　二方弁　２位置動作　Ｓリターン キッツ 電動二方弁　１５Ａ ＥＳＲ１００－ＴＫＬＢＥ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603064512 電動弁 ３５ＮＢＷ－０Ｉ０４－１５ １５Ａ　二方弁　電子式比例動作 キッツ 電動二方弁　１５Ａ ３５ＮＢＷ－０Ｉ０４－１５ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061074 電動弁 ＶＴ２３Ｊ３Ｇ ２０Ａ　二方弁　水用 パナソニックＬＳエンジニアリング 電動二方弁　２０Ａ ＶＴ２３Ｊ３Ｇ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061076 電動弁 ＶＴ３３Ｊ３Ｇ ２０Ａ　三方弁　水用 パナソニックＬＳエンジニアリング 電動三方弁　２０Ａ ＶＴ３３Ｊ３Ｇ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動制御機器―ブランド品― 5603061112 電動弁 ＶＭ５３０２Ａ－ＭＭ５３３０Ａ １５Ａ　二方弁　比例用　ねじ込み形 パナソニックＬＳエンジニアリング 電動二方弁　１５Ａ ＶＭ５３０２Ａ－ＭＭ５３３０Ａ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061114 電動弁 ＶＭ５３０２Ａ－ＭＭ５３３０Ａ ２０Ａ　二方弁　比例用　ねじ込み形 パナソニックＬＳエンジニアリング 電動二方弁　２０Ａ ＶＭ５３０２Ａ－ＭＭ５３３０Ａ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061116 電動弁 ＶＭ５３０２Ａ－ＭＭ５３３０Ａ ２５Ａ　二方弁　比例用　ねじ込み形 パナソニックＬＳエンジニアリング 電動二方弁　２５Ａ ＶＭ５３０２Ａ－ＭＭ５３３０Ａ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061118 電動弁 ＶＭ５３０２Ａ－ＭＭ５３３０Ａ ４０Ａ　二方弁　比例用　ねじ込み形 パナソニックＬＳエンジニアリング 電動二方弁　４０Ａ ＶＭ５３０２Ａ－ＭＭ５３３０Ａ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061122 電動弁 ＶＭ５３０３Ａ－ＭＭ５３３０Ａ ２０Ａ　三方弁　比例用　ねじ込み形 パナソニックＬＳエンジニアリング 電動三方弁　２０Ａ ＶＭ５３０３Ａ－ＭＭ５３３０Ａ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061124 電動弁 ＶＭ５３０３Ａ－ＭＭ５３３０Ａ ２５Ａ　三方弁　比例用　ねじ込み形 パナソニックＬＳエンジニアリング 電動三方弁　２５Ａ ＶＭ５３０３Ａ－ＭＭ５３３０Ａ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061125 電動弁 ＶＭ５３０３Ａ－ＭＭ５３３０Ａ ３２Ａ　三方弁　比例用　ねじ込み形 パナソニックＬＳエンジニアリング 電動三方弁　３２Ａ ＶＭ５３０３Ａ－ＭＭ５３３０Ａ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061126 電動弁 ＶＭ５３０３Ａ－ＭＭ５３３０Ａ ４０Ａ　三方弁　比例用　ねじ込み形 パナソニックＬＳエンジニアリング 電動三方弁　４０Ａ ＶＭ５３０３Ａ－ＭＭ５３３０Ａ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062064 電動弁 ＶＹ６２０２Ａ０００１ ２０Ａ　二方弁　２位置動作　Ｓリターン アズビル 電動二方弁　２０Ａ ＶＹ６２０２Ａ０００１ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062066 電動弁 ＶＹ６２０３Ａ００１１ ２０Ａ　三方弁　２位置動作　Ｓリターン アズビル 電動三方弁　２０Ａ ＶＹ６２０３Ａ００１１ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062084 電動弁 ＶＹ５１１０Ｊ００１１ １５Ａ　二方弁　電子式比例動作 アズビル 電動二方弁　１５Ａ ＶＹ５１１０Ｊ００１１ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062098 電動弁 ＶＹ５１１０Ｊ００２２ ２５Ａ　二方弁　電子式比例動作 アズビル 電動二方弁　２５Ａ ＶＹ５１１０Ｊ００２２ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062100 電動弁 ＶＹ５１１０Ｊ００４２ ４０Ａ　二方弁　電子式比例動作 アズビル 電動二方弁　４０Ａ ＶＹ５１１０Ｊ００４２ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062102 電動弁 ＶＹ５１１０Ｊ００５１ ５０Ａ　二方弁　電子式比例動作 アズビル 電動二方弁　５０Ａ ＶＹ５１１０Ｊ００５１ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062104 電動弁 ＶＹ５１１０Ｊ００６１ ６５Ａ　二方弁　電子式比例動作 アズビル 電動二方弁　６５Ａ ＶＹ５１１０Ｊ００６１ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062086 電動弁 ＶＹ５１１０Ｊ００８１ ８０Ａ　二方弁　電子式比例動作 アズビル 電動二方弁　８０Ａ ＶＹ５１１０Ｊ００８１ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062106 電動弁 ＶＹ５１１３Ｊ０１０１ １００Ａ　二方弁　電子式比例動作 アズビル 電動二方弁　１００Ａ ＶＹ５１１３Ｊ０１０１ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062108 電動弁 ＶＹ５１１３Ｊ０１２１ １２５Ａ　二方弁　電子式比例動作 アズビル 電動二方弁　１２５Ａ ＶＹ５１１３Ｊ０１２１ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動制御機器―ブランド品― 5603062110 電動弁 ＶＹ５１１３Ｊ０１５１ １５０Ａ　二方弁　電子式比例動作 アズビル 電動二方弁　１５０Ａ ＶＹ５１１３Ｊ０１５１ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062088 電動弁 ＶＹ５１２０Ｊ００１１ １５Ａ　二方弁　電気式比例動作 アズビル 電動二方弁　１５Ａ ＶＹ５１２０Ｊ００１１ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062112 電動弁 ＶＹ５１２３Ｊ０１５１ １５０Ａ　二方弁　電気式比例動作 アズビル 電動二方弁　１５０Ａ ＶＹ５１２３Ｊ０１５１ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062092 電動弁 ＶＹ５１１５Ｋ００１１ １５Ａ　二方弁　電子式比例動作　Ｓリターン アズビル 電動二方弁　１５Ａ ＶＹ５１１５Ｋ００１１ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062096 電動弁 ＶＹ５１１５Ｈ００８１ ８０Ａ　二方弁　電子式比例動作　Ｓリターン アズビル 電動二方弁　８０Ａ ＶＹ５１１５Ｈ００８１ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062072 電動弁 ＶＹ５４１０Ｆ００５１ ５０Ａ　三方弁　電子式比例動作 アズビル 電動三方弁　５０Ａ ＶＹ５４１０Ｆ００５１ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062074 電動弁 ＶＹ５４１０Ｆ００６１ ６５Ａ　三方弁　電子式比例動作 アズビル 電動三方弁　６５Ａ ＶＹ５４１０Ｆ００６１ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062076 電動弁 ＶＹ５４１０Ｆ００８１ ８０Ａ　三方弁　電子式比例動作 アズビル 電動三方弁　８０Ａ ＶＹ５４１０Ｆ００８１ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061160 二方弁 ＶＶＦ５３．２５－１０Ｊ ２５Ａ　鋳鉄製　フランジ形 パナソニックＬＳエンジニアリング 二方弁　２５Ａ ＶＶＦ５３．２５－１０Ｊ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061162 二方弁 ＶＶＦ５３．５０－３１．５Ｊ ５０Ａ　鋳鉄製　フランジ形 パナソニックＬＳエンジニアリング 二方弁　５０Ａ ＶＶＦ５３．５０－３１．５Ｊ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061164 二方弁 ＶＶＦ４３．８０－８０Ｊ ８０Ａ　鋳鉄製　フランジ形 パナソニックＬＳエンジニアリング 二方弁　８０Ａ ＶＶＦ４３．８０－８０Ｊ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061165 二方弁 ＶＶＦ４３．１００－１５０ＫＪ １００Ａ　鋳鉄製　フランジ形 パナソニックＬＳエンジニアリング 二方弁　１００Ａ ＶＶＦ４３．１００－１５０ＫＪ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061167 二方弁 ＶＶＦ４３．１５０－３１５ＫＪ １５０Ａ　鋳鉄製　フランジ形 パナソニックＬＳエンジニアリング 二方弁　１５０Ａ ＶＶＦ４３．１５０－３１５ＫＪ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061606 二方弁 ＶＪ１２２５Ａ－０６ＧＧＡ １５Ａ　ステンレス　ねじ込み形　電子式比例動作 ジョンソンコントロールズ 二方弁　１５Ａ ＶＪ１２２５Ａ－０６ＧＧＡ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061608 二方弁 ＶＪ１２２５Ｂ－０６ＧＧＡ ２０Ａ　ステンレス　ねじ込み形　電子式比例動作 ジョンソンコントロールズ 二方弁　２０Ａ ＶＪ１２２５Ｂ－０６ＧＧＡ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061610 二方弁 ＶＪ１２２５Ｃ－０６ＧＧＡ ２５Ａ　ステンレス　ねじ込み形　電子式比例動作 ジョンソンコントロールズ 二方弁　２５Ａ ＶＪ１２２５Ｃ－０６ＧＧＡ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061612 二方弁 ＶＪ１２２５Ｅ－０９ＧＧＡ ４０Ａ　ステンレス　ねじ込み形　電子式比例動作 ジョンソンコントロールズ 二方弁　４０Ａ ＶＪ１２２５Ｅ－０９ＧＧＡ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061614 二方弁 ＶＪ１２２５Ｆ－０９ＧＧＡ ５０Ａ　ステンレス　ねじ込み形　電子式比例動作 ジョンソンコントロールズ 二方弁　５０Ａ ＶＪ１２２５Ｆ－０９ＧＧＡ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動制御機器―ブランド品― 5603061616 二方弁 ＶＪ８２Ｇ１Ｓ１Ｎ ６５Ａ　ノジュラー鋳鉄　フランジ形 ジョンソンコントロールズ 二方弁　６５Ａ ＶＪ８２Ｇ１Ｓ１Ｎ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061618 二方弁 ＶＪ８２Ｈ１Ｓ１Ｎ ８０Ａ　ノジュラー鋳鉄　フランジ形 ジョンソンコントロールズ 二方弁　８０Ａ ＶＪ８２Ｈ１Ｓ１Ｎ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061620 二方弁 ＶＪ８２Ｊ１Ｓ１Ｎ １００Ａ　ノジュラー鋳鉄　フランジ形 ジョンソンコントロールズ 二方弁　１００Ａ ＶＪ８２Ｊ１Ｓ１Ｎ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061137 三方弁 ＶＸＧ４１．２５ ２５Ａ　青銅製　ねじ込み形 パナソニックＬＳエンジニアリング 三方弁　２５Ａ ＶＸＧ４１．２５ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061139 三方弁 ＶＸＧ４１．５０ ５０Ａ　青銅製　ねじ込み形 パナソニックＬＳエンジニアリング 三方弁　５０Ａ ＶＸＧ４１．５０ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061170 三方弁 ＶＸＦ４３．８０－１００Ｊ ８０Ａ　鋳鉄製　フランジ形 パナソニックＬＳエンジニアリング 三方弁　８０Ａ ＶＸＦ４３．８０－１００Ｊ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061172 三方弁 ＶＸＦ４３．１００－１６０Ｊ １００Ａ　鋳鉄製　フランジ形 パナソニックＬＳエンジニアリング 三方弁　１００Ａ ＶＸＦ４３．１００－１６０Ｊ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061174 三方弁 ＶＸＦ４３．１５０－４００Ｊ １５０Ａ　鋳鉄製　フランジ形 パナソニックＬＳエンジニアリング 三方弁　１５０Ａ ＶＸＦ４３．１５０－４００Ｊ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062078 三方弁 Ｖ５０６５Ａ６０７６ １００Ａ　鋳鉄弁　混合形　フランジ形 アズビル 三方弁　１００Ａ Ｖ５０６５Ａ６０７６ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062080 三方弁 Ｖ５０６５Ａ６０８４ １２５Ａ　鋳鉄弁　混合形　フランジ形 アズビル 三方弁　１２５Ａ Ｖ５０６５Ａ６０８４ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603062082 三方弁 Ｖ５０６５Ａ６０９２ １５０Ａ　鋳鉄弁　混合形　フランジ形 アズビル 三方弁　１５０Ａ Ｖ５０６５Ａ６０９２ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061622 三方弁 ＶＪ１８２５Ａ－０６ＧＧＡ １５Ａ　ステンレス　ねじ込み形　電子式比例動作 ジョンソンコントロールズ 三方弁　１５Ａ ＶＪ１８２５Ａ－０６ＧＧＡ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061624 三方弁 ＶＪ１８２５Ｂ－０６ＧＧＡ ２０Ａ　ステンレス　ねじ込み形　電子式比例動作 ジョンソンコントロールズ 三方弁　２０Ａ ＶＪ１８２５Ｂ－０６ＧＧＡ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061626 三方弁 ＶＪ１８２５Ｃ－０６ＧＧＡ ２５Ａ　ステンレス　ねじ込み形　電子式比例動作 ジョンソンコントロールズ 三方弁　２５Ａ ＶＪ１８２５Ｃ－０６ＧＧＡ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061628 三方弁 ＶＪ１８２５Ｄ－０９ＧＧＡ ３２Ａ　ステンレス　ねじ込み形　電子式比例動作 ジョンソンコントロールズ 三方弁　３２Ａ ＶＪ１８２５Ｄ－０９ＧＧＡ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061630 三方弁 ＶＪ１８２５Ｅ－０９ＧＧＡ ４０Ａ　ステンレス　ねじ込み形　電子式比例動作 ジョンソンコントロールズ 三方弁　４０Ａ ＶＪ１８２５Ｅ－０９ＧＧＡ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061632 三方弁 ＶＪ１８２５Ｆ－０９ＧＧＡ ５０Ａ　ステンレス　ねじ込み形　電子式比例動作 ジョンソンコントロールズ 三方弁　５０Ａ ＶＪ１８２５Ｆ－０９ＧＧＡ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動制御機器―ブランド品― 5603061634 三方弁 ＶＪ８８Ｇ１Ｓ１Ｎ ６５Ａ　ノジュラー鋳鉄　フランジ形 ジョンソンコントロールズ 三方弁　６５Ａ ＶＪ８８Ｇ１Ｓ１Ｎ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）
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自動制御機器―ブランド品― 5603061176 三方弁 ＶＪ８８Ｈ１Ｓ１Ｎ ８０Ａ　ノジュラー鋳鉄　フランジ形 ジョンソンコントロールズ 三方弁　８０Ａ ＶＪ８８Ｈ１Ｓ１Ｎ 個 751 ○ ○ 5603 自動制御機器（空調）

衛生陶器セット 5101200002
大便器 Ⅰ形（温水洗浄便座付） Ｃ７１０Ｒ　ＦＶ　洗落とし式 【ＴＯＴＯ】ＣＳ１４０，ＴＶ５５０Ｓ，ＴＳＦ７５
ＬＲ，Ｔ８２ＣＲ３２，ＴＣＦ５８７，ＴＨ３４３Ｒ，ＨＰ４３０－７，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＴＯＴＯ

大便器　１形　温水洗浄 Ｃ７１０Ｒ　ＦＶ　洗落とし セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200004
大便器 Ⅰ形（温水洗浄便座付） Ｃ１２００Ｒ　密結形タンク　洗落とし式 【ＴＯＴＯ】ＣＳ６７０Ｂ，ＳＨ６７０Ｂ
Ａ，ＴＣＦ５８７，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＴＯＴＯ

大便器　１形　温水洗浄 Ｃ１２００Ｒ　密結形　洗落とし セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200006
大便器 Ⅰ形（温水洗浄便座付） Ｃ１２００Ｒ　手洗付密結形タンク　洗落とし式 【ＴＯＴＯ】ＣＳ６７０Ｂ，ＳＨ６
７１ＢＡ，ＴＣＦ５８７，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＴＯＴＯ

大便器　１形　温水洗浄 Ｃ１２００Ｒ　手洗付　洗落とし セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200008
大便器 Ⅱ形（温水洗浄便座付） Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　洗落とし式 【ＴＯＴＯ】ＣＦＳ４９４ＮＨＮＡ，ＴＣＦ５８７，
ＴＨ３４３Ｒ，ＨＰ４３０－７，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】Ｃ－Ｐ２５Ｓ，ＣＦ－Ｔ７１１０ＣＷ，ＣＷ－ＰＢ１１Ｆ
－ＮＥ，ＣＦ－１０３ＢＢ，ＣＦ－３２Ｈ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

大便器　２形　温水洗浄 Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　洗落とし セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200010
大便器 Ⅱ形（温水洗浄便座付） Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　サイホン式 【ＴＯＴＯ】ＣＦＳ４６９ＨＮＡ，ＴＣＦ５８７，Ｔ
Ｈ３４３Ｒ，ＨＰ４３０－７，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＴＯＴＯ

大便器　２形　温水洗浄 Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　サイホン セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200012
大便器 Ⅱ形（温水洗浄便座付） Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　洗落とし式 【ＴＯＴＯ】ＣＳ２３２Ｂ，ＳＨ２３２Ｂ
Ａ，ＴＣＦ５８７，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＣ－Ｐ２０Ｓ＋ＫＪ，ＤＴ－ＰＡ２５０ＴＫ，ＣＷ－ＰＢ１１Ｆ－Ｎ
Ｅ，ＣＦ－００８－１，ＣＦ－３２Ｈ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

大便器　２形　温水洗浄 Ｃ１２００Ｓ　密結形　洗落とし セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200014
大便器 Ⅱ形（温水洗浄便座付） Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　洗落とし式 【ＴＯＴＯ】ＣＳ２３２Ｂ，ＳＨ２
３３ＢＡ，ＴＣＦ５８７，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＣ－Ｐ２０Ｓ＋ＫＪ，ＤＴ－ＰＡ２８０ＴＫ，ＣＷ－ＰＢ１１
Ｆ－ＮＥ，ＣＦ－００８－１，ＣＦ－３２Ｈ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

大便器　２形　温水洗浄 Ｃ１２００Ｓ　手洗付　洗落とし セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200016
大便器 Ⅱ形（温水洗浄便座付） Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　サイホン式 【ＴＯＴＯ】ＣＳ７０Ｂ，ＳＨ６０ＢＡ，
ＴＣＦ５８７，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＣ－ＺＡ１０Ｓ＋ＫＪ，ＤＴ－ＺＡ１５０Ｅ，ＣＷ－ＰＢ１１Ｆ－ＮＥ，
ＣＦ－００８－１，ＣＦ－３２Ｈ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

大便器　２形　温水洗浄 Ｃ１２００Ｓ　密結形　サイホン セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200018
大便器 Ⅱ形（温水洗浄便座付） Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　サイホン式 【ＴＯＴＯ】ＣＳ７０Ｂ，ＳＨ６１
ＢＡ，ＴＣＦ５８７，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＣ－ＺＡ１０Ｓ＋ＫＪ，ＤＴ－ＺＡ１８０Ｅ，ＣＷ－ＰＢ１１Ｆ－
ＮＥ，ＣＦ－００８－１，ＣＦ－３２Ｈ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

大便器　２形　温水洗浄 Ｃ１２００Ｓ　手洗付　サイホン セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200020
大便器 Ⅰ形（普通便座付） Ｃ７１０Ｒ　ＦＶ　洗落とし式 【ＴＯＴＯ】ＣＳ１４０，ＴＶ５５０Ｓ，ＴＳＦ７５Ｌ
Ｒ，Ｔ８２ＣＲ３２，ＴＣ２９０，ＨＰ４３０－７，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＴＯＴＯ

大便器　１形　普通便座 Ｃ７１０Ｒ　ＦＶ　洗落とし セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200022
大便器 Ⅰ形（普通便座付） Ｃ１２００Ｒ　密結形タンク　洗落とし式 【ＴＯＴＯ】ＣＳ６７０Ｂ，ＳＨ６７０ＢＡ，
ＴＣ２９０，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＴＯＴＯ

大便器　１形　普通便座 Ｃ１２００Ｒ　密結形　洗落とし セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200024
大便器 Ⅰ形（普通便座付） Ｃ１２００Ｒ　手洗付密結形タンク　洗落とし式 【ＴＯＴＯ】ＣＳ６７０Ｂ，ＳＨ６７１
ＢＡ，ＴＣ２９０，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＴＯＴＯ

大便器　１形　普通便座 Ｃ１２００Ｒ　手洗付　洗落とし セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200026
大便器 Ⅱ形（普通便座付） Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　洗落とし式 【ＴＯＴＯ】ＣＦＳ４９４ＮＨＮＡ，ＴＣ２９１，ＨＰ４
３０－７，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】Ｃ－Ｐ２５Ｓ，ＣＦ－Ｔ７１１０，ＣＦ－３９ＡＫ，ＣＦ－１０３ＢＢ，ＣＦ－
５１Ｂ，ＣＦ－３２Ｈ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

大便器　２形　普通便座 Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　洗落とし セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200028
大便器 Ⅱ形（普通便座付） Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　サイホン式 【ＴＯＴＯ】ＣＦＳ４６９ＨＮＡ，ＴＣ２９１，ＨＰ４３
０－７，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＴＯＴＯ

大便器　２形　普通便座 Ｃ７１０Ｓ　ＦＶ　サイホン セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200030
大便器 Ⅱ形（普通便座付） Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　洗落とし式 【ＴＯＴＯ】ＣＳ２３２Ｂ，ＳＨ２３２ＢＡ，
ＴＣ２９１，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＣ－Ｐ２０Ｓ＋ＫＪ，ＤＴ－ＰＡ２５０ＴＫ，ＣＦ－３９ＡＴ，ＣＦ－３２
Ｈ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

大便器　２形　普通便座 Ｃ１２００Ｓ　密結形　洗落とし セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200032
大便器 Ⅱ形（普通便座付） Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　洗落とし式 【ＴＯＴＯ】ＣＳ２３２Ｂ，ＳＨ２３３
ＢＡ，ＴＣ２９１，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＣ－Ｐ２０Ｓ＋ＫＪ，ＤＴ－ＰＡ２８０ＴＫ，ＣＦ－３９ＡＴ，ＣＦ
－３２Ｈ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

大便器　２形　普通便座 Ｃ１２００Ｓ　手洗付　洗落とし セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200034
大便器 Ⅱ形（普通便座付） Ｃ１２００Ｓ　密結形タンク　サイホン式 【ＴＯＴＯ】ＣＳ７０Ｂ，ＳＨ６０ＢＡ，ＴＣ
２９１，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＣ－ＺＡ１０Ｓ＋ＫＪ，ＤＴ－ＺＡ１５０Ｅ，ＣＦ－３９ＡＴ，ＣＦ－３２Ｈ
ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

大便器　２形　普通便座 Ｃ１２００Ｓ　密結形　サイホン セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器
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衛生陶器セット 5101200036
大便器 Ⅱ形（普通便座付） Ｃ１２００Ｓ　手洗付密結形タンク　サイホン式 【ＴＯＴＯ】ＣＳ７０Ｂ，ＳＨ６１Ｂ
Ａ，ＴＣ２９１，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＣ－ＺＡ１０Ｓ＋ＫＪ，ＤＴ－ＺＡ１８０Ｅ，ＣＦ－３９ＡＴ，ＣＦ－
３２Ｈ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

大便器　２形　普通便座 Ｃ１２００Ｓ　手洗付　サイホン セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200038
大便器　節水形 Ⅰ形　高座面形（温水洗浄便座付） Ｃ１１１１Ｒ　ＦＶ（レバー） 【ＴＯＴＯ】Ｃ４８０ＡＮ，ＴＶ
５５０Ｓ，ＴＳＦ１００ＡＲ，Ｔ８２ＣＲ３２，ＴＣＦ５５２４Ｐ，ＴＨ３４３Ｒ，ＨＰ４３０－７，Ｔ５３ＤＮ，Ｈ
Ｈ０４０６０，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＴＯＴＯ

大便器　１形高座面形　温水洗浄 Ｃ１１１１Ｒ　ＦＶ　レバー セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200040
大便器　節水形 Ⅰ形　高座面形（温水洗浄便座付） Ｃ１１１１Ｒ　自動ＦＶ 【ＴＯＴＯ】Ｃ４８０ＡＮ，ＴＥＦＶ７
０ＵＨＡ，ＴＳＦ１００ＡＲ，ＴＥＳ４７ＵＲ＃ＢＥＳ，ＴＣＦ５５２４Ｐ，Ｔ８２ＣＲ３２，ＴＨ３４３Ｒ，ＨＰ４
３０－７，Ｔ５３ＤＮ，ＨＨ０４０６０，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＴＯＴＯ

大便器　１形高座面形　温水洗浄 Ｃ１１１１Ｒ　自動ＦＶ セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200042
大便器　節水形 Ⅰ形　高座面形（温水洗浄便座付） Ｃ１１１１Ｒ　密結形タンク 【ＴＯＴＯ】ＣＳ２０ＡＢ，ＳＨ３
０ＢＡ，ＴＣＦ５５２４Ｐ，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＣ－２２０ＳＫ＋ＫＪ，ＤＴ－Ｋ２５０，ＣＷ－ＰＡ１１Ｆ
－ＮＥＣＫ，ＣＦ－００８－１，ＣＦ－３２Ｈ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

大便器　１形高座面形　温水洗浄 Ｃ１１１１Ｒ　密結形 セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200044
大便器　節水形 Ⅰ形　高座面形（温水洗浄便座付） Ｃ１１１１Ｒ　手洗付密結形タンク 【ＴＯＴＯ】ＣＳ２０ＡＢ，
ＳＨ３１ＢＡ，ＴＣＦ５５２４Ｐ，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

大便器　１形高座面形　温水洗浄 Ｃ１１１１Ｒ　手洗付密結形 セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200046
大便器　節水形 Ⅱ形　高座面形（温水洗浄便座付） Ｃ１１１１Ｓ　自動ＦＶ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】Ｃ－Ｐ
１５ＳＫ，ＯＫＣ－ＡＴ６１１０ＳＣＷ，ＣＷ－ＰＡ１１ＦＱ－ＮＥＣＫ，ＣＦ－３２Ｈ，ＣＦ－１０３ＢＢ ＬＩＸＩ
Ｌ

大便器　２形高座面形　温水洗浄 Ｃ１１１１Ｓ　自動ＦＶ セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200048
大便器　節水形 Ⅰ形　高座面形（普通便座付） Ｃ１１１１Ｒ　ＦＶ（レバー） 【ＴＯＴＯ】Ｃ４８０ＡＮ，ＴＶ５５
０Ｓ，ＴＳＦ１００ＡＲ，Ｔ８２ＣＲ３２，ＴＣ２９１Ｊ，ＨＰ４３０－７，Ｔ５３ＤＮ，ＨＨ０４０６０，ＹＨ１１
７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＴＯＴＯ

大便器　１形高座面形　普通便座 Ｃ１１１１Ｒ　ＦＶ　レバー セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200050
大便器　節水形 Ⅰ形　高座面形（普通便座付） Ｃ１１１１Ｒ　自動ＦＶ 【ＴＯＴＯ】Ｃ４８０ＡＮ，ＴＥＦＶ７０Ｕ
ＨＡ，ＴＳＦ１００ＡＲ，ＴＥＳ４７ＵＲ＃ＢＥＳ，ＴＣ２９１Ｊ，Ｔ８２ＣＲ３２，ＨＰ４３０－７，Ｔ５３ＤＮ，
ＨＨ０４０６０，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＴＯＴＯ

大便器　１形高座面形　普通便座 Ｃ１１１１Ｒ　自動ＦＶ セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200052
大便器　節水形 Ⅰ形　高座面形（普通便座付） Ｃ１１１１Ｒ　密結形タンク 【ＴＯＴＯ】ＣＳ２０ＡＢ，ＳＨ３０Ｂ
Ａ，ＴＣ２９１Ｊ，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＣ－２２０ＳＫ＋ＫＪ，ＤＴ－Ｋ２５０，ＣＦ－３９ＣＫ，ＣＦ－３
２Ｈ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

大便器　１形高座面形　普通便座 Ｃ１１１１Ｒ　密結形 セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200054
大便器　節水形 Ⅰ形　高座面形（普通便座付） Ｃ１１１１Ｒ　手洗付密結形タンク 【ＴＯＴＯ】ＣＳ２０ＡＢ，ＳＨ
３１ＢＡ，ＴＣ２９１Ｊ，ＹＨ１１７ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

大便器　１形高座面形　普通便座 Ｃ１１１１Ｒ　手洗付密結形 セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200056
大便器　節水形 Ⅱ形　高座面形（普通便座付） Ｃ１１１１Ｓ　自動ＦＶ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】Ｃ－Ｐ１５
ＳＫ，ＣＦＲ－Ｔ６１０ＰＫ，ＣＦ－３９ＣＫ，ＣＦ－３２Ｈ，ＣＦ－１０３ＢＢ，ＣＦ－７１１Ｓ，ＣＦ－１１０－
５１Ｌ ＬＩＸＩＬ

大便器　２形高座面形　普通便座 Ｃ１１１１Ｓ　自動ＦＶ セット 752 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200058
小便器 洗浄弁式 Ｕ５１０　床置大ＦＶ洗浄（自動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＨ５０７ＣＲ，ＴＥＡ６２ＡＤＳ 【ＬＩＸＩ
Ｌ】Ｕ－３２１ＲＭ，ＯＫ－１００ＳＥＴ，ＵＦ－３００ＷＰ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

小便器　洗浄弁式 Ｕ５１０　床置大ＦＶ洗浄　自動 セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200060
小便器 洗浄弁式 Ｕ５１０　床置大ＦＶ洗浄（手動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＨ５０７ＣＲ，ＴＧ６００ＰＮ 【ＬＩＸＩ
Ｌ】Ｕ－３２１ＲＭ，ＵＦ－３ＪＴ，ＵＦ－３００ＷＰ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

小便器　洗浄弁式 Ｕ５１０　床置大ＦＶ洗浄　手動 セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200062
小便器 洗浄弁式 Ｕ５１１　床置小ＦＶ洗浄（自動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＨ５０８ＣＲ，ＴＥＡ６２ＡＤＳ 【ＬＩＸＩ
Ｌ】Ｕ－３３１ＲＭ，ＯＫ－１００ＳＥＴ，ＵＦ－３００ＷＰ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

小便器　洗浄弁式 Ｕ５１１　床置小ＦＶ洗浄　自動 セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200064
小便器 洗浄弁式 Ｕ５１１　床置小ＦＶ洗浄（手動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＨ５０８ＣＲ，ＴＧ６００ＰＮ 【ＬＩＸＩ
Ｌ】Ｕ－３３１ＲＭ，ＵＦ－３ＪＴ，ＵＦ－３００ＷＰ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

小便器　洗浄弁式 Ｕ５１１　床置小ＦＶ洗浄　手動 セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200066
小便器 洗浄弁式 Ｕ５２０　壁掛大ＦＶ洗浄（自動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＨ５００，ＴＥＡ６２ＡＤＳ，Ｔ９Ｒ，ＨＨ０
４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｕ－４１１Ｒ，ＯＫ－１００ＳＥＴ，ＳＦ－１０Ｅ，ＵＦ－１０４ＢＷＰ ＴＯＴＯ，ＬＩＸ
ＩＬ

小便器　洗浄弁式 Ｕ５２０　壁掛大ＦＶ洗浄　自動 セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200068
小便器 洗浄弁式 Ｕ５２０　壁掛大ＦＶ洗浄（手動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＨ５００，ＴＧ６００ＰＮ，Ｔ９Ｒ，ＨＨ０４
０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｕ－４１１Ｒ，ＵＦ－３ＪＴ，ＳＦ－１０Ｅ，ＵＦ－１０４ＢＷＰ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

小便器　洗浄弁式 Ｕ５２０　壁掛大ＦＶ洗浄　手動 セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200070
小便器 洗浄弁式 Ｕ５２１　壁掛小ＦＶ洗浄（自動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＨ５５７，ＴＥＡ６２ＡＤＳ，Ｔ９ＲＡ，ＨＨ
０４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｕ－４３１Ｒ，ＯＫ－１００ＳＥＴ，ＵＦ－１１４Ｅ×２，ＵＦ－１３ＡＷＰ（ＶＵ） Ｔ
ＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

小便器　洗浄弁式 Ｕ５２１　壁掛小ＦＶ洗浄　自動 セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器
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衛生陶器セット 5101200072
小便器 洗浄弁式 Ｕ５２１　壁掛小ＦＶ洗浄（手動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＨ５５７，ＴＧ６００ＰＮ，Ｔ９ＲＡ，ＨＨ０
４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｕ－４３１Ｒ，ＵＦ－３ＪＴ，ＵＦ－１１４Ｅ×２，ＵＦ－１３ＡＷＰ（ＶＵ） ＴＯＴＯ，
ＬＩＸＩＬ

小便器　洗浄弁式 Ｕ５２１　壁掛小ＦＶ洗浄　手動 セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200074
小便器 専用洗浄弁式 Ｕ６１０　床置大ＦＶ洗浄（自動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＳ９１０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｕ－Ａ３１ＡＰ
ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

小便器　専用洗浄弁式 Ｕ６１０　床置大ＦＶ洗浄　自動 セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200076
小便器 専用洗浄弁式 Ｕ６２０　壁掛大ＦＶ洗浄（自動） 【ＴＯＴＯ】ＵＦＳ９００Ｒ 【ＬＩＸＩＬ】Ｕ－Ａ５１Ａ
Ｐ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

小便器　専用洗浄弁式 Ｕ６２０　壁掛大ＦＶ洗浄　自動 セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200078
洗面器（自動水栓） Ｌ４１０　大形 【ＴＯＴＯ】Ｌ２７０Ｄ，ＴＥＮＡ４０Ａ，Ｔ６ＢＭＰ，ＴＬ２２０Ｄ，ＨＨ０
４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｌ－１７６ＵＡＧ，ＡＭ－３００ＣＶ１，ＬＦ－４ＳＡＬ，ＳＦ－１０Ｅ，ＫＦ－３０ＤＮ
ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

洗面器（自動水栓） Ｌ４１０　大形 セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200080
洗面器（自動水栓） Ｌ４２０　小形 【ＴＯＴＯ】Ｌ２１０Ｄ，ＴＥＮＡ４０Ａ，Ｔ６ＢＭＰ，ＴＬ２５０Ｄ，ＨＨ０
４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｌ－１３２ＡＧ，ＡＭ－３００ＣＶ１，ＬＦ－４ＳＡＬ，ＳＦ－１０Ｅ，ＬＦ－６Ｌ ＴＯＴ
Ｏ，ＬＩＸＩＬ

洗面器（自動水栓） Ｌ４２０　小形 セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200082
洗面器（自動水栓） Ｌ５１１　身障者用 【ＴＯＴＯ】Ｌ１０３Ａ，ＴＥＮ７６Ｇ，Ｔ７ＰＷ９，ＴＬ２２０Ｄ，ＨＨ
０４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｌ－３６５ＡＰＲ，ＡＭ－３００ＣＶ１，ＬＦ－９７ＰＡ，ＳＦ－１０Ｅ，ＫＦ－３０ＤＮ
ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

洗面器（自動水栓） Ｌ５１１　身障者用 セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200084
洗面器（自動水栓） Ｌ５１１　身障者用（混合） 【ＴＯＴＯ】Ｌ１０３Ａ，ＴＥＮ８６Ｇ，Ｔ７ＰＷ９，ＴＬ２２０
Ｄ，ＨＨ０４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｌ－３６５ＡＰＲ，ＡＭ－３１１ＴＣＶ１，ＬＦ－９７ＰＡ，ＳＦ－１０Ｅ，ＫＦ
－３０ＤＮ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

洗面器（自動水栓） Ｌ５１１　身障者用（混合） セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200086
手洗器（自動水栓） Ｌ７１０ 【ＴＯＴＯ】Ｌ３０Ｄ，ＴＥＮＡ１２Ｂ，Ｔ６ＢＲ，Ｔ１５６ＰＨ，Ｔ２２ＢＰ，ＴＬ
２２０Ｄ，ＨＨ０４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｌ－１５ＡＧ，ＡＭ－３００ＣＶ１，ＬＦ－１０ＳＡＬ，ＳＦ－５Ｅ，ＫＦ
－３０ＤＮ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

手洗器（自動水栓） Ｌ７１０ セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200088
掃除流し Ｓ２１０　給水ホース付き 【ＴＯＴＯ】ＳＫ２２Ａ，Ｔ２３ＡＥ２０Ｃ，Ｔ３７ＳＧＥＰ，ＴＨ４０３Ｇ，
ＴＫ２２，Ｔ９Ｒ，ＨＨ０４０６０，ＴＮ１１４ 【ＬＩＸＩＬ】Ｓ－２０２Ａ，ＬＦ－７Ｅ－１９，ＳＦ－２０ＳＡＦ
－Ｐ，ＳＦ－１０Ｅ，ＳＦ－２０２ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

掃除流し Ｓ２１０　給水ホース付き セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200090
掃除流し ＮＳ２１０　給水ホース無し 【ＴＯＴＯ】ＳＫ３２２，Ｔ２３Ｂ２０Ｃ，Ｔ３７ＳＧＥＰ，ＴＨ４０３Ｇ，
ＴＫ２２，Ｔ９Ｒ，ＨＨ０４０６０ 【ＬＩＸＩＬ】Ｓ－２００，ＬＦ－７Ｋ－１９，ＳＦ－２０ＳＡＦ－Ｐ，ＳＦ－１
０Ｅ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

掃除流し ＮＳ２１０　給水ホース無し セット 753 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200092
鏡 化粧鏡 ３００×３６０程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ３０３５Ａ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＦ－３０３５ ＴＯＴＯ，Ｌ
ＩＸＩＬ

鏡　化粧鏡 ３００×３６０程度（木ネジ） セット 754 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200094
鏡 化粧鏡 ３００×４５０程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ３０４５Ａ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＦ－３０４５ ＴＯＴＯ，Ｌ
ＩＸＩＬ

鏡　化粧鏡 ３００×４５０程度（木ネジ） セット 754 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200096
鏡 化粧鏡 ３６０×４５０程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ３５４５Ａ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＦ－３５４５ ＴＯＴＯ，Ｌ
ＩＸＩＬ

鏡　化粧鏡 ３６０×４５０程度（木ネジ） セット 754 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200098 鏡 化粧鏡 ３６０×６００程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ３５６０Ａ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＴＯＴＯ 鏡　化粧鏡 ３６０×６００程度（木ネジ） セット 754 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200100
鏡 化粧鏡 ４５０×６００程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ４５６０Ａ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＦ－４５６０ ＴＯＴＯ，Ｌ
ＩＸＩＬ

鏡　化粧鏡 ４５０×６００程度（木ネジ） セット 754 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200102
鏡 耐食鏡 ３００×３６０程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ３０３５Ｆ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＦ－３０３５Ａ ＴＯＴＯ，
ＬＩＸＩＬ

鏡　耐食鏡 ３００×３６０程度（木ネジ） セット 754 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200104
鏡 耐食鏡 ３００×４５０程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ３０４５Ｆ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＦ－３０４５Ａ ＴＯＴＯ，
ＬＩＸＩＬ

鏡　耐食鏡 ３００×４５０程度（木ネジ） セット 754 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200106
鏡 耐食鏡 ３６０×４５０程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ３５４５Ｆ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＦ－３５４５Ａ ＴＯＴＯ，
ＬＩＸＩＬ

鏡　耐食鏡 ３６０×４５０程度（木ネジ） セット 754 ○ ○ 5101 衛生陶器
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衛生陶器セット 5101200108 鏡 耐食鏡 ３６０×６００程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ３５６０Ｆ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＴＯＴＯ 鏡　耐食鏡 ３６０×６００程度（木ネジ） セット 754 ○ ○ 5101 衛生陶器

衛生陶器セット 5101200110
鏡 耐食鏡 ４５０×６００程度（木ネジ） 【ＴＯＴＯ】ＹＭ４５６０Ｆ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＦ－４５６０Ａ ＴＯＴＯ，
ＬＩＸＩＬ

鏡　耐食鏡 ４５０×６００程度（木ネジ） セット 754 ○ ○ 5101 衛生陶器

トイレルーム用付属設備 5107050002
トイレルーム用付属設備 オストメイト対応トイレパック ロータンク内蔵 【ＴＯＴＯ】ＵＡＳ８１ＬＤＢ２ＮＢ 【Ｌ
ＩＸＩＬ】ＰＴＯＭ－Ｂ２１０Ｗ／ＳＳＷ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

トイレルーム用付属設備 オストメイト対応トイレパック セット 754 ○ ○ 5107 衛生器具用品

トイレルーム用付属設備 5107050004
トイレルーム用付属設備 トイレ用擬音装置 埋込 【ＴＯＴＯ】ＹＥＳ４１２Ｒ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＳ－６２１ ＴＯＴ
Ｏ，ＬＩＸＩＬ

トイレルーム用付属設備 トイレ用擬音装置　埋込 基 754 ○ ○ 5107 衛生器具用品

トイレルーム用付属設備 5107050006
トイレルーム用付属設備 トイレ用擬音装置 露出 【ＴＯＴＯ】ＹＥＳ４０２Ｒ 【ＬＩＸＩＬ】ＫＳ－６２２ ＴＯＴ
Ｏ，ＬＩＸＩＬ

トイレルーム用付属設備 トイレ用擬音装置　露出 基 754 ○ ○ 5107 衛生器具用品

トイレルーム用付属設備 5107050008
トイレルーム用付属設備 トイレ用擬音装置 後付け・露出（乾電池式） 【ＴＯＴＯ】ＹＥＳ４００ＤＲ 【ＬＩＸＩ
Ｌ】ＫＳ－６２３ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

トイレルーム用付属設備 トイレ用擬音装置　後付け・露出 基 754 ○ ○ 5107 衛生器具用品

トイレルーム用付属設備 5107050010
トイレルーム用付属設備 ベビーシート（オムツ交換台） 縦形　※壁側が短辺 【ＴＯＴＯ】ＹＫＡ２４Ｓ，Ｔ１１０Ｄ
１７Ｓ，Ｔ１１０Ｄ２８ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＣ－ＯＫ－Ｆ１１，ＫＦ－Ｄ１７（１Ｐ）×３ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

トイレルーム用付属設備　縦形 ベビーシート（オムツ交換台） セット 754 ○ ○ 5107 衛生器具用品

トイレルーム用付属設備 5107050012
トイレルーム用付属設備 ベビーシート（オムツ交換台） 横形　※壁側が長辺 【ＴＯＴＯ】ＹＫＡ２５Ｓ，ＹＰＨ６２
０１８Ｗ２Ｒ，Ｔ１１０Ｄ２８ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＣ－ＯＫ－２１Ｆ，ＫＦ－Ｄ１７（１Ｐ）×３ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩ
Ｌ

トイレルーム用付属設備　横形 ベビーシート（オムツ交換台） セット 754 ○ ○ 5107 衛生器具用品

トイレルーム用付属設備 5107050014
トイレルーム用付属設備 ベビーチェア 平壁設置 【ＴＯＴＯ】ＹＫＡ１５Ｓ，ＹＰＨ６２０１７Ｗ２，Ｔ１１０Ｄ２８
【ＬＩＸＩＬ】ＡＣ－ＢＫ－Ｆ６２，ＫＦ－Ｄ１７（１Ｐ）×３ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

トイレルーム用付属設備 ベビーチェア　平壁設置 セット 754 ○ ○ 5107 衛生器具用品

トイレルーム用付属設備 5107050016
トイレルーム用付属設備 ベビーチェア コーナー設置 【ＴＯＴＯ】ＹＫＡ１６Ｓ，ＹＰＨ６２０１７Ｗ２，Ｔ１１０Ｄ
２８ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＣ－ＢＫ－Ｆ６２，ＡＣ－ＢＣ－Ｆ３１，ＫＦ－Ｄ１７（１Ｐ）×３ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

トイレルーム用付属設備 ベビーチェア　コーナー設置 セット 754 ○ ○ 5107 衛生器具用品

トイレルーム用付属設備 5107050018
トイレルーム用付属設備 着替え用踏み台 折りたたみ式 【ＴＯＴＯ】フィッティングボードＹＫＡ４１Ｒ，Ｔ１１０Ｄ
２８ 【ＬＩＸＩＬ】チェンジングボードＡＣ－ＣＢ－０１，ＡＹ－５５ＤＮ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

トイレルーム用付属設備 着替え用踏み台　折りたたみ式 セット 754 ○ ○ 5107 衛生器具用品

便槽―ブランド品― 5111012004 便槽 ＳＨＥ－５Ｎ 使用人員（参考）５人×１カ月 容量３９０ｌ φ７８０×１，０００ｍｍ 縦型 積水ホームテクノ 便槽　ＳＨＥ－５Ｎ ３９０Ｌ　積水ホームテクノ 組 755 ○ ○ 5111 便槽

便槽―ブランド品― 5111012006
便槽 Ｖ－８ 使用人員（参考）４人×２カ月 容量５３０ｌ φ７８０×１，３５０ｍｍ 縦型 小便管セット付き 積水
ホームテクノ

便槽　Ｖ－８ ５３０Ｌ　積水ホームテクノ 組 755 ○ ○ 5111 便槽

便槽―ブランド品― 5111012008
便槽 Ｖ－１２ 使用人員（参考）４人×３カ月 容量７９０ｌ φ９８０×１，４３５ｍｍ 縦型 小便管セット付き 積水
ホームテクノ

便槽　Ｖ－１２ ７９０Ｌ　積水ホームテクノ 組 755 ○ ○ 5111 便槽

便槽―ブランド品― 5111012010
便槽 Ｖ－２０ 使用人員（参考）１０人×２カ月 容量１，２７０ｌ φ１，２２０×１，４５０ｍｍ 縦型 小便管セッ
ト付き 積水ホームテクノ

便槽　Ｖ－２０ １２７０Ｌ　積水ホームテクノ 組 755 ○ ○ 5111 便槽

便槽―ブランド品― 5111017532 便槽 ＮＲ－５ 使用人員（参考）４人×１カ月 容量４９０ｌ φ８４５×１，３００ｍｍ 縦型 ネポン 便槽　ＮＲ－５ ４９０Ｌ　ネポン 組 755 ○ ○ 5111 便槽

便槽―ブランド品― 5111017534 便槽 ＮＲ－１０ 使用人員（参考）４人×２カ月 容量９５０ｌ φ１，０９０×１，５９５ｍｍ 縦型 ネポン 便槽　ＮＲ－１０ ９５０Ｌ　ネポン 組 755 ○ ○ 5111 便槽

便槽―ブランド品― 5111017536
便槽 ＮＲＹ－６ 使用人員（参考）５人×１カ月 容量６５０ｌ 幅７４５ｍｍ×長１，５００ｍｍ×深１，１６５ｍｍ
横型 ネポン

便槽　ＮＲＹ－６ ６５０Ｌ　ネポン 組 755 ○ ○ 5111 便槽
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便槽―ブランド品― 5111017538
便槽 ＮＲＹ－１０ 使用人員（参考）４人×２カ月 容量９７０ｌ 幅７４５ｍｍ×長２，２３０ｍｍ×深１，１６５ｍ
ｍ 横型 ネポン

便槽　ＮＲＹ－１０ ９７０Ｌ　ネポン 組 755 ○ ○ 5111 便槽

簡易水洗便器―ブランド品― 5101113016
簡易水洗便器 一般用 洋風便器 ＳＣ９７，ＳＴ９６Ａ１ＮＥＯＡ，ＮＣ８２２Ｗ バランス式開閉弁密結形タンク ジャ
ニス工業

簡易水洗便器　洋風便器 ＳＣ９７　ジャニス 台 755 ○ ○ 5101 衛生陶器

簡易水洗便器―ブランド品― 5101113018
簡易水洗便器 一般用 洋風便器 ＳＣ９７，ＳＴ９６Ａ１ＮＥＯＡ，ＮＣ８２３ＷＨＬ バランス式開閉弁密結形タンク
暖房便座付き ジャニス工業

簡易水洗便器　洋風便器 ＳＣ９７　暖房便座付　ジャニス 台 755 ○ ○ 5101 衛生陶器

簡易水洗便器―ブランド品― 5101116008 簡易水洗便器 一般用 洋式便器 ＫＹ－Ｔ（Ｎ） 水道貯水式 手洗付き 積水ホームテクノ 簡易水洗便器　洋式便器 ＫＹ－Ｔ（Ｎ）　積水ホーム 台 755 ○ ○ 5101 衛生陶器

簡易水洗便器―ブランド品― 5101116010 簡易水洗便器 一般用 洋式便器 ＡＹ－Ｔ（Ｎ） 水道貯水式 手洗付き 積水ホームテクノ 簡易水洗便器　洋式便器 ＡＹ－Ｔ（Ｎ）　積水ホーム 台 755 ○ ○ 5101 衛生陶器

簡易水洗便器―ブランド品― 5101116006 簡易水洗便器 一般用 和式便器 ＴＷ－Ｔ（Ｎ） 水道貯水式 手洗付き 積水ホームテクノ 簡易水洗便器　和式便器 ＴＷ－Ｔ（Ｎ）　積水ホーム 台 755 ○ ○ 5101 衛生陶器

簡易水洗便器―ブランド品― 5101118024 簡易水洗便器 一般用 洋風大便器 ＡＴＷ－６０９ 水道貯水式 ネポン 簡易水洗便器　洋風大便器 ＡＴＷ－６０９　ネポン 台 755 ○ ○ 5101 衛生陶器

簡易水洗便器―ブランド品― 5101118026 簡易水洗便器 一般用 和風大便器 ＡＴＪ－２０９ 水道貯水式 ネポン 簡易水洗便器　和風大便器 ＡＴＪ－２０９　ネポン 台 755 ○ ○ 5101 衛生陶器

簡易水洗便器―ブランド品― 5101118028 簡易水洗便器 一般用 ストール型小便器 ＡＴＵ－３０９ フラッシュバルブ式 ネポン 簡易水洗便器　ストール型小便器 ＡＴＵ－３０９　ネポン 台 755 ○ ○ 5101 衛生陶器

簡易水洗便器―ブランド品― 5101118010 簡易水洗便器 公共用 ネポノール供給装置 Ｐ－ＭＳ４０ 泡洗式 制御装置 ネポン 簡易水洗便器ネポノール供給装置 Ｐ－ＭＳ４０　ネポン 台 755 ○ ○ 5101 衛生陶器

簡易水洗便器―ブランド品― 5101118014 簡易水洗便器 公共用 洋風大便器 Ｐ－ＳＷ５０ 泡洗式 ネポン 簡易水洗便器　洋風大便器 Ｐ－ＳＷ５０　ネポン 台 755 ○ ○ 5101 衛生陶器

簡易水洗便器―ブランド品― 5101118016 簡易水洗便器 公共用 小便器 Ｐ－ＳＵ３０９ 泡洗式 ネポン 簡易水洗便器　小便器 Ｐ－ＳＵ３０９　ネポン 台 755 ○ ○ 5101 衛生陶器

汚水処理施設散気装置部品―ブランド品― 5903020006
汚水処理施設散気装置部品 散気管 プラストロン Ｗ－５００ 外径７０ｍｍ×内径５５ｍｍ×長５００ｍｍ：２本　全
長１，０７０ｍｍ 接続口径２５Ａ ３２Ａ接続も同価格 ニューアドバンス

散気管　プラストロン Ｗ－５００　ニューアドバンス 組 755 ○ ○ 5903 散気装置

汚水処理施設散気装置部品―ブランド品― 5903020007
汚水処理施設散気装置部品 散気管 プラストロン ＳＷ－２５０ 外径７０ｍｍ×内径５５ｍｍ×長２５０ｍｍ：２本
全長５７０ｍｍ 接続口径２５Ａ ３２Ａ接続も同価格 ニューアドバンス

散気管　プラストロン ＳＷ－２５０　ニューアドバンス 組 755 ○ ○ 5903 散気装置

汚水処理施設散気装置部品―ブランド品― 5903020008
汚水処理施設散気装置部品 散気管 プラストロン Ｓ－５００ 外径７０ｍｍ×内径５５ｍｍ×長５００ｍｍ：１本　全
長５６０ｍｍ 接続口径２５Ａ ニューアドバンス

散気管　プラストロン Ｓ－５００　ニューアドバンス 組 755 ○ ○ 5903 散気装置

汚水処理施設散気装置部品―ブランド品― 5903020010
汚水処理施設散気装置部品 散気管 プラストロン Ｓ－２５０ 外径７０ｍｍ×内径５５ｍｍ×長２５０ｍｍ：１本　全
長３１０ｍｍ 接続口径２５Ａ ニューアドバンス

散気管　プラストロン Ｓ－２５０　ニューアドバンス 組 755 ○ ○ 5903 散気装置

汚水処理施設散気装置部品―ブランド品― 5903020012
汚水処理施設散気装置部品 散気管 プラストロン ＨＷ－５００ 外径７０ｍｍ×内径５５ｍｍ×長５００ｍｍ：４本
全長１，０７０ｍｍ 接続口径２５Ａ ３２Ａ接続も同価格 ニューアドバンス

散気管　プラストロン ＨＷ－５００　ニューアドバンス 組 755 ○ ○ 5903 散気装置

汚水処理施設散気装置部品―ブランド品― 5903030010
汚水処理施設散気装置部品 ディフューザー ジェット・ディフューザー ２０ＪＤ－２００ 外径２００ｍｍ 接続口径２
０Ａ ニューアドバンス

ジェット・ディフューザー ２０ＪＤ２００ニューアドバンス 個 755 ○ ○ 5903 散気装置
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汚水処理施設散気装置部品―ブランド品― 5903030020
汚水処理施設散気装置部品 ディフューザー ジェット・ディフューザー ２５ＪＤ－２００ 外径２００ｍｍ 接続口径２
５Ａ ニューアドバンス

ジェット・ディフューザー ２５ＪＤ２００ニューアドバンス 個 755 ○ ○ 5903 散気装置

汚水処理施設散気装置部品―ブランド品― 5903030060
汚水処理施設散気装置部品 ディフューザー ジェット・ディフューザー スーパーファーム型 外径１５０ｍｍ 接続口径
２５Ａ ニューアドバンス

ジェット・ディフューザー スーパーファーム型　ニューアド 個 755 ○ ○ 5903 散気装置

汚水処理施設散気装置部品―ブランド品― 5903030110
汚水処理施設散気装置部品 ディフューザー ファインディフューザー ＦＤ－Ｌ 外径１５０ｍｍ×高６５ｍｍ　本体Ｐ
Ｐ　弁体ＥＰＤＭ 接続口径２０Ａ 若土

ファインディフューザー ＦＤ－Ｌ　若土 個 755 ○ ○ 5903 散気装置

汚水処理施設散気装置部品―ブランド品― 5903030120
汚水処理施設散気装置部品 ディフューザー ファインディフューザー ＦＤ－８７ 外径１２３ｍｍ×高６５ｍｍ　本体
ＰＰ　弁体ＥＰＤＭ 接続口径２５Ａ 若土

ファインディフューザー ＦＤ－８７　若土 個 755 ○ ○ 5903 散気装置

浄化槽 5109010002 小規模合併処理浄化槽 ５人槽 ＢＯＤ：２０ｍｇ／ｌ以下 嫌気ろ床接触ばっ気方式 小規模合併処理浄化槽 ５人槽 基 756 ○ ○ 5109 浄化槽

浄化槽 5109010004 小規模合併処理浄化槽 ７人槽 ＢＯＤ：２０ｍｇ／ｌ以下 嫌気ろ床接触ばっ気方式 小規模合併処理浄化槽 ７人槽 基 756 ○ ○ 5109 浄化槽

浄化槽 5109010006 小規模合併処理浄化槽 １０人槽 ＢＯＤ：２０ｍｇ／ｌ以下 嫌気ろ床接触ばっ気方式 小規模合併処理浄化槽 １０人槽 基 756 ○ ○ 5109 浄化槽

浄化槽 5109010008 小規模合併処理浄化槽（コンパクト型） ５人槽 ＢＯＤ：２０ｍｇ／ｌ以下 小規模合併処理浄化槽 コンパクト型　５人槽 基 756 ○ ○ 5109 浄化槽

浄化槽 5109010010 小規模合併処理浄化槽（コンパクト型） ７人槽 ＢＯＤ：２０ｍｇ／ｌ以下 小規模合併処理浄化槽 コンパクト型　７人槽 基 756 ○ ○ 5109 浄化槽

浄化槽 5109010012 小規模合併処理浄化槽（コンパクト型） １０人槽 ＢＯＤ：２０ｍｇ／ｌ以下 小規模合併処理浄化槽 コンパクト型　１０人槽 基 756 ○ ○ 5109 浄化槽

浄化槽―ブランド品― 5109016112
高度処理型　小規模合併処理浄化槽 ＣＸＦ－５ ５人槽 総容量２．８７１ｍ３ 幅１，１６０ｍｍ×長２，５００ｍｍ
×高１，７７０ｍｍ ＢＯＤ：１０ｍｇ／ｌ以下　Ｔ－Ｎ：１０ｍｇ／ｌ以下 流量調整型　嫌気ろ床担体流動　浮上ろ
過方式 アムズ

高度処理型小規模合併処理浄化槽 ＣＸＦ－５　５人　アムズ 基 756 ○ ○ 5109 浄化槽

浄化槽―ブランド品― 5109016114
高度処理型　小規模合併処理浄化槽 ＣＸＦ－７ ７人槽 総容量４．１３６ｍ３ 幅１，３４０ｍｍ×長２，９５０ｍｍ
×高１，７７０ｍｍ ＢＯＤ：１０ｍｇ／ｌ以下　Ｔ－Ｎ：１０ｍｇ／ｌ以下 流量調整型　嫌気ろ床担体流動　浮上ろ
過方式 アムズ

高度処理型小規模合併処理浄化槽 ＣＸＦ－７　７人　アムズ 基 756 ○ ○ 5109 浄化槽

浄化槽―ブランド品― 5109016116
高度処理型　小規模合併処理浄化槽 ＣＸＦ－１０ １０人槽 総容量５．９８２ｍ３ 幅１，５６０ｍｍ×長３，６３０
ｍｍ×高１，８５０ｍｍ ＢＯＤ：１０ｍｇ／ｌ以下　Ｔ－Ｎ：１０ｍｇ／ｌ以下 流量調整型　嫌気ろ床担体流動　浮
上ろ過方式 アムズ

高度処理型小規模合併処理浄化槽 ＣＸＦ－１０　１０人　アムズ 基 756 ○ ○ 5109 浄化槽

浄化槽―ブランド品― 5109012528
高度処理型　小規模合併処理浄化槽 ＸＣ－５ ５人槽 総容量２．３４６ｍ３ 幅１，１４０ｍｍ×長２，３３０ｍｍ×
高１，５８０ｍｍ ＢＯＤ：１０ｍｇ／ｌ以下　Ｔ－Ｎ：１０ｍｇ／ｌ以下 嫌気ろ床担体流動循環方式 ダイキアクシス

高度処理型小規模合併処理浄化槽 ＸＣ－５　ダイキアクシス 基 756 ○ ○ 5109 浄化槽

浄化槽―ブランド品― 5109012530
高度処理型　小規模合併処理浄化槽 ＸＣ－７ ７人槽 総容量３．１８９ｍ３ 幅１，１４０ｍｍ×長３，０９０ｍｍ×
高１，５８０ｍｍ ＢＯＤ：１０ｍｇ／ｌ以下　Ｔ－Ｎ：１０ｍｇ／ｌ以下 嫌気ろ床担体流動循環方式 ダイキアクシス

高度処理型小規模合併処理浄化槽 ＸＣ－７　ダイキアクシス 基 756 ○ ○ 5109 浄化槽

貯湯槽―ブランド品― 5403031002
貯湯槽 Ｈ－１０２ 容量１，０００ｌ 板厚４ｍｍ×４ｍｍ 内径８００ｍｍ　胴長１，２００ｍｍ 横型 蒸気圧０．０
３４ＭＰａ 水頭圧０．５ＭＰａ 温度１０～７０℃ 本体：ＳＵＳ４４４ＳＧＰ架台１０００Ｈ付き 島倉鉄工所

貯湯槽 Ｈ－１０２　島倉鉄工 基 756 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

貯湯槽―ブランド品― 5403031004
貯湯槽 Ｈ－１０５ 容量１，６００ｌ 板厚４ｍｍ×４ｍｍ 内径９００ｍｍ　胴長１，５５０ｍｍ 横型 蒸気圧０．０
３４ＭＰａ 水頭圧０．５ＭＰａ 温度１０～７０℃ 本体：ＳＵＳ４４４ＳＧＰ架台１０００Ｈ付き 島倉鉄工所

貯湯槽 Ｈ－１０５　島倉鉄工 基 756 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

貯湯槽―ブランド品― 5403031006
貯湯槽 Ｈ－１０７ 容量２，０００ｌ 板厚４ｍｍ×４ｍｍ 内径９００ｍｍ　胴長２，０００ｍｍ 横型 蒸気圧０．０
３４ＭＰａ 水頭圧０．５ＭＰａ 温度１０～７０℃ 本体：ＳＵＳ４４４ＳＧＰ架台１０００Ｈ付き 島倉鉄工所

貯湯槽 Ｈ－１０７　島倉鉄工 基 756 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽
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貯湯槽―ブランド品― 5403031008
貯湯槽 Ｈ－１０９ 容量３，０００ｌ 板厚４ｍｍ×５ｍｍ 内径１，０００ｍｍ　胴長２，４００ｍｍ 横型 蒸気圧
０．０３４ＭＰａ 水頭圧０．５ＭＰａ 温度１０～７０℃ 本体：ＳＵＳ４４４ＳＧＰ架台１０００Ｈ付き 島倉鉄工所

貯湯槽 Ｈ－１０９　島倉鉄工 基 756 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

貯湯槽―ブランド品― 5403031010
貯湯槽 Ｈ－１１１ 容量４，０００ｌ 板厚４ｍｍ×６ｍｍ 内径１，２００ｍｍ　胴長２，２００ｍｍ 横型 蒸気圧
０．０３４ＭＰａ 水頭圧０．５ＭＰａ 温度１０～７０℃ 本体：ＳＵＳ４４４ＳＧＰ架台１０００Ｈ付き 島倉鉄工所

貯湯槽 Ｈ－１１１　島倉鉄工 基 756 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

貯湯槽―ブランド品― 5403031012
貯湯槽 Ｈ－１１３ 容量５，０００ｌ 板厚４ｍｍ×６ｍｍ 内径１，２００ｍｍ　胴長２，８００ｍｍ 横型 蒸気圧
０．０３４ＭＰａ 水頭圧０．５ＭＰａ 温度１０～７０℃ 本体：ＳＵＳ４４４ＳＧＰ架台１０００Ｈ付き 島倉鉄工所

貯湯槽 Ｈ－１１３　島倉鉄工 基 756 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

貯湯槽―ブランド品― 5403031014
貯湯槽 Ｈ－１１５ 容量６，０００ｌ 板厚５ｍｍ×６ｍｍ 内径１，４００ｍｍ　胴長２，４００ｍｍ 横型 蒸気圧
０．０３４ＭＰａ 水頭圧０．５ＭＰａ 温度１０～７０℃ 本体：ＳＵＳ４４４ＳＧＰ架台１０００Ｈ付き 島倉鉄工所

貯湯槽 Ｈ－１１５　島倉鉄工 基 756 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

貯湯槽―ブランド品― 5403031016
貯湯槽 Ｈ－１１７ 容量７，０００ｌ 板厚６ｍｍ×８ｍｍ 内径１，５００ｍｍ　胴長２，４００ｍｍ 横型 蒸気圧
０．０３４ＭＰａ 水頭圧０．５ＭＰａ 温度１０～７０℃ 本体：ＳＵＳ４４４ＳＧＰ架台１０００Ｈ付き 島倉鉄工所

貯湯槽 Ｈ－１１７　島倉鉄工 基 756 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

貯湯槽―ブランド品― 5403031018
貯湯槽 Ｈ－１１９ 容量８，０００ｌ 板厚６ｍｍ×８ｍｍ 内径１，５００ｍｍ　胴長２，８００ｍｍ 横型 蒸気圧
０．０３４ＭＰａ 水頭圧０．５ＭＰａ 温度１０～７０℃ 本体：ＳＵＳ４４４ＳＧＰ架台１０００Ｈ付き 島倉鉄工所

貯湯槽 Ｈ－１１９　島倉鉄工 基 756 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

貯湯槽―ブランド品― 5403031020
貯湯槽 Ｈ－１２１ 容量９，０００ｌ 板厚６ｍｍ×８ｍｍ 内径１，６００ｍｍ　胴長２，７５０ｍｍ 横型 蒸気圧
０．０３４ＭＰａ 水頭圧０．５ＭＰａ 温度１０～７０℃ 本体：ＳＵＳ４４４ＳＧＰ架台１０００Ｈ付き 島倉鉄工所

貯湯槽 Ｈ－１２１　島倉鉄工 基 756 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

貯湯槽―ブランド品― 5403031022
貯湯槽 Ｈ－１２３ 容量１０，０００ｌ 板厚６ｍｍ×８ｍｍ 内径１，６００ｍｍ　胴長３，１００ｍｍ 横型 蒸気圧
０．０３４ＭＰａ 水頭圧０．５ＭＰａ 温度１０～７０℃ 本体：ＳＵＳ４４４ＳＧＰ架台１０００Ｈ付き 島倉鉄工所

貯湯槽 Ｈ－１２３　島倉鉄工 基 756 ○ ○ 5403 貯水・貯湯槽

水栓金具 5103019018
横水栓 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ４ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２３ＡＮＲ１３Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７－１３ ＪＩＳ
Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

横水栓 １３ｍｍ　Ｆ４ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019020
横水栓 口径２０ｍｍ 国土交通省記号Ｆ４ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７－１９ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ Ｌ
ＩＸＩＬ

横水栓 ２０ｍｍ　Ｆ４ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019116
横水栓 （キー式） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ４ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１１５Ｇ ＪＩＳ　Ｂ
２０６１ ＬＩＸＩＬ

横水栓　キー式 １３ｍｍ　Ｆ４ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019010
横水栓 （胴長） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ３ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２３ＢＮＲ１３Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７Ｋ－１
３ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

横水栓　胴長 １３ｍｍ　Ｆ３ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019093
横水栓 （胴長） 口径２０ｍｍ 国土交通省記号Ｆ３ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２３Ｂ２０Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７Ｋ－１９
ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

横水栓　胴長 ２０ｍｍ　Ｆ３ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019094
横水栓 （胴長） 口径２５ｍｍ 国土交通省記号Ｆ３ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７Ｋ－２５ ＪＩＳ　Ｂ
２０６１ ＬＩＸＩＬ

横水栓　胴長 ２５ｍｍ　Ｆ３ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019164
横水栓 （胴長・泡沫式） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ３ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７ＫＦ－１３ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ

横水栓　胴長・泡沫式 １３ｍｍ　Ｆ３ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019172
横水栓 （胴長・泡沫式） 口径２０ｍｍ 国土交通省記号Ｆ３ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７ＫＦ－１９ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ

横水栓　胴長・泡沫式 ２０ｍｍ　Ｆ３ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019148
横水栓 （胴長・レバーハンドル） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ３ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２３ＢＱ１３Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】
ＬＦ－７ＫＺ－１３ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

横水栓　胴長・レバーハンドル １３ｍｍ　Ｆ３ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019150
横水栓 （胴長・レバーハンドル・泡沫式） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ３ 【ＴＯＴＯ】Ｔ１２３ＢＱ１３Ｃ 【Ｌ
ＩＸＩＬ】－ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ

横水栓　胴長レバーハンドル泡沫 １３ｍｍ　Ｆ３ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具
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水栓金具 5103019095
横水栓 （吐水口回転形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ６ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７ＫＲ－１３ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ

横水栓　吐水口回転形 １３ｍｍ　Ｆ６ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019168
横水栓 （吐水口回転形・レバーハンドル） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ６ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２００ＢＳＱ１３Ｃ
【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７ＫＲＺ－１３ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

横水栓吐水口回転レバーハンドル １３ｍｍ　Ｆ６ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019096
横水栓 （吐水口回転形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ７ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２００ＳＮＲ１３Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ
－７Ｒ－１３ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

横水栓　吐水口回転形 １３ｍｍ　Ｆ７ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019097
横水栓 （吐水口回転形） 口径２０ｍｍ 国土交通省記号Ｆ７ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２００Ｓ２０Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－７
Ｒ－１９ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

横水栓　吐水口回転形 ２０ｍｍ　Ｆ７ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019118
横水栓 （吐水口回転形・キー式） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ７ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２００ＣＳＮＲ１３ 【ＬＩＸＩ
Ｌ】ＬＦ－７ＲＧ－１３ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

横水栓　吐水口回転形・キー式 １３ｍｍ　Ｆ７ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019154
横水栓 （吐水口回転形・レバーハンドル） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ７ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２００Ｓ１３Ｖ２Ｃ
【ＬＩＸＩＬ】－ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ

横水栓吐水口回転レバーハンドル １３ｍｍ　Ｆ７ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019024
横水栓 （自在形） 口径２０ｍｍ 国土交通省記号Ｆ５ 【ＴＯＴＯ】Ｔ３０ＡＲ２０ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＪＩＳ　Ｂ
２０６１ ＴＯＴＯ

横水栓　自在形 ２０ｍｍ　Ｆ５ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019120
横水栓 （自在形・泡沫式） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ５ 【ＴＯＴＯ】Ｔ１３０ＡＵＮ１３Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】Ｌ
Ｆ－１２Ｆ－１３ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

横水栓　自在形・泡沫式 １３ｍｍ　Ｆ５ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019174
横水栓 （自在形・泡沫式） 口径２０ｍｍ 国土交通省記号Ｆ５ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１２Ｆ－１９
ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ

横水栓　自在形・泡沫式 ２０ｍｍ　Ｆ５ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019124
横水栓 （自在形・首長） 口径２０ｍｍ 国土交通省記号Ｆ５ 【ＴＯＴＯ】Ｔ３２ＡＲ２０Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ

横水栓　自在形・首長 ２０ｍｍ　Ｆ５ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019176
横水栓 （自在形・泡沫式・首長） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ５ 【ＴＯＴＯ】Ｔ１３２ＡＵＮ１３Ｃ 【ＬＩＸＩ
Ｌ】ＬＦ－１２Ｆ（２２０）－１３ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ

横水栓　自在形・泡沫式・首長 １３ｍｍ　Ｆ５ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019099
横水栓 （横自在形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１０ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１６Ｎ－１３ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ

横水栓　横自在形 １３ｍｍ　Ｆ１０ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019101
横水栓 （横自在形） 口径２０ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１０Ａ 【ＴＯＴＯ】Ｔ３１Ｓ２０Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＪＩＳ
Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ

横水栓　横自在形 ２０ｍｍ　Ｆ１０Ａ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019052
横水栓 （横自在形・泡沫式） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１０Ａ 【ＴＯＴＯ】Ｔ１３１ＳＵＮ１３Ｃ 【ＬＩＸＩ
Ｌ】ＬＦ－１６Ｆ－１３ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

横水栓　横自在形・泡沫式 １３ｍｍ　Ｆ１０Ａ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019060
横水栓 （ホース接続形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１２ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１５－１３－Ｃ
Ｖ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ

横水栓　ホース接続形 １３ｍｍ　Ｆ１２ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019062
横水栓 （ホース接続形） 口径２０ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１２ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１５－１９－Ｃ
Ｖ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ

横水栓　ホース接続形 ２０ｍｍ　Ｆ１２ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019128
横水栓 （ホース接続形・キー式） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１２ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１５Ｇ
－１３－ＣＶ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ

横水栓　ホース接続形・キー式 １３ｍｍ　Ｆ１２ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019130
横水栓 （ホース接続形・胴短自動接手付） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１２ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２８ＡＵＮＨ１３
【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－３５－１３－ＣＶ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

横水栓　ホース接続胴短自動接手 １３ｍｍ　Ｆ１２ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具
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水栓金具 5103019132
横水栓 （ホース接続形・胴短自動接手付） 口径２０ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１２ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２８ＡＵＨ２０ 【Ｌ
ＩＸＩＬ】ＬＦ－３５－１９－ＣＶ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

横水栓　ホース接続胴短自動接手 ２０ｍｍ　Ｆ１２ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019002
立水栓 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２０５ＵＮＲＣ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１ ＪＩＳ　Ｂ　２０
６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

立水栓 １３ｍｍ　Ｆ１ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019134
立水栓 （レバーハンドル） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２０５ＱＦＲＣ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－
１Ｚ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ

立水栓　レバーハンドル １３ｍｍ　Ｆ１ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019038
立水栓 （吐水口回転形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ８ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２１０ＳＮＳＣ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１
Ｒ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

立水栓　吐水口回転形 １３ｍｍ　Ｆ８ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019156
立水栓 （吐水口回転形・レバーハンドル） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ８ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２１０ＳＱＲＣ 【ＬＩ
ＸＩＬ】ＬＦ－１ＲＺ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

立水栓吐水口回転レバーハンドル １３ｍｍ　Ｆ８ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019098
立水栓 （自在形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ９ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１４Ｎ－１３ ＪＩＳ
Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ

立水栓　自在形 １３ｍｍ　Ｆ９ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019042
立水栓 （自在形） 口径２０ｍｍ 国土交通省記号Ｆ９Ａ 【ＴＯＴＯ】Ｔ３６Ｓ２０Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】－ ＪＩＳ　Ｂ
２０６１ ＴＯＴＯ

立水栓　自在形 ２０ｍｍ　Ｆ９Ａ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019136
立水栓 （自在形・泡沫式） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ９Ａ 【ＴＯＴＯ】Ｔ１３６ＳＵＮＲ１３Ｃ 【ＬＩＸＩ
Ｌ】ＬＦ－１４Ｆ－１３ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

立水栓　自在形・泡沫式 １３ｍｍ　Ｆ９Ａ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019064
立水栓 （グーズネック形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１３Ａ 【ＴＯＴＯ】Ｔ４１ＡＳ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１
０１ＳＰＢ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

立水栓　グーズネック形 １３ｍｍ　Ｆ１３Ａ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019066
壁付き化学水栓 １口 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１５ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１０１Ｗ ＪＩＳ
Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

壁付化学水栓１口 １３ｍｍ　Ｆ１５ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019068
壁付き化学水栓 ２口 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１５ 【ＴＯＴＯ】Ｔ４４Ｂ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１０２Ｗ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

壁付化学水栓２口 １３ｍｍ　Ｆ１５ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019070
壁付き化学水栓 ３口 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１５ 【ＴＯＴＯ】Ｔ４４Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１０３Ｗ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

壁付化学水栓３口 １３ｍｍ　Ｆ１５ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019103
壁付き化学水栓 ４口 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１５ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１０４Ｗ ＪＩＳ
Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ

壁付化学水栓４口 １３ｍｍ　Ｆ１５ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019072
台付き化学水栓 １口 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１６ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１０１ ＪＩＳ　Ｂ
２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

台付化学水栓１口 １３ｍｍ　Ｆ１６ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019074
台付き化学水栓 ２口 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１６ 【ＴＯＴＯ】Ｔ４２Ｂ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１０２ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

台付化学水栓２口 １３ｍｍ　Ｆ１６ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019076
台付き化学水栓 ３口 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１６ 【ＴＯＴＯ】Ｔ４２Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１０３ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

台付化学水栓３口 １３ｍｍ　Ｆ１６ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019078
台付き化学水栓 ４口 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１６ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１０４ ＪＩＳ　Ｂ
２０６１ ＬＩＸＩＬ

台付化学水栓４口 １３ｍｍ　Ｆ１６ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019158
止水栓 （腰高） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｓ１Ａ 【ＴＯＴＯ】ＴＢＨ９ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＦ－２Ｓ－１３ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

止水栓　腰高 １３ｍｍ　Ｓ１Ａ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具
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水栓金具 5103019160
止水栓 （腰高） 口径２０ｍｍ 国土交通省記号Ｓ１Ａ 【ＴＯＴＯ】ＴＢ９ＡＸ２０ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＦ－２Ｓ－１９
ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

止水栓　腰高 ２０ｍｍ　Ｓ１Ａ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019084
止水栓 （アングル形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｓ３ 【ＴＯＴＯ】Ｔ４ＡＵ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－３Ｖ ＪＩＳ
Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

止水栓　アングル形 １３ｍｍ　Ｓ３ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019086
止水栓 （ストレート形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｓ４ 【ＴＯＴＯ】Ｔ４ＢＵ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－３ＳＶ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

止水栓　ストレート形 １３ｍｍ　Ｓ４ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019004
壁付きツーハンドル湯水混合水栓 （自在形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ２Ａ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】Ｓ
Ｆ－Ｋ２１２－１３ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

壁付湯水混合水栓　自在形 １３ｍｍ　Ｆ２Ａ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019140
壁付きツーハンドル湯水混合水栓 （自在形・泡沫式） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ２Ａ 【ＴＯＴＯ】ＴＫＧ２０
Ｂ２Ｕ 【ＬＩＸＩＬ】ＳＦ－Ｋ２１２Ｆ－１３ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

壁付き湯水混合水栓自在形泡沫式 １３ｍｍ　Ｆ２Ａ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019104
壁付きツーハンドル湯水混合水栓 （シャワー形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１７ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩ
Ｌ】ＢＦ－ＷＬ２０５Ｈ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ

壁付湯水混合水栓　シャワー形 １３ｍｍ　Ｆ１７ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019105
壁付きツーハンドル湯水混合水栓 （シャワーバス形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１８Ａ 【ＴＯＴＯ】ＴＭＳ２
５Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＦ－Ｋ６５１ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

壁付湯水混合水栓シャワーバス形 １３ｍｍ　Ｆ１８Ａ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019107
壁付きツーハンドル湯水混合水栓 （シャワーバス・埋込形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１９ 【ＴＯＴＯ】ＴＢ
Ｈ２１ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＦ－２７０Ｗ－１３ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

壁付湯水混合水栓　埋込形 １３ｍｍ　Ｆ１９ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019091
台付きツーハンドル湯水混合水栓 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ２Ｂ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－２７５
Ａ－Ｇ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

台付湯水混合水栓 １３ｍｍ　Ｆ２Ｂ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019092
台付きツーハンドル湯水混合水栓 （自在形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ２Ｃ 【ＴＯＴＯ】ＴＫＪ２３ＵＲ 【Ｌ
ＩＸＩＬ】－ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ

台付湯水混合水栓　自在形 １３ｍｍ　Ｆ２Ｃ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019170
台付きツーハンドル湯水混合水栓 （自在形・泡沫式） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ２Ｃ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸ
ＩＬ】ＳＦ－１３０Ｆ－Ｇ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ

台付湯水混合水栓自在形・泡沫式 １３ｍｍ　Ｆ２Ｃ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019106
台付きツーハンドル湯水混合水栓 （シャワーバス形） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号Ｆ１８Ｂ 【ＴＯＴＯ】ＴＭＳ２
６Ｃ 【ＬＩＸＩＬ】ＢＦ－Ｍ６０６ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

台付湯水混合水栓シャワーバス形 １３ｍｍ　Ｆ１８Ｂ 個 757 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019115 立形水飲水栓 口径１３ｍｍ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＤＦ－３Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ 立形水飲水栓 １３ｍｍ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019108
小便器洗浄水栓 口径１３ｍｍ 【ＴＯＴＯ】Ｔ６０Ｂ１Ｕ 【ＬＩＸＩＬ】ＵＦ－８Ｒ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴ
Ｏ，ＬＩＸＩＬ

小便器洗浄水栓 １３ｍｍ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019056 散水栓 口径１３ｍｍ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１３－１３－ＣＶ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ 散水栓 １３ｍｍ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019058 散水栓 口径２０ｍｍ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１３－１９－ＣＶ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ 散水栓 ２０ｍｍ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019142
散水栓 （キー式） 口径１３ｍｍ 【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－１３Ｇ－１３－ＣＶ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１
ＬＩＸＩＬ

散水栓　キー式 １３ｍｍ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具 5103019144
散水栓 （自動接手付） 口径１３ｍｍ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２８ＵＮＨ１３ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－３３－１３－ＣＶ ＪＩＳ
Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

散水栓　自動接手付 １３ｍｍ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具
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水栓金具 5103019146
散水栓 （自動接手付） 口径２０ｍｍ 【ＴＯＴＯ】Ｔ２８ＵＨ２０ 【ＬＩＸＩＬ】ＬＦ－３３－１９－ＣＶ ＪＩＳ
Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

散水栓　自動接手付 ２０ｍｍ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103101502 壁付２ハンドル混合水栓 ＴＫＪ２０ＡＡＵ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ 壁付２ハンドル混合水栓 ＴＫＪ２０ＡＡＵ　ＴＯＴＯ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103101576 壁付シングル混合水栓 （台所用） ＴＫＳ０５３１１Ｊ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ 壁付シングル混合水栓 ＴＫＳ０５３１１Ｊ　ＴＯＴＯ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103101578 台付シングル混合水栓 （台所用） ＴＫＳ０５３１０Ｊ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ 台付シングル混合水栓 ＴＫＳ０５３１０Ｊ　ＴＯＴＯ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103101580 台付シングル混合水栓 （台所用） ＴＫＳ０５３０１Ｊ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ 台付シングル混合水栓 ＴＫＳ０５３０１Ｊ　ＴＯＴＯ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103101563 壁付２ハンドル混合水栓 ＴＫＪ２０ＢＡＵ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ 壁付２ハンドル混合水栓 ＴＫＪ２０ＢＡＵ　ＴＯＴＯ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103101582 壁付サーモスタット混合水栓 （浴室用） ＴＢＶ０３４２１Ｊ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ 壁付サーモスタット混合水栓 ＴＢＶ０３４２１Ｊ　ＴＯＴＯ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103101584 壁付サーモスタット混合水栓 （浴室用） ＴＢＶ０３４０１Ｊ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ 壁付サーモスタット混合水栓 ＴＢＶ０３４０１Ｊ　ＴＯＴＯ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103101586 壁付サーモスタット混合水栓 （浴室用） ＴＢＶ０３４０４Ｊ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ 壁付サーモスタット混合水栓 ＴＢＶ０３４０４Ｊ　ＴＯＴＯ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103101588 台付サーモスタット混合水栓 （浴室用） ＴＢＶ０３４２３Ｊ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ 台付サーモスタット混合水栓 ＴＢＶ０３４２３Ｊ　ＴＯＴＯ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103101564
グースネックレバー式２バルブ混合栓 ＴＬ１０５ＡＧＱＳ　ゴム栓付き 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴ
Ｏ

グースネックレバー式２バルブ 混合栓　ＴＬ１０５ＡＧＱＳ 台 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103101592 レバー式自在水栓 Ｔ１３０ＡＥＱＦ１３Ｃ（泡沫） 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ レバー式自在水栓 Ｔ１３０ＡＥＱＦ１３Ｃ（泡沫） 台 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103101594 シングルレバー混合水栓 ＴＬＨＧ３１ＤＥＦＲ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ シングルレバー混合水栓 ＴＬＨＧ３１ＤＥＦＲ　ＴＯＴＯ 台 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103101574 シングルレバー単水栓 ＴＬＣ１１ＡＲ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＴＯＴＯ シングルレバー単水栓 ＴＬＣ１１ＡＲ　ＴＯＴＯ 台 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103100505 台所用２バルブ混合水栓 ＳＦ－７１３０ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ 台所用２バルブ混合水栓 ＳＦ－７１３０　ＬＩＸＩＬ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103100513 ツーハンドルバス水栓 ＢＦ－Ａ０９０Ｂ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ ツーハンドルバス水栓 ＢＦ－Ａ０９０Ｂ　ＬＩＸＩＬ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103100517 定量止水サーモ付きバス水栓 ＢＦ－７３４０Ｔ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ 定量止水サーモ付バス水栓 ＢＦ－７３４０Ｔ　ＬＩＸＩＬ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

水栓金具―ブランド品― 5103100518 定量止水サーモ付きバス水栓 ＢＦ－Ｍ３４０Ｔ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ 定量止水サーモ付バス水栓 ＢＦ－Ｍ３４０Ｔ　ＬＩＸＩＬ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具
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水栓金具―ブランド品― 5103100502 ツーハンドル混合水栓 ＳＦ－１３０ＤＣ－Ｇ 口径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ＬＩＸＩＬ ツーハンドル混合水栓 ＳＦ１３０ＤＣ－Ｇ　ＬＩＸＩＬ 個 758 ○ ○ 5103 水栓器具

バルブボックス 5021040002 バルブボックス 止水弁用 Ｂ－１ １５０ｍｍ 国土交通省規格 （公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） バルブボックス　止水弁用 Ｂ－１　１５０ｍｍ　国交省 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス 5021040008 バルブボックス 量水器ます用 ＭＢ－１ 国土交通省規格 （公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） バルブボックス　量水器ます用 ＭＢ－１　国交省 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス 5021040010 バルブボックス 量水器ます用 ＭＢ－２ 国土交通省規格 （公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） バルブボックス　量水器ます用 ＭＢ－２　国交省 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス 5021040012 バルブボックス 量水器ます用 ＭＢ－３ 国土交通省規格 （公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） バルブボックス　量水器ます用 ＭＢ－３　国交省 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス 5021040014 バルブボックス 散水栓用 ＷＢ－１３ 国土交通省規格 （公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） バルブボックス　散水栓用 ＷＢ－１３　国交省 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス 5021040028 バルブボックス 散水栓用 ＷＢ－２０ 国土交通省規格 （公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） バルブボックス　散水栓用 ＷＢ－２０　国交省 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス 5021040016
バルブボックス 弁きょう止水弁用 Ｂ５－１ ８０ｍｍ 国土交通省規格 （公共建築設備工事標準仕様書－機械設備工事
編）

バルブボックス弁きょう止水弁用 Ｂ５－１　８０ｍｍ　国交省 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス 5021040018
バルブボックス 弁きょう止水弁用 Ｂ５－２ ８０ｍｍ 国土交通省規格 （公共建築設備工事標準仕様書－機械設備工事
編）

バルブボックス弁きょう止水弁用 Ｂ５－２　８０ｍｍ　国交省 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス 5021040020
バルブボックス 弁きょう止水弁用 Ｂ６－１Ａ １２５ｍｍ 国土交通省規格 （公共建築設備工事標準仕様書－機械設備
工事編）

バルブボックス弁きょう止水弁用 Ｂ６－１Ａ　１２５ｍｍ　国交省 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス 5021040022
バルブボックス 弁きょう止水弁用 Ｂ６－１Ｂ １２５ｍｍ 国土交通省規格 （公共建築設備工事標準仕様書－機械設備
工事編）

バルブボックス弁きょう止水弁用 Ｂ６－１Ｂ　１２５ｍｍ　国交省 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス 5021040024
バルブボックス 弁きょう止水弁用 Ｂ６－２Ａ １２５ｍｍ 国土交通省規格 （公共建築設備工事標準仕様書－機械設備
工事編）

バルブボックス弁きょう止水弁用 Ｂ６－２Ａ　１２５ｍｍ　国交省 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス 5021040026
バルブボックス 弁きょう止水弁用 Ｂ６－２Ｂ １２５ｍｍ 国土交通省規格 （公共建築設備工事標準仕様書－機械設備
工事編）

バルブボックス弁きょう止水弁用 Ｂ６－２Ｂ　１２５ｍｍ　国交省 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス―ブランド品― 5021041002 バルブボックス 止水弁用 Ｂ１ １５０ｍｍ 伊藤鉄工 バルブボックス　止水弁用 Ｂ１　１５０ｍｍ　伊藤鉄工 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス―ブランド品― 5021041006 バルブボックス 散水栓用 Ｂ３Ａ 伊藤鉄工 バルブボックス　散水栓用 Ｂ３Ａ　伊藤鉄工 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス―ブランド品― 5021041008 バルブボックス 散水栓用 Ｂ３Ｂ 伊藤鉄工 バルブボックス　散水栓用 Ｂ３Ｂ　伊藤鉄工 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス―ブランド品― 5021043008 バルブボックス 散水栓用床埋込 ＨＫＢ－３Ｃ １３～２０ｍｍ用 カネソウ バルブボックス　散水栓用床埋込 ＨＫＢ－３Ｃ　カネソウ 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス―ブランド品― 5021046504 バルブボックス 散水栓用 ＶＳ－３Ａ ２５８ｍｍ×１６８ｍｍ 西部機材 バルブボックス　散水栓用 ＶＳ－３Ａ　西部 個 758 ○ ○ 5021 排水路材
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バルブボックス―ブランド品― 5021044502 バルブボックス 止水弁用 Ｂ１－１ １４０ｍｍ 長谷川鋳工所 バルブボックス　止水弁用 Ｂ１－１　１４０ｍｍ　長谷川 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス―ブランド品― 5021044506 バルブボックス 散水栓用 Ｂ３－Ｂ ２６０ｍｍ×１７０ｍｍ 長谷川鋳工所 バルブボックス　散水栓用 Ｂ３－Ｂ　長谷川 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス―ブランド品― 5021045008 バルブボックス 止水栓用 Ｂ１－１ ４０ｍｍ（以下） 福西鋳物 バルブボックス　止水栓用 Ｂ１－１　４０ｍｍ以下　福西 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス―ブランド品― 5021045010 バルブボックス 散水栓用 Ｂ３－２ １３～２０ｍｍ用 福西鋳物 バルブボックス　散水栓用 Ｂ３－２　福西 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス―ブランド品― 5021045004 バルブボックス 散水栓用錠付床埋設（ステンレス製） ＳＦ－ＢＦＫ－１ １３～２０ｍｍ用 福西鋳物 バルブボックス散水栓錠付床埋設 ＳＦ－ＢＦＫ－１　福西 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

バルブボックス―ブランド品― 5021045006 バルブボックス 散水栓用錠付床埋設（ステンレス製） ＳＦ－ＢＦＫ－２ ２５ｍｍ用 福西鋳物 バルブボックス散水栓錠付床埋設 ＳＦ－ＢＦＫ－２　福西 個 758 ○ ○ 5021 排水路材

ボールタップ 5103024002 ボールタップ 一般用ボールタップ（ポリ玉） （単式） ネジ 呼び径１３ｍｍ 最高使用温度：６０℃ ボールタップ　一般用（ポリ玉） 単式　ネジ　１３ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

ボールタップ 5103024004 ボールタップ 一般用ボールタップ（ポリ玉） （単式） ネジ 呼び径２０ｍｍ 最高使用温度：６０℃ ボールタップ　一般用（ポリ玉） 単式　ネジ　２０ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

ボールタップ 5103024116 ボールタップ 一般用ボールタップ（ポリ玉） （複式） ネジ 呼び径１３ｍｍ 最高使用温度：６０℃ ボールタップ　一般用（ポリ玉） 複式　ネジ　１３ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

ボールタップ 5103024118 ボールタップ 一般用ボールタップ（ポリ玉） （複式） ネジ 呼び径２０ｍｍ 最高使用温度：６０℃ ボールタップ　一般用（ポリ玉） 複式　ネジ　２０ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

ボールタップ 5103024102 ボールタップ 一般用ボールタップ（ポリ玉） （複式） ネジ 呼び径２５ｍｍ 最高使用温度：６０℃ ボールタップ　一般用（ポリ玉） 複式　ネジ　２５ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

ボールタップ 5103024104 ボールタップ 一般用ボールタップ（ポリ玉） （複式） ネジ 呼び径３０ｍｍ 最高使用温度：６０℃ ボールタップ　一般用（ポリ玉） 複式　ネジ　３０ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

ボールタップ 5103024106 ボールタップ 一般用ボールタップ（ポリ玉） （複式） ネジ 呼び径４０ｍｍ 最高使用温度：６０℃ ボールタップ　一般用（ポリ玉） 複式　ネジ　４０ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

ボールタップ 5103024108 ボールタップ 一般用ボールタップ（ポリ玉） （複式） ネジ 呼び径５０ｍｍ 最高使用温度：６０℃ ボールタップ　一般用（ポリ玉） 複式　ネジ　５０ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

ボールタップ 5103024244 ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） ネジ 呼び径２５ｍｍ 最高使用温度：１００℃ ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉） 複式　ネジ　２５ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

ボールタップ 5103024246 ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） ネジ 呼び径３０ｍｍ 最高使用温度：１００℃ ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉） 複式　ネジ　３０ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

ボールタップ 5103024248 ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） ネジ 呼び径４０ｍｍ 最高使用温度：１００℃ ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉） 複式　ネジ　４０ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

ボールタップ 5103024250 ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） ネジ 呼び径５０ｍｍ 最高使用温度：１００℃ ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉） 複式　ネジ　５０ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具
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定水位弁―ブランド品― 5103031002
定水位弁 ＦＶバルブ（ストレート形） ＬＰ－８ＨＮ ネジ 呼び径２５ｍｍ 副弁：呼び径２０ボールタップ（ポリ玉）
含む ベン

定水位弁　ＦＶバルブ ＬＰ－８ＨＮ　ネジ　２５ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

定水位弁―ブランド品― 5103031004
定水位弁 ＦＶバルブ（ストレート形） ＬＰ－８ＨＮ ネジ 呼び径３２ｍｍ 副弁：呼び径２０ボールタップ（ポリ玉）
含む ベン

定水位弁　ＦＶバルブ ＬＰ－８ＨＮ　ネジ　３２ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

定水位弁―ブランド品― 5103031006
定水位弁 ＦＶバルブ（ストレート形） ＬＰ－８ＨＮ ネジ 呼び径４０ｍｍ 副弁：呼び径２０ボールタップ（ポリ玉）
含む ベン

定水位弁　ＦＶバルブ ＬＰ－８ＨＮ　ネジ　４０ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

定水位弁―ブランド品― 5103031008
定水位弁 ＦＶバルブ（ストレート形） ＬＰ－８ＨＮ ネジ 呼び径５０ｍｍ 副弁：呼び径２０ボールタップ（ポリ玉）
含む ベン

定水位弁　ＦＶバルブ ＬＰ－８ＨＮ　ネジ　５０ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

定水位弁―ブランド品― 5103035002
定水位弁 ＦＶバルブ（ストレート形） ＬＰ－８ＨＮ フランジ（ＪＩＳ　１０Ｋ） 呼び径６５ｍｍ 副弁：呼び径２０
ボールタップ（ポリ玉）含む ベン

定水位弁　ＦＶバルブ ＬＰ－８ＨＮ　フランジ６５ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

定水位弁―ブランド品― 5103035004
定水位弁 ＦＶバルブ（ストレート形） ＬＰ－８ＨＮ フランジ（ＪＩＳ　１０Ｋ） 呼び径８０ｍｍ 副弁：呼び径２０
ボールタップ（ポリ玉）含む ベン

定水位弁　ＦＶバルブ ＬＰ－８ＨＮ　フランジ８０ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

定水位弁―ブランド品― 5103035006
定水位弁 ＦＶバルブ（ストレート形） ＬＰ－８ＨＮ フランジ（ＪＩＳ　１０Ｋ） 呼び径１００ｍｍ 副弁：呼び径２
０ボールタップ（ポリ玉）含む ベン

定水位弁　ＦＶバルブ ＬＰ－８ＨＮフランジ１００ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

定水位弁―ブランド品― 5103031028
定水位弁 サンケーバルブ（ストレート形） Ｄ２５Ｓ ネジ 呼び径２５ｍｍ 副弁：呼び径１３・２０ボールタップ（ポ
リ玉）含む 兼工業

定水位弁　サンケーバルブ Ｄ２５Ｓ　ネジ　２５ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

定水位弁―ブランド品― 5103031030
定水位弁 サンケーバルブ（ストレート形） Ｄ３０Ｓ ネジ 呼び径３０ｍｍ 副弁：呼び径１３・２０ボールタップ（ポ
リ玉）含む 兼工業

定水位弁　サンケーバルブ Ｄ３０Ｓ　ネジ　３０ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

定水位弁―ブランド品― 5103031032
定水位弁 サンケーバルブ（ストレート形） Ｄ４０Ｓ ネジ 呼び径４０ｍｍ 副弁：呼び径１３・２０ボールタップ（ポ
リ玉）含む 兼工業

定水位弁　サンケーバルブ Ｄ４０Ｓ　ネジ　４０ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

定水位弁―ブランド品― 5103031034
定水位弁 サンケーバルブ（ストレート形） Ｄ５０Ｓ ネジ 呼び径５０ｍｍ 副弁：呼び径１３・２０ボールタップ（ポ
リ玉）含む 兼工業

定水位弁　サンケーバルブ Ｄ５０Ｓ　ネジ　５０ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

定水位弁―ブランド品― 5103035034
定水位弁 サンケーバルブ（ストレート形） Ｄ６５Ｎ フランジ（ＪＩＳ　１０Ｋ） 呼び径６５ｍｍ 副弁：呼び径１
３・２０ボールタップ（ポリ玉）含む 兼工業

定水位弁　サンケーバルブ Ｄ６５Ｎ　フランジ　６５ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

定水位弁―ブランド品― 5103035036
定水位弁 サンケーバルブ（ストレート形） Ｄ７５Ｎ フランジ（ＪＩＳ　１０Ｋ） 呼び径７５ｍｍ 副弁：呼び径１
３・２０ボールタップ（ポリ玉）含む 兼工業

定水位弁　サンケーバルブ Ｄ７５Ｎ　フランジ　７５ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

定水位弁―ブランド品― 5103035038
定水位弁 サンケーバルブ（ストレート形） Ｄ１００Ｎ フランジ（ＪＩＳ　１０Ｋ） 呼び径１００ｍｍ 副弁：呼び径
１３・２０ボールタップ（ポリ玉）含む 兼工業

定水位弁　サンケーバルブ Ｄ１００Ｎ　フランジ１００ｍｍ 個 759 ○ ○ 5103 水栓器具

液面制御機器―ブランド品― 5601032512 液面制御機器 フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｇ 一般給排水用 オムロン フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｇ　オムロン 個 759 ○ ○ 5601 液面制御機器

液面制御機器―ブランド品― 5601032514 液面制御機器 フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｇ１ 空転防止用 オムロン フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｇ１　オムロン 個 759 ○ ○ 5601 液面制御機器

液面制御機器―ブランド品― 5601032516 液面制御機器 フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｇ２ 異常増水警報用 オムロン フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｇ２　オムロン 個 759 ○ ○ 5601 液面制御機器

液面制御機器―ブランド品― 5601032518 液面制御機器 フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｇ３ 満水，渇水警報用 オムロン フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｇ３　オムロン 個 759 ○ ○ 5601 液面制御機器
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液面制御機器―ブランド品― 5601032520 液面制御機器 フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｇ４ 水位表示，空転防止用 オムロン フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｇ４　オムロン 個 759 ○ ○ 5601 液面制御機器

液面制御機器―ブランド品― 5601032522 液面制御機器 フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｉ 液面表示，警報用 オムロン フロートなしスイッチ ６１Ｆ－Ｉ　オムロン 個 759 ○ ○ 5601 液面制御機器

液面制御機器―ブランド品― 5601062502 液面制御機器 交互運転リレー ６１Ｆ－ＡＮ ポンプ交互運転用 オムロン 交互運転リレー ６１Ｆ－ＡＮ　オムロン 個 759 ○ ○ 5601 液面制御機器

液面制御機器―ブランド品― 5601072502 液面制御機器 電極保持器 ＰＳ－３Ｓ ３極用　一般用途 オムロン 液面制御用電極保持器 ＰＳ－３Ｓ　３極用　オムロン 個 759 ○ ○ 5601 液面制御機器

液面制御機器―ブランド品― 5601072504 液面制御機器 電極保持器 ＢＦ－３ ３極用　強度用 オムロン 液面制御用電極保持器 ＢＦ－３　３極用　オムロン 個 759 ○ ○ 5601 液面制御機器

液面制御機器―ブランド品― 5601082504 液面制御機器 電極棒 Ｆ０３－０１ １ｍ　ＳＵＳ３０４ オムロン 液面制御用電極棒 Ｆ０３－０１　１ｍ　オムロン 個 759 ○ ○ 5601 液面制御機器

液面制御機器―ブランド品― 5601092502 液面制御機器 セパレータ Ｆ０３－１４　３Ｐ ３極用 オムロン 液面制御用セパレータ Ｆ０３－１４　３Ｐ　オムロン 個 759 ○ ○ 5601 液面制御機器

液面制御機器―ブランド品― 5601072508 液面制御機器 保持器用保護カバー（ＢＦ，ＰＳ共用） Ｆ０３－１１ オムロン 液面制御用電極保持器保護カバー Ｆ０３－１１　オムロン 個 759 ○ ○ 5601 液面制御機器

液面制御機器―ブランド品― 5601063502 液面制御機器 ニッスイ液面リレー ＴＢＬ－１２ 一般給排水用 パトライト ニッスイ液面リレー ＴＢＬ－１２　パトライト 個 759 ○ ○ 5601 液面制御機器

液面制御機器―ブランド品― 5601063532 液面制御機器 ニッスイ液面リレー ＴＢＬ－１３ＦＣＳ 灯油，重油用 パトライト ニッスイ液面リレー ＴＢＬ－１３ＦＣＳ　パトライト 個 759 ○ ○ 5601 液面制御機器

排水金具 5021010048 排水金具 Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ａ ４０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ａ　４０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021010050 排水金具 Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ａ ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ａ　５０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021010052 排水金具 Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ａ ６５ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ａ　６５ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021010056 排水金具 Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ａ ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ａ　８０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021010057 排水金具 Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ａ １００ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ａ　１００ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021010058
排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ３Ｂ ４０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図
－機械設備工事編）

Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ｂ　４０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021010060
排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ３Ｂ ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図
－機械設備工事編）

Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ｂ　５０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021010062
排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ３Ｂ ６５ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図
－機械設備工事編）

Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ｂ　６５ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

2768 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

排水金具 5021010066
排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ３Ｂ ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図
－機械設備工事編）

Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ｂ　８０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021010068
排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ３Ｂ １００ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準
図－機械設備工事編）

Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ｂ　１００ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021010036 排水金具 変形Ｐ形床排水トラップ Ｔ１６Ａ ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 変形Ｐ形床排水トラップ Ｔ１６Ａ　５０ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021010040 排水金具 変形Ｐ形床排水トラップ Ｔ１６Ａ ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 変形Ｐ形床排水トラップ Ｔ１６Ａ　８０ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021010042
排水金具 変形Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ１６Ｂ ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事
標準図－機械設備工事編）

変形Ｐ形床排水トラップ Ｔ１６Ｂ　５０ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021010046
排水金具 変形Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ１６Ｂ ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事
標準図－機械設備工事編）

変形Ｐ形床排水トラップ Ｔ１６Ｂ　８０ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021020002 排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ ４０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 床上掃除口　ＣＯＡ ４０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021020004 排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 床上掃除口　ＣＯＡ ５０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021020006 排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ ６５ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 床上掃除口　ＣＯＡ ６５ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021020008 排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 床上掃除口　ＣＯＡ ８０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021020010 排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ １００ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 床上掃除口　ＣＯＡ １００ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021020012 排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ １２５ｍｍ 国土交通省規格外 床上掃除口　ＣＯＡ １２５ｍｍ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021020013 排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ １５０ｍｍ 国土交通省規格外 床上掃除口　ＣＯＡ １５０ｍｍ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021020014
排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ ４０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設
備工事編）

床上掃除口　ＣＯＢ ４０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021020016
排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設
備工事編）

床上掃除口　ＣＯＢ ５０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021020018
排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ ６５ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設
備工事編）

床上掃除口　ＣＯＢ ６５ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021020020
排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設
備工事編）

床上掃除口　ＣＯＢ ８０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021020022
排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ １００ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械
設備工事編）

床上掃除口　ＣＯＢ １００ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材
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排水金具 5021020024 排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ １２５ｍｍ 国土交通省規格外 床上掃除口　ＣＯＢ １２５ｍｍ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021020026 排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ １５０ｍｍ 国土交通省規格外 床上掃除口　ＣＯＢ １５０ｍｍ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050022
排水金具 排水金物（コンクリート浴槽用共栓） ＳＮＡ ４０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設
備工事編）

排水金物コンクリート浴槽用共栓 ＳＮＡ　４０ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050024
排水金具 排水金物（コンクリート浴槽用共栓） ＳＮＡ ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設
備工事編）

排水金物コンクリート浴槽用共栓 ＳＮＡ　５０ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050026
排水金具 排水金物（コンクリート浴槽用共栓） ＳＮＡ ６５ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設
備工事編）

排水金物コンクリート浴槽用共栓 ＳＮＡ　６５ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050028
排水金具 排水金物（コンクリート浴槽用共栓） ＳＮＡ ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設
備工事編）

排水金物コンクリート浴槽用共栓 ＳＮＡ　８０ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050030
排水金具 排水金物（コンクリート浴槽用共栓） ＳＮＡ １００ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械
設備工事編）

排水金物コンクリート浴槽用共栓 ＳＮＡ　１００ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050032
排水金具 排水金物（コンクリート流し用（共栓付き）） ＳＮＢ ３２ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図
－機械設備工事編）

排水金物　コンクリート流し用 ＳＮＢ　３２ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050034
排水金具 排水金物（コンクリート流し用（共栓付き）） ＳＮＢ ４０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図
－機械設備工事編）

排水金物　コンクリート流し用 ＳＮＢ　４０ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050036
排水金具 排水金物（コンクリート流し用（共栓付き）） ＳＮＢ ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図
－機械設備工事編）

排水金物　コンクリート流し用 ＳＮＢ　５０ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050038
排水金具 排水金物（コンクリート流し用（共栓付き）） ＳＮＢ ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図
－機械設備工事編）

排水金物　コンクリート流し用 ＳＮＢ　８０ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050042
排水金具 排水金物（コンクリート流し用（ストレーナー付き）） ＳＮＣ ３２ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工
事標準図－機械設備工事編）

排水金物　コンクリート流し用 ＳＮＣ　３２ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050044
排水金具 排水金物（コンクリート流し用（ストレーナー付き）） ＳＮＣ ４０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工
事標準図－機械設備工事編）

排水金物　コンクリート流し用 ＳＮＣ　４０ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050046
排水金具 排水金物（コンクリート流し用（ストレーナー付き）） ＳＮＣ ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工
事標準図－機械設備工事編）

排水金物　コンクリート流し用 ＳＮＣ　５０ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050048
排水金具 排水金物（コンクリート流し用（ストレーナー付き）） ＳＮＣ ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工
事標準図－機械設備工事編）

排水金物　コンクリート流し用 ＳＮＣ　８０ｍｍ国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050001 排水金具 排水金物（床用） Ｄ ３２ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 排水金物（床用） Ｄ　３２ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050002 排水金具 排水金物（床用） Ｄ ４０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 排水金物（床用） Ｄ　４０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050004 排水金具 排水金物（床用） Ｄ ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 排水金物（床用） Ｄ　５０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材
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排水金具 5021050005 排水金具 排水金物（床用） Ｄ ６５ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 排水金物（床用） Ｄ　６５ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050006 排水金具 排水金物（床用） Ｄ ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 排水金物（床用） Ｄ　８０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050008 排水金具 排水金物（床用） Ｄ １００ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 排水金物（床用） Ｄ　１００ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050009 排水金具 排水金物（床用） Ｄ １２５ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 排水金物（床用） Ｄ　１２５ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050010 排水金具 排水金物（床用） Ｄ １５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 排水金物（床用） Ｄ　１５０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021058002 排水金具 排水金物（床用） Ｃ ４０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 排水金物（床用） Ｃ　４０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021058004 排水金具 排水金物（床用） Ｃ ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 排水金物（床用） Ｃ　５０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021050012 排水金具 排水金物（床用） Ｃ ６５ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 排水金物（床用） Ｃ　６５ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021058006 排水金具 排水金物（床用） Ｃ ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 排水金物（床用） Ｃ　８０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021058008 排水金具 排水金物（床用） Ｃ（ＳＵ） ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 排水金物（床用） Ｃ（ＳＵ）５０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021058010 排水金具 排水金物（床用） Ｃ（ＳＵ） ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 排水金物（床用） Ｃ（ＳＵ）８０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021010070 排水金具 Ｕトラップ ４０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 排水トラップ　Ｕトラップ ４０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021010072 排水金具 Ｕトラップ ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 排水トラップ　Ｕトラップ ５０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021060002 排水金具 通気金具 ＶＡ２ ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 通気金具　ＶＡ２ ５０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021060004 排水金具 通気金具 ＶＡ２ ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 通気金具　ＶＡ２ ８０ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021060006 排水金具 通気金具 ＶＡ２ １００ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工事標準図－機械設備工事編） 通気金具　ＶＡ２ １００ｍｍ　国交省 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018002 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ　４０ｍｍ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018004 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ　５０ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材
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排水金具 5021018006 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ　６５ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018008 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ　８０ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018010 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ １００ｍｍ ＪＣＷ規格 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ　１００ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018012 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ　４０ｍｍ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018014 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ　５０ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018016 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ　６５ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018018 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ　８０ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018020 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ １００ｍｍ ＪＣＷ規格 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ　１００ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018022 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ）４０ｍｍ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018024 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ）５０ｍｍＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018026 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ規格 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ）６５ｍｍＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018028 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ）８０ｍｍＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018030 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ規格 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ）１００ｍｍＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018032 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ）　４０ｍｍ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018034 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ）５０ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018036 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ規格 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ）６５ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018038 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ）８０ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018040 排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ規格 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ）１００ｍｍＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材
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排水金具 5021018042 排水金具 金属流し用トラップ Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格 金属流し用トラップ Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ）４０　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018044 排水金具 金属流し用トラップ Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格 金属流し用トラップ Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ）５０　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018046 排水金具 金属流し用トラップ Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格 金属流し用トラップ Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ）４０　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018048 排水金具 金属流し用トラップ Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格 金属流し用トラップ Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ）５０　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018050 排水金具 コンクリート流し用トラップ Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格 コンクリ流し用トラップ Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ）４０　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018052 排水金具 コンクリート流し用トラップ Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格 コンクリ流し用トラップ Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ）５０　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018054 排水金具 コンクリート流し用トラップ Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格 コンクリ流し用トラップ Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ）４０　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021018056 排水金具 コンクリート流し用トラップ Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格 コンクリ流し用トラップ Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ）５０　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068002 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外 通気金具　ＶＣ－ＢＡ ４０ｍｍ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068004 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＢＡ ５０ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068006 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＢＡ ６５ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068008 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＢＡ ８０ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068010 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ １００ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＢＡ １００ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068012 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ １２５ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＢＡ １２５ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068014 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ １５０ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＢＡ １５０ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068016 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外 通気金具　ＶＣ－ＥＦ ４０ｍｍ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068018 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＥＦ ５０ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068020 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＥＦ ６５ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材
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排水金具 5021068022 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＥＦ ８０ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068024 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ １００ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＥＦ １００ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068026 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ １２５ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＥＦ １２５ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068028 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ １５０ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＥＦ １５０ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068030 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外 通気金具　ＶＣ－ＥＡ ４０ｍｍ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068032 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＥＡ ５０ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068034 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＥＡ ６５ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068036 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＥＡ ８０ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068038 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ １００ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＥＡ １００ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068040 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ １２５ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＥＡ １２５ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具 5021068042 排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ １５０ｍｍ ＪＣＷ規格 通気金具　ＶＣ－ＥＡ １５０ｍｍ　ＪＣＷ 個 760 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011076 排水金具 浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ ４０ｍｍ 伊藤鉄工 排水トラップ　浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ　４０ｍｍ伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011078 排水金具 浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ ５０ｍｍ 伊藤鉄工 排水トラップ　浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ　５０ｍｍ伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011080 排水金具 浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ ６５ｍｍ 伊藤鉄工 排水トラップ　浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ　６５ｍｍ伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011082 排水金具 浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ ８０ｍｍ 伊藤鉄工 排水トラップ　浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ　８０ｍｍ伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011084 排水金具 浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ １００ｍｍ 伊藤鉄工 排水トラップ　浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ１００ｍｍ伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011047 排水金具 洗濯機用 Ｔ５ＡＯＨＳ ５０ｍｍ 伊藤鉄工 排水トラップ　洗濯機用 Ｔ５ＡＯＨＳ　５０ｍｍ伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011049 排水金具 洗濯機用 Ｔ５ＢＯＨＳ ５０ｍｍ 伊藤鉄工 排水トラップ　洗濯機用 Ｔ５ＢＯＨＳ　５０ｍｍ伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材
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排水金具―ブランド品― 5021011068 排水金具 流し排水用 Ｔ１４ＡＶＳ ４０ｍｍ 伊藤鉄工 排水トラップ　流し排水用 Ｔ１４ＡＶＳ　４０ｍｍ伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011070 排水金具 流し排水用 Ｔ１４ＡＶＳ ５０ｍｍ 伊藤鉄工 排水トラップ　流し排水用 Ｔ１４ＡＶＳ　５０ｍｍ伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011072 排水金具 流し排水用 Ｔ１４ＢＶＳ ４０ｍｍ 伊藤鉄工 排水トラップ　流し排水用 Ｔ１４ＢＶＳ　４０ｍｍ伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011074 排水金具 流し排水用 Ｔ１４ＢＶＳ ５０ｍｍ 伊藤鉄工 排水トラップ　流し排水用 Ｔ１４ＢＶＳ　５０ｍｍ伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011058 排水金具 Ｐ型トラップ ＰＧ ４０ｍｍ 伊藤鉄工 排水トラップ　Ｐ型トラップ ＰＧ　４０ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011060 排水金具 Ｐ型トラップ ＰＧ ５０ｍｍ 伊藤鉄工 排水トラップ　Ｐ型トラップ ＰＧ　５０ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011062 排水金具 Ｐ型トラップ ＰＧ ６５ｍｍ 伊藤鉄工 排水トラップ　Ｐ型トラップ ＰＧ　６５ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011064 排水金具 Ｐ型トラップ ＰＧ ８０ｍｍ 伊藤鉄工 排水トラップ　Ｐ型トラップ ＰＧ　８０ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011066 排水金具 Ｐ型トラップ ＰＧ １００ｍｍ 伊藤鉄工 排水トラップ　Ｐ型トラップ ＰＧ　１００ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021021011 排水金具 床上掃除口金具 ＣＯＶＮ ４０ｍｍ 伊藤鉄工 床上掃除口金具 ＣＯＶＮ　４０ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021021012 排水金具 床上掃除口金具 ＣＯＶＮ ５０ｍｍ 伊藤鉄工 床上掃除口金具 ＣＯＶＮ　５０ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021021014 排水金具 床上掃除口金具 ＣＯＶＮ ７５ｍｍ 伊藤鉄工 床上掃除口金具 ＣＯＶＮ　７５ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021021016 排水金具 床上掃除口金具 ＣＯＶＮ １００ｍｍ 伊藤鉄工 床上掃除口金具 ＣＯＶＮ　１００ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021021042 排水金具 掃除口用プラグ ＢＰ ４０ｍｍ 伊藤鉄工 掃除口用プラグ ＢＰ　４０ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021021044 排水金具 掃除口用プラグ ＢＰ ５０ｍｍ 伊藤鉄工 掃除口用プラグ ＢＰ　５０ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021021046 排水金具 掃除口用プラグ ＢＰ ６５ｍｍ 伊藤鉄工 掃除口用プラグ ＢＰ　６５ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021021048 排水金具 掃除口用プラグ ＢＰ ８０ｍｍ 伊藤鉄工 掃除口用プラグ ＢＰ　８０ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021021050 排水金具 掃除口用プラグ ＢＰ １００ｍｍ 伊藤鉄工 掃除口用プラグ ＢＰ　１００ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材
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排水金具―ブランド品― 5021061020 排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ ３２ｍｍ 伊藤鉄工 通気金具　ＮＶＣ２ ３２ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021061022 排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ ４０ｍｍ 伊藤鉄工 通気金具　ＮＶＣ２ ４０ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021061024 排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ ５０ｍｍ 伊藤鉄工 通気金具　ＮＶＣ２ ５０ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021061026 排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ ６５ｍｍ 伊藤鉄工 通気金具　ＮＶＣ２ ６５ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021061028 排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ ８０ｍｍ 伊藤鉄工 通気金具　ＮＶＣ２ ８０ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021061030 排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ １００ｍｍ 伊藤鉄工 通気金具　ＮＶＣ２ １００ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021061032 排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ １２５ｍｍ 伊藤鉄工 通気金具　ＮＶＣ２ １２５ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021061034 排水金具 通気金具 ＮＶＣ２ １５０ｍｍ 伊藤鉄工 通気金具　ＮＶＣ２ １５０ｍｍ　伊藤鉄工 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021013020 排水金具 グリース阻集器（ステンレス製） ＫＳＧＴ－１３００ １００ｍｍ カネソウ 排水トラップ　グリース阻集器 ＫＳＧＴ－１３００　カネソウ 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021013016 排水金具 グリース阻集器（ステンレス製） ＫＳＧＴ－１４００ １００ｍｍ カネソウ 排水トラップ　グリース阻集器 ＫＳＧＴ－１４００　カネソウ 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021013018 排水金具 グリース阻集器（ステンレス製） ＫＳＧＴ－１６００ １００ｍｍ カネソウ 排水トラップ　グリース阻集器 ＫＳＧＴ－１６００　カネソウ 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021013026 排水金具 耐火型グリース阻集器 ＫＳＧＴ－１４００Ｌ １００ｍｍ カネソウ 排水トラップ耐火型グリス阻集器 ＫＳＧＴ－１４００Ｌ　カネソウ 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021013028 排水金具 耐火型グリース阻集器 ＫＳＧＴ－１６００Ｌ １００ｍｍ カネソウ 排水トラップ耐火型グリス阻集器 ＫＳＧＴ－１６００Ｌ　カネソウ 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021013022 排水金具 オイル阻集器（ステンレス製） ＫＳＯＴ－５８００ ７５ｍｍ カネソウ 排水トラップ　オイル阻集器 ＫＳＯＴ－５８００　カネソウ 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021013024 排水金具 オイル阻集器（ステンレス製） ＫＳＯＴ－６０１０ １００ｍｍ カネソウ 排水トラップ　オイル阻集器 ＫＳＯＴ－６０１０　カネソウ 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021013546 排水金具 浴槽用 ＫＴ１５ＢＰＲ（ＳＵ） ４０ｍｍ 小島製作所 排水トラップ　浴槽用 ＫＴ１５ＢＰＲ　４０ｍｍ　小島 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021013548 排水金具 浴槽用 ＫＴ１５ＢＰＲ（ＳＵ） ５０ｍｍ 小島製作所 排水トラップ　浴槽用 ＫＴ１５ＢＰＲ　５０ｍｍ　小島 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021013550 排水金具 浴槽用 ＫＴ１５ＢＰＲ（ＳＵ） ６５ｍｍ 小島製作所 排水トラップ　浴槽用 ＫＴ１５ＢＰＲ　６５ｍｍ　小島 個 761 ○ ○ 5021 排水路材
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排水金具―ブランド品― 5021054006 排水金具 洗濯機用 ＦＷＬ－Ｐ ５０ｍｍ 第一機材 排水金具　洗濯機用 ＦＷＬ－Ｐ　５０ｍｍ　第一 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021014016 排水金具 防水パン用 ＪＴ－１ ５０ｍｍ 第一機材 排水トラップ　防水パン用 ＪＴ－１　５０ｍｍ　第一 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011518 排水金具 洗濯機用 Ｔ５ＡＦ－ＥＷ ５０ｍｍ ダイドレ 排水トラップ　洗濯機用 Ｔ５ＡＦ－ＥＷ　ダイドレ 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011520 排水金具 洗濯機用 Ｔ５ＢＦ－ＥＷ ５０ｍｍ ダイドレ 排水トラップ　洗濯機用 Ｔ５ＢＦ－ＥＷ　ダイドレ 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011554 排水金具 床排水用 Ｔ５ＡＦｔ ５０ｍｍ ダイドレ 排水トラップ　床排水用 Ｔ５ＡＦｔ　ダイドレ 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011546 排水金具 床排水用 Ｔ５ＢＦｔ ５０ｍｍ ダイドレ 排水トラップ　床排水用 Ｔ５ＢＦｔ　ダイドレ 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011560 排水金具 ドラムトラップ（鋳鉄製） Ｔ２ａ ４０ｍｍ ダイドレ 排水トラップ　ドラムトラップ Ｔ２ａ　４０ｍｍ　ダイドレ 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021011562 排水金具 ドラムトラップ（鋳鉄製） Ｔ２ａ ５０ｍｍ ダイドレ 排水トラップ　ドラムトラップ Ｔ２ａ　５０ｍｍ　ダイドレ 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021061506 排水金具 通気金具 ＶＡ－１ ダイドレ 通気金具　ＶＡ－１ ダイドレ 個 761 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021017006 排水金具 床排水用 Ｔ５Ａ－１ ５０ｍｍ 中部コーポレーション 排水トラップ　床排水用 Ｔ５Ａ－１　５０ｍｍ　中部 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021017008 排水金具 床排水用 Ｔ５Ｂ－１ ５０ｍｍ 中部コーポレーション 排水トラップ　床排水用 Ｔ５Ｂ－１　５０ｍｍ　中部 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021017014 排水金具 浴室用 ＪＴ－１ ５０ｍｍ 中部コーポレーション 排水トラップ　浴室用 ＪＴ－１　５０ｍｍ　中部 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021017016 排水金具 洗濯機用 Ｔ５Ａ－１Ｓ ５０ｍｍ 中部コーポレーション 排水トラップ　洗濯機用 Ｔ５Ａ－１Ｓ　５０ｍｍ　中部 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021017018 排水金具 洗濯機用 Ｔ５Ｂ－１Ｓ ５０ｍｍ 中部コーポレーション 排水トラップ　洗濯機用 Ｔ５Ｂ－１Ｓ　５０ｍｍ　中部 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021014534 排水金具 洗濯機用（防水パン用） ＪＴ－３ ５０ｍｍ 長谷川鋳工所 排水トラップ　洗濯機用 ＪＴ－３　５０ｍｍ　長谷川 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021015030 排水金具 浴槽用 Ｔ－１５ ４０ｍｍ 福西鋳物 排水トラップ　浴槽用 Ｔ－１５　４０ｍｍ　福西 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021015032 排水金具 浴槽用 Ｔ－１５ ５０ｍｍ 福西鋳物 排水トラップ　浴槽用 Ｔ－１５　５０ｍｍ　福西 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021015058 排水金具 洗濯機用（非防水） ＦＴ－６ＡＣ ５０ｍｍ 福西鋳物 排水トラップ　洗濯機用　非防水 ＦＴ－６ＡＣ　５０ｍｍ　福西 個 762 ○ ○ 5021 排水路材
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排水金具―ブランド品― 5021015060 排水金具 洗濯機用（防水） ＦＴ－６ＢＣ ５０ｍｍ 福西鋳物 排水トラップ　洗濯機用　防水 ＦＴ－６ＢＣ　５０ｍｍ　福西 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021015026 排水金具 ガソリン用（ステンレス製） ＯｉＳＧ－５０３０ ７５ｍｍ 福西鋳物 排水トラップ　ガソリン用 ＯｉＳＧ－５０３０　福西 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021015028 排水金具 ガソリン用（ステンレス製） ＯｉＳＧ－８０４０ １００ｍｍ 福西鋳物 排水トラップ　ガソリン用 ＯｉＳＧ－８０４０　福西 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021025012 排水金具 床上掃除口金具 ＣＯＶ ５０ｍｍ 福西鋳物 床上掃除口金具 ＣＯＶ　５０ｍｍ　福西鋳物 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021025014 排水金具 床上掃除口金具 ＣＯＶ ７５ｍｍ 福西鋳物 床上掃除口金具 ＣＯＶ　７５ｍｍ　福西鋳物 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021025016 排水金具 床上掃除口金具 ＣＯＶ １００ｍｍ 福西鋳物 床上掃除口金具 ＣＯＶ　１００ｍｍ　福西鋳物 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021065026 排水金具 通気金具 ＳＦ－ＶＡＨ ７５ｍｍ 福西鋳物 通気金具　ＳＦ－ＶＡＨ ７５ｍｍ　福西鋳物 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021065028 排水金具 通気金具 ＳＦ－ＶＡＨ １００ｍｍ 福西鋳物 通気金具　ＳＦ－ＶＡＨ １００ｍｍ　福西鋳物 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021065016 排水金具 通気金具 ＦＪ ７５ｍｍ 福西鋳物 通気金具　ＦＪ ７５ｍｍ　福西鋳物 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021065018 排水金具 通気金具 ＦＪ １００ｍｍ 福西鋳物 通気金具　ＦＪ １００ｍｍ　福西鋳物 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021065020 排水金具 通気金具 ＦＪ １２５ｍｍ 福西鋳物 通気金具　ＦＪ １２５ｍｍ　福西鋳物 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021065022 排水金具 通気金具 ＦＪ－Ａ ７５ｍｍ 福西鋳物 通気金具　ＦＪ－Ａ ７５ｍｍ　福西鋳物 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021065024 排水金具 通気金具 ＦＪ－Ａ １００ｍｍ 福西鋳物 通気金具　ＦＪ－Ａ １００ｍｍ　福西鋳物 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021015508 排水金具 耐火型グリーストラップ ＰＸ－６３０ＰＨ ８０ｍｍ プレパイ工業 耐火型グリーストラップ ＰＸ－６３０ＰＨ　プレパイ 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021015510 排水金具 耐火型グリーストラップ ＰＸ－８４０ＰＨ １００ｍｍ プレパイ工業 耐火型グリーストラップ ＰＸ－８４０ＰＨ　プレパイ 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021015512 排水金具 耐火型グリーストラップ ＰＸ－９４５ＰＨ １００ｍｍ プレパイ工業 耐火型グリーストラップ ＰＸ－９４５ＰＨ　プレパイ 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021015514 排水金具 耐火型グリーストラップ ＧＸ－１０５０ＰＨ １００ｍｍ プレパイ工業 耐火型グリーストラップ ＧＸ－１０５０ＰＨ　プレパイ 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021015516 排水金具 耐火型グリーストラップ ＧＸ－１２６０ＰＨ １２５ｍｍ プレパイ工業 耐火型グリーストラップ ＧＸ－１２６０ＰＨ　プレパイ 個 762 ○ ○ 5021 排水路材
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排水金具―ブランド品― 5021062002 排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥ　屋内通気方式　Ｅソケット付き ４０ｍｍ 森永エンジニアリング ドルゴ通気弁　屋内通気方式 ＥソケットＪＤＥ　４０ｍｍ森永 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021062004 排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥ　屋内通気方式　Ｅソケット付き ５０ｍｍ 森永エンジニアリング ドルゴ通気弁　屋内通気方式 ＥソケットＪＤＥ　５０ｍｍ森永 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021062006 排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥ　屋内通気方式　Ｅソケット付き ６５ｍｍ 森永エンジニアリング ドルゴ通気弁　屋内通気方式 ＥソケットＪＤＥ　６５ｍｍ森永 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021062008 排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥ　屋内通気方式　Ｅソケット付き ７５ｍｍ 森永エンジニアリング ドルゴ通気弁　屋内通気方式 ＥソケットＪＤＥ　７５ｍｍ森永 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021062010 排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥ　屋内通気方式　Ｅソケット付き １００ｍｍ 森永エンジニアリング ドルゴ通気弁　屋内通気方式 ＥソケットＪＤＥ１００ｍｍ森永 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021062012 排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤ　屋内通気方式 １２５ｍｍ 森永エンジニアリング ドルゴ通気弁　屋内通気方式 ＪＤ　１２５ｍｍ　森永 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021062014 排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥＣ　屋外設置用　Ｅソケット付き ４０ｍｍ 森永エンジニアリング ドルゴ通気弁　屋外設置用 ＥソケットＪＤＥＣ４０ｍｍ森永 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021062016 排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥＣ　屋外設置用　Ｅソケット付き ５０ｍｍ 森永エンジニアリング ドルゴ通気弁　屋外設置用 ＥソケットＪＤＥＣ５０ｍｍ森永 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021062018 排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥＣ　屋外設置用　Ｅソケット付き ６５ｍｍ 森永エンジニアリング ドルゴ通気弁　屋外設置用 ＥソケットＪＤＥＣ６５ｍｍ森永 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021062020 排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥＣ　屋外設置用　Ｅソケット付き ７５ｍｍ 森永エンジニアリング ドルゴ通気弁　屋外設置用 ＥソケットＪＤＥＣ７５ｍｍ森永 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021062022 排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＥＣ　屋外設置用　Ｅソケット付き １００ｍｍ 森永エンジニアリング ドルゴ通気弁　屋外設置用 Ｅソケット　ＪＤＥＣ１００森永 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

排水金具―ブランド品― 5021062024 排水金具 ドルゴ通気弁 ＪＤＣ　屋外設置用 １２５ｍｍ 森永エンジニアリング ドルゴ通気弁　屋外設置用 ＪＤＣ　１２５ｍｍ　森永 個 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037502 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □３００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □３００ｍｍ　５００Ｋ　鎖無 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037504 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □４００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □４００ｍｍ　５００Ｋ　鎖無 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037506 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □４５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □４５０ｍｍ　５００Ｋ　鎖無 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037508 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □５００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □５００ｍｍ　５００Ｋ　鎖無 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037510 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □６００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □６００ｍｍ　５００Ｋ　鎖無 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037512 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □３００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　１５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □３００ｍｍ　１５００Ｋ　鎖無 組 762 ○ ○ 5021 排水路材
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枠付き格子ぶた 5021037514 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □４００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　１５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □４００ｍｍ　１５００Ｋ　鎖無 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037516 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □４５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　１５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □４５０ｍｍ　１５００Ｋ　鎖無 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037518 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □５００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　１５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □５００ｍｍ　１５００Ｋ　鎖無 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037520 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □６００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　１５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □６００ｍｍ　１５００Ｋ　鎖無 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037522 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □３００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □３００ｍｍ　５０００Ｋ　鎖無 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037524 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □４００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □４００ｍｍ　５０００Ｋ　鎖無 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037526 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □４５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □４５０ｍｍ　５０００Ｋ　鎖無 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037528 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □５００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □５００ｍｍ　５０００Ｋ　鎖無 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037530 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □６００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □６００ｍｍ　５０００Ｋ　鎖無 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037552 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □３００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □３００ｍｍ　５００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037554 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □３５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □３５０ｍｍ　５００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037556 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □４００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □４００ｍｍ　５００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037558 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □４５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □４５０ｍｍ　５００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037560 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □５００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □５００ｍｍ　５００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037562 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □６００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５００Ｋ 安全荷重５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □６００ｍｍ　５００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037564 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □３００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　１５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □３００ｍｍ　１５００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037566 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □３５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　１５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □３５０ｍｍ　１５００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037568 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □４００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　１５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □４００ｍｍ　１５００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材
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枠付き格子ぶた 5021037570 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □４５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　１５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □４５０ｍｍ　１５００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037572 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □５００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　１５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □５００ｍｍ　１５００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037574 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □６００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　１５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □６００ｍｍ　１５００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037576 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □３００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □３００ｍｍ　５０００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037578 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □３５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □３５０ｍｍ　５０００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037580 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □４００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □４００ｍｍ　５０００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037582 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □４５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □４５０ｍｍ　５０００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037584 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □５００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □５００ｍｍ　５０００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

枠付き格子ぶた 5021037586 枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖あり） □６００ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ 枠付き格子ぶた　ＳＨＡＳＥ－Ｓ □６００ｍｍ　５０００Ｋ　鎖有 組 762 ○ ○ 5021 排水路材

ガス給湯器 3409061460 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋内壁掛形 元止式 ５号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋内壁掛 元止式　５号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061462 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋内壁掛形 先止式 ５号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋内壁掛 先止式　５号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061464 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 １０号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 １０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061466 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 １６号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 １６号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061468 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 ２０号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 ２０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061470 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 ＢＬ認定 １６号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 ＢＬ　１６号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061472 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 ＢＬ認定 ２０号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 ＢＬ　２０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061474 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 １６号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 オートストップ　１６号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061476 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 ２０号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 オートストップ　２０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

2781 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ガス給湯器 3409061478 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 ２４号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 オートストップ　２４号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061480 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　ＢＬ認定 １６号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 オートストップ　ＢＬ１６号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061482 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　ＢＬ認定 ２０号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 オートストップ　ＢＬ２０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061484 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　ＢＬ認定 ２４号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 オートストップ　ＢＬ２４号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061486 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　エコジョーズ １６号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 オートストップ　エコ　１６号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061488 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　エコジョーズ ２０号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 オートストップ　エコ　２０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061490 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　エコジョーズ ２４号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 オートストップ　エコ　２４号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061492 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　エコジョーズ　ＢＬ認定 １６号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 オートストップ　エコＢＬ１６号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061494 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２０号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 オートストップ　エコＢＬ２０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061496 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 オートストップ機能付　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２４号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 オートストップ　エコＢＬ２４号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061498 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋内壁掛形 業務用　ダクト接続形　エコジョーズ １６号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋内壁掛 業務用　ダクト接続　１６号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061500 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋内壁掛形 業務用　ダクト接続形　エコジョーズ ２４号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋内壁掛 業務用　ダクト接続　２４号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061502 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 ３２号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 業務用　３２号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061504 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 ５０号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 業務用　５０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061506 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 業務用　即出湯形 ３２号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 業務用　即出湯　３２号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061508 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 業務用　即出湯形 ５０号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 業務用　即出湯　５０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061510 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 業務用　エコジョーズ ３２号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 業務用　エコ　３２号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409061512 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 業務用　エコジョーズ ５０号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 業務用　エコ　５０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット
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ガス給湯器 3409061514 ガス給湯器 瞬間式　給湯専用機 屋外壁掛形 業務用　エコジョーズ　即出湯形 ５０号 ガス瞬間式給湯器　給湯屋外壁掛 業務用　エコ　即出湯　５０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066138 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 自動　ＢＬ認定 １６号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛 自動　ＢＬ　１６号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066140 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 自動　ＢＬ認定 ２０号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛 自動　ＢＬ　２０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066142 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 自動　ＢＬ認定 ２４号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛 自動　ＢＬ　２４号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066144 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動　ＢＬ認定 １６号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛 全自動　ＢＬ　１６号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066146 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動　ＢＬ認定 ２０号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛 全自動　ＢＬ　２０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066148 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動　ＢＬ認定 ２４号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛 全自動　ＢＬ　２４号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066150 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 １６号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛 自動　エコ　ＢＬ　１６号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066152 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２０号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛 自動　エコ　ＢＬ　２０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066154 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２４号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛 自動　エコ　ＢＬ　２４号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066156 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 １６号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛 全自動　エコ　ＢＬ　１６号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066158 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２０号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛 全自動　エコ　ＢＬ　２０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066160 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２４号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外壁掛 全自動　エコ　ＢＬ　２４号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066162 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外据置形 自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 １６号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外据置 自動　エコ　ＢＬ　１６号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066164 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外据置形 自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２０号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外据置 自動　エコ　ＢＬ　２０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066166 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外据置形 自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２４号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外据置 自動　エコ　ＢＬ　２４号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066168 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外据置形 全自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 １６号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外据置 全自動　エコ　ＢＬ　１６号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器 3409066170 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外据置形 全自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２０号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外据置 全自動　エコ　ＢＬ　２０号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット
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ガス給湯器 3409066172 ガス給湯器 瞬間式　追いだき機能付 屋外据置形 全自動　エコジョーズ　ＢＬ認定 ２４号 ガス瞬間式給湯器　追炊屋外据置 全自動　エコ　ＢＬ　２４号 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

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

ガス瞬間式給湯器　暖房屋外壁掛 自動　１１．６ｋＷ　３Ｐ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

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

ガス瞬間式給湯器　暖房屋外壁掛 自動　１４ｋＷ　６Ｐ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

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

ガス瞬間式給湯器　暖房屋外壁掛 全自動　１１．６ｋＷ　３Ｐ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

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

ガス瞬間式給湯器　暖房屋外壁掛 全自動　１４ｋＷ　６Ｐ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器―ブランド品― 3409062020 ガス給湯器 貯湯式 置台形 ＤＳＴ－特 貯湯量９ｌ 細山熱器 ガス貯湯式給湯器　置台形 ＤＳＴ－特　貯湯量９Ｌ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器―ブランド品― 3409062030 ガス給湯器 貯湯式 置台形 ＤＳＴ－１ 貯湯量１９ｌ 細山熱器 ガス貯湯式給湯器　置台形 ＤＳＴ－１　貯湯量１９Ｌ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器―ブランド品― 3409062040 ガス給湯器 貯湯式 置台形 ＤＦＥ－特 貯湯量９ｌ 細山熱器 ガス貯湯式給湯器　置台形 ＤＦＥ－特　貯湯量９Ｌ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器―ブランド品― 3409062050 ガス給湯器 貯湯式 壁掛形 ＨＤＳＴ－特 貯湯量１１ｌ 細山熱器 ガス貯湯式給湯器　壁掛形 ＨＤＳＴ－特　貯湯量１１Ｌ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器―ブランド品― 3409062060 ガス給湯器 貯湯式 壁掛形 ＨＤＳＴ－１ 貯湯量２１ｌ 細山熱器 ガス貯湯式給湯器　壁掛形 ＨＤＳＴ－１　貯湯量２１Ｌ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

ガス給湯器―ブランド品― 3409062070 ガス給湯器 貯湯式 壁掛形 ＨＤＦＥ－特 貯湯量１１ｌ 細山熱器 ガス貯湯式給湯器　壁掛形 ＨＤＦＥ－特　貯湯量１１Ｌ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

電気温水器―ブランド品― 3409071004 電気温水器 瞬間式 ＥＩＸ－２５０Ｂ０ ５ｋＷ 日本イトミック 瞬間式電気温水器 ＥＩＸ－２５０Ｂ０　５ｋＷ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

電気温水器―ブランド品― 3409071010 電気温水器 瞬間式 ＥＩ－１０Ｎ５ １０．１ｋＷ 日本イトミック 瞬間式電気温水器 ＥＩ－１０Ｎ５　１０．１ｋＷ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

電気温水器―ブランド品― 3409071015 電気温水器 瞬間式 ＥＩ－２０Ｎ５ ２０ｋＷ 日本イトミック 瞬間式電気温水器 ＥＩ－２０Ｎ５　２０ｋＷ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

電気温水器―ブランド品― 3409071020 電気温水器 瞬間式 ＨＥＩ－３０ ３０ｋＷ 細山熱器 瞬間式電気温水器 ＨＥＩ－３０　３０ｋＷ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

電気温水器―ブランド品― 3409072005 電気温水器 貯湯式 ＥＳ－１０Ｎ３ １０ｌ 日本イトミック 貯湯式電気温水器 ＥＳ－１０Ｎ３　貯湯量１０Ｌ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

電気温水器―ブランド品― 3409072010 電気温水器 貯湯式 ＥＳ－２０Ｎ３ ２０ｌ 日本イトミック 貯湯式電気温水器 ＥＳ－２０Ｎ３　貯湯量２０Ｌ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

電気温水器―ブランド品― 3409072015 電気温水器 貯湯式 ＨＤＥＮ－１２ １０ｌ 細山熱器 貯湯式電気温水器 ＨＤＥＮ－１２　貯湯量１０Ｌ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット
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電気温水器―ブランド品― 3409072020 電気温水器 貯湯式 ＨＤＥＮ－２０ １８ｌ 細山熱器 貯湯式電気温水器 ＨＤＥＮ－２０　貯湯量１８Ｌ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

電気温水器―ブランド品― 3409072025 電気温水器 貯湯式 ＨＥＬ－５ ７．５ｌ 細山熱器 貯湯式電気温水器 ＨＥＬ－５　貯湯量７．５Ｌ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

電気温水器―ブランド品― 3409072030 電気温水器 貯湯式 ＨＥＬ－１０ １２ｌ 細山熱器 貯湯式電気温水器 ＨＥＬ－１０　貯湯量１２Ｌ 台 763 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

風呂がま 3407032010 風呂がま 浴室内設置バランス形 追いだき専用　ＢＬ認定 風呂がま　浴室内設置バランス形 追いだき専用 台 763 ○ ○ 3407 浴室ユニット

風呂がま 3407032020 風呂がま 浴室内設置バランス形 追いだき専用　シャワー付き　ＢＬ認定 ６．５号 風呂がま　浴室内設置バランス形 追いだき専用シャワー付６．５号 台 763 ○ ○ 3407 浴室ユニット

風呂がま 3407032030 風呂がま 浴室内設置バランス形 追いだき専用　シャワー付き　ＢＬ認定 ８．５号 風呂がま　浴室内設置バランス形 追いだき専用シャワー付８．５号 台 763 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407011330 浴槽 ＦＲＰ ＫＦ－８２０Ｓ－Ｆ 幅７９５ｍｍ×奥行６９５ｍｍ×高６４５ｍｍ 和風　据置二方全　着脱式 クボタ ＦＲＰ浴槽 ＫＦ－８２０Ｓ－Ｆ　クボタ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407011290 浴槽 ＦＲＰ ＫＦ－９２０Ｓ 幅８９５ｍｍ×奥行６９５ｍｍ×高６４５ｍｍ 和風　据置二方全　固定式 クボタ ＦＲＰ浴槽 ＫＦ－９２０Ｓ　クボタ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407011295
浴槽 ＦＲＰ ＫＦ－１１０１Ｓ－Ｆ 幅１，０９５ｍｍ×奥行７１５ｍｍ×高６００ｍｍ 和風　据置一方全　着脱式 ク
ボタ

ＦＲＰ浴槽 ＫＦ－１１０１Ｓ－Ｆ　クボタ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407011320
浴槽 ＦＲＰ ＫＦ－Ｕ－１１０１Ｓ－Ｆ 幅１，０９５ｍｍ×奥行７２０ｍｍ×高５４０ｍｍ ユニバーサル　据置一方
全　着脱式 クボタ

ＦＲＰ浴槽 ＫＦ－Ｕ－１１０１Ｓ－Ｆクボタ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407011300
浴槽 ＦＲＰ ＫＦ－１２０１Ｓ－Ｆ 幅１，１９５ｍｍ×奥行７２０ｍｍ×高５７５ｍｍ 和風　据置一方全　着脱式 ク
ボタ

ＦＲＰ浴槽 ＫＦ－１２０１Ｓ－Ｆ　クボタ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407011325 浴槽 ＦＲＰ Ｐ１２４Ｒ／Ｌ 幅１，０２０ｍｍ×奥行７４０ｍｍ×高６４５ｍｍ 和風　二方全 ＴＯＴＯ ＦＲＰ浴槽 Ｐ１２４Ｒ／Ｌ　ＴＯＴＯ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407011130 浴槽 ＦＲＰ Ｐ１５３Ｒ／Ｌ 幅１，１００ｍｍ×奥行６８５ｍｍ×高５５０ｍｍ 和洋　一方全 ＴＯＴＯ ＦＲＰ浴槽 Ｐ１５３Ｒ／Ｌ　ＴＯＴＯ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407011135 浴槽 ＦＲＰ Ｐ１６３Ｒ／Ｌ 幅１，２００ｍｍ×奥行６８５ｍｍ×高５５０ｍｍ 和洋　一方全 ＴＯＴＯ ＦＲＰ浴槽 Ｐ１６３Ｒ／Ｌ　ＴＯＴＯ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407011310 浴槽 ＦＲＰ ＰＹＷ１６０２Ｒ／Ｌ 幅１，６２０ｍｍ×奥行１，２２０ｍｍ×高６８０ｍｍ 大形　二方半 ＴＯＴＯ ＦＲＰ浴槽 ＰＹＷ１６０２Ｒ／Ｌ　ＴＯＴＯ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407011332 浴槽 ＦＲＰ ＰＹＷ２１０２Ｒ／Ｌ 幅２，１２０ｍｍ×奥行１，６７０ｍｍ×高６８０ｍｍ 大形　二方半 ＴＯＴＯ ＦＲＰ浴槽 ＰＹＷ２１０２Ｒ／Ｌ　ＴＯＴＯ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407011005 浴槽 ＦＲＰ ＰＢ－８０２Ｃ 幅８００ｍｍ×奥行７００ｍｍ×高６６０ｍｍ 和風　据置三方全 ＬＩＸＩＬ ＦＲＰ浴槽 ＰＢ－８０２Ｃ　ＬＩＸＩＬ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407011010 浴槽 ＦＲＰ ＰＢ－９０２Ｃ 幅９００ｍｍ×奥行７００ｍｍ×高６６０ｍｍ 和風　据置三方全 ＬＩＸＩＬ ＦＲＰ浴槽 ＰＢ－９０２Ｃ　ＬＩＸＩＬ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット
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浴槽―ブランド品― 3407011015
浴槽 ＦＲＰ ＰＢ－１００１ＢＬ（Ｒ） 幅１，０００ｍｍ×奥行７２０ｍｍ×高６６０ｍｍ 和風　埋込二方半 ＬＩＸ
ＩＬ

ＦＲＰ浴槽 ＰＢ１００１ＢＬＲ　ＬＩＸＩＬ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407011020 浴槽 ＦＲＰ ＰＢ－１００２Ｃ 幅１，０００ｍｍ×奥行７２０ｍｍ×高６６０ｍｍ 和風　据置三方全 ＬＩＸＩＬ ＦＲＰ浴槽 ＰＢ－１００２Ｃ　ＬＩＸＩＬ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407011025
浴槽 ＦＲＰ ＰＢ－１１１１ＢＬ（Ｒ） 幅１，１００ｍｍ×奥行７２０ｍｍ×高５７０ｍｍ 和風　埋込二方半 ＬＩＸ
ＩＬ

ＦＲＰ浴槽 ＰＢ１１１１ＢＬＲ　ＬＩＸＩＬ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407013135 浴槽 ステンレス ＫＳ８０ 幅８００ｍｍ×奥行７００ｍｍ×高６５０ｍｍ 二方全 ＪＦＥ建材住設 ステンレス浴槽 ＫＳ８０　ＪＦＥ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407013140 浴槽 ステンレス ＫＳ９０ 幅９００ｍｍ×奥行７００ｍｍ×高６５０ｍｍ 二方全 ＪＦＥ建材住設 ステンレス浴槽 ＫＳ９０　ＪＦＥ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407013145 浴槽 ステンレス ＫＳ１１０ＴＬ 幅１，０９５ｍｍ×奥行７００ｍｍ×高５５０ｍｍ 二方全 ＪＦＥ建材住設 ステンレス浴槽 ＫＳ１１０ＴＬ　ＪＦＥ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407013150 浴槽 ステンレス ＫＳ１２０ＴＮ 幅１，１９５ｍｍ×奥行７００ｍｍ×高５２５ｍｍ 二方全 ＪＦＥ建材住設 ステンレス浴槽 ＫＳ１２０ＴＮ　ＪＦＥ 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407012120 浴槽 ホーロー ＴＢ－８０ 幅８００ｍｍ×奥行７００ｍｍ×高６３２ｍｍ 鋳鉄製　据置埋込兼用 大和重工 ホーロー浴槽 ＴＢ－８０　大和重工 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407012160 浴槽 ホーロー ＴＢ－１００ 幅１，０００ｍｍ×奥行７１０ｍｍ×高６３０ｍｍ 鋳鉄製　据置埋込兼用 大和重工 ホーロー浴槽 ＴＢ－１００　大和重工 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407012125 浴槽 ホーロー ＴＢ－１１０ 幅１，１００ｍｍ×奥行７２０ｍｍ×高６２５ｍｍ 鋳鉄製　据置埋込兼用 大和重工 ホーロー浴槽 ＴＢ－１１０　大和重工 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407012165 浴槽 ホーロー ＴＢ－１２０ 幅１，２００ｍｍ×奥行７２０ｍｍ×高６５０ｍｍ 鋳鉄製　和洋埋込 大和重工 ホーロー浴槽 ＴＢ－１２０　大和重工 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407012245 浴槽 ホーロー ＴＢ－１３０ 幅１，３００ｍｍ×奥行８００ｍｍ×高５８５ｍｍ 鋳鉄製　和洋埋込 大和重工 ホーロー浴槽 ＴＢ－１３０　大和重工 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407012247 浴槽 ホーロー ＴＢ－１４０ 幅１，４００ｍｍ×奥行８００ｍｍ×高５８５ｍｍ 鋳鉄製　和洋埋込 大和重工 ホーロー浴槽 ＴＢ－１４０　大和重工 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407012250 浴槽 ホーロー Ｒ－１２０ 幅１，２００ｍｍ×奥行７８０ｍｍ×高６０５ｍｍ 鋳鉄製　和洋埋込 大和重工 ホーロー浴槽 Ｒ－１２０　大和重工 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407012255 浴槽 ホーロー Ｋ－１３０ 幅１，３００ｍｍ×奥行８６０ｍｍ×高６０３ｍｍ 鋳鉄製　和洋埋込 大和重工 ホーロー浴槽 Ｋ－１３０　大和重工 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407012257 浴槽 ホーロー Ｋ－１４０Ｎ 幅１，４００ｍｍ×奥行８６０ｍｍ×高５８２ｍｍ 鋳鉄製　和洋埋込 大和重工 ホーロー浴槽 Ｋ－１４０Ｎ　大和重工 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

浴槽―ブランド品― 3407012258 浴槽 ホーロー Ｋ－１５５ 幅１，５５０ｍｍ×奥行８６０ｍｍ×高５８３ｍｍ 鋳鉄製　和洋埋込 大和重工 ホーロー浴槽 Ｋ－１５５　大和重工 台 764 ○ ○ 3407 浴室ユニット

ユニットバス―ブランド品― 3407021806 ユニットバス ＲＷＶ１２１６ＵＶ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，００８ｍｍ ＴＯＴＯ ユニットバス ＲＷＶ１２１６ＵＶ　ＴＯＴＯ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット
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ユニットバス―ブランド品― 3407021811 ユニットバス ＲＷＶ１２１６ＵＤ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，００８ｍｍ ＴＯＴＯ ユニットバス ＲＷＶ１２１６ＵＤ　ＴＯＴＯ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット

ユニットバス―ブランド品― 3407021816 ユニットバス ＲＷＶ１２１６ＵＫ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，００８ｍｍ ＴＯＴＯ ユニットバス ＲＷＶ１２１６ＵＫ　ＴＯＴＯ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット

ユニットバス―ブランド品― 3407021821 ユニットバス ＲＷＶ１２１６ＵＳ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，００８ｍｍ ＴＯＴＯ ユニットバス ＲＷＶ１２１６ＵＳ　ＴＯＴＯ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット

ユニットバス―ブランド品― 3407021826 ユニットバス ＲＷＶ１４１８ＵＶ 奥行１，４００ｍｍ×間口１，８００ｍｍ×高２，００８ｍｍ ＴＯＴＯ ユニットバス ＲＷＶ１４１８ＵＶ　ＴＯＴＯ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット

ユニットバス―ブランド品― 3407021831 ユニットバス ＲＷＶ１４１８ＵＤ 奥行１，４００ｍｍ×間口１，８００ｍｍ×高２，００８ｍｍ ＴＯＴＯ ユニットバス ＲＷＶ１４１８ＵＤ　ＴＯＴＯ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット

ユニットバス―ブランド品― 3407021836 ユニットバス ＲＷＶ１４１８ＵＫ 奥行１，４００ｍｍ×間口１，８００ｍｍ×高２，００８ｍｍ ＴＯＴＯ ユニットバス ＲＷＶ１４１８ＵＫ　ＴＯＴＯ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット

ユニットバス―ブランド品― 3407021846 ユニットバス ＲＷＶ１４１８ＵＳ 奥行１，４００ｍｍ×間口１，８００ｍｍ×高２，００８ｍｍ ＴＯＴＯ ユニットバス ＲＷＶ１４１８ＵＳ　ＴＯＴＯ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット

ユニットバス―ブランド品― 3407020792 ユニットバス ＪＢＶ１１１６ＵＭ 奥行１，１００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高１，９７５ｍｍ ＴＯＴＯ ユニットバス ＪＢＶ１１１６ＵＭ　ＴＯＴＯ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット

ユニットバス―ブランド品― 3407020794 ユニットバス ＪＢＶ１２１６ＵＭ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高１，９７５ｍｍ ＴＯＴＯ ユニットバス ＪＢＶ１２１６ＵＭ　ＴＯＴＯ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット

ユニットバス―ブランド品― 3407020796 ユニットバス ＥＲＶ１１１６ＵＭ 奥行１，１００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，０７５ｍｍ ＴＯＴＯ ユニットバス ＥＲＶ１１１６ＵＭ　ＴＯＴＯ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット

ユニットバス―ブランド品― 3407020798 ユニットバス ＥＲＶ１２１６ＵＭ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，０７５ｍｍ ＴＯＴＯ ユニットバス ＥＲＶ１２１６ＵＭ　ＴＯＴＯ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット

ユニットバス―ブランド品― 3407020720 ユニットバス ＥＮＶ１６２０ＵＤ 奥行１，６００ｍｍ×間口２，０００ｍｍ×高２，０４５ｍｍ ＴＯＴＯ ユニットバス ＥＮＶ１６２０ＵＤ　ＴＯＴＯ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット

ユニットバス―ブランド品― 3407020304 ユニットバス ＢＰ－１１１６ＳＢＺＥ２ 奥行１，１００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高１，９５９ｍｍ ＬＩＸＩＬ ユニットバス ＢＰ－１１１６ＳＢＺＥ２ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット

ユニットバス―ブランド品― 3407020306 ユニットバス ＢＰ－１２１６ＳＢＺＥ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高１，９５７ｍｍ ＬＩＸＩＬ ユニットバス ＢＰ－１２１６ＳＢＺＥ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット

ユニットバス―ブランド品― 3407020308 ユニットバス ＢＬＣＷ－１１１６ＬＢＥ 奥行１，１００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，００５ｍｍ ＬＩＸＩＬ ユニットバス ＢＬＣＷ－１１１６ＬＢＥ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット

ユニットバス―ブランド品― 3407020310 ユニットバス ＢＬＣＷ－１２１６ＬＢＥ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×高２，００５ｍｍ ＬＩＸＩＬ ユニットバス ＢＬＣＷ－１２１６ＬＢＥ セット 765 ○ ○ 3407 浴室ユニット

洗面化粧台（ユニット）―ブランド品― 3409030696
洗面化粧台（ユニット） ＬＵ５０２ＦＥＣＲ／ＬＵＭ５０１０ＬＬＮ 幅５００ｍｍ×奥行４５０ｍｍ×高１，８００
ｍｍ 床置タイプ ジャニス工業

洗面化粧台　床置タイプ ＬＵ５０２ＦＥＣＲ セット 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

洗面化粧台（ユニット）―ブランド品― 3409030962
洗面化粧台（ユニット） ＬＤＳＷＢ０７５ＢＪＧＥＮ１Ａ／ＬＭＷＢ０７５Ａ３ＳＬＣ２Ｇ 幅７５０ｍｍ×奥行５６
０ｍｍ×高１，９００ｍｍ サクア ＴＯＴＯ

洗面化粧台　サクア ＬＤＳＷＢ０７５ＢＪＧＥＮ１Ａ セット 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット
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洗面化粧台（ユニット）―ブランド品― 3409030986
洗面化粧台（ユニット） ＬＤＳＦＡ０９０ＢＣＧＤＮ１Ａ／ＬＭＦＡ０９０Ａ３ＳＬＣ１Ｇ 幅９００ｍｍ×奥行５５
０ｍｍ×高１，９００ｍｍ オクターブ ＴＯＴＯ

洗面化粧台　オクターブ ＬＤＳＦＡ０９０ＢＣＧＤＮ１Ａ セット 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

洗面化粧台（ユニット）―ブランド品― 3409030977
洗面化粧台（ユニット） ＬＤＳＭＬ０９０ＢＵＧＥＺ１Ａ／ＬＭＳＭＬ０９０Ａ２ＲＬＨ１Ｇ 幅９００ｍｍ×奥行５
８０ｍｍ×高１，９００ｍｍ 住宅向け車いす対応洗面 ＴＯＴＯ

洗面化粧台住宅向車いす対応洗面 ＬＤＳＭＬ０９０ＢＵＧＥＺ１Ａ セット 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

洗面化粧台（ユニット）―ブランド品― 3409030336
洗面化粧台（ユニット） ＦＴＶ１Ｎ－５０４／ＭＦＫ－５０１Ｓ 幅５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ×高１，８５０ｍｍ
オフト ＬＩＸＩＬ

洗面化粧台　オフト ＦＴＶ１Ｎ－５０４ セット 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

洗面化粧台（ユニット）―ブランド品― 3409030338
洗面化粧台（ユニット） ＦＴＶ１Ｎ－６０５ＳＹ／ＭＦＴＸＥ－６０１ＹＪＵ 幅６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ×高
１，８００ｍｍ オフト ＬＩＸＩＬ

洗面化粧台　オフト ＦＴＶ１Ｎ－６０５ＳＹ セット 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

洗面化粧台（ユニット）―ブランド品― 3409030340
洗面化粧台（ユニット） ＡＲ３Ｎ－７５５ＳＹ／ＭＡＲ２－７５３ＴＸＳＵ 幅７５０ｍｍ×奥行５４０ｍｍ×高１，
９００ｍｍ ピアラ ＬＩＸＩＬ

洗面化粧台　ピアラ ＡＲ３Ｎ－７５５ＳＹ セット 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

洗面化粧台（ユニット）―ブランド品― 3409030332
洗面化粧台（ユニット） ＶＨＯ－７５５ＳＹ（Ｐ）／ＭＤＣＸ－７５１Ｘ 幅７５０ｍｍ×奥行５９０ｍｍ×高１，９
００ｍｍ ドゥケアカウンター ＬＩＸＩＬ

洗面化粧台　ドゥケアカウンター ＶＨＯ－７５５ＳＹ（Ｐ） セット 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

洗面化粧台（ユニット）―ブランド品― 3409030342
洗面化粧台（ユニット） ＬＣＹ１Ｈ－９０５ＳＹ－Ａ／ＭＬＣＹ１－９０３ＴＸＪＵ 幅９００ｍｍ×奥行５００ｍｍ
×高１，９００ｍｍ エルシィ ＬＩＸＩＬ

洗面化粧台　エルシィ ＬＣＹ１Ｈ－９０５ＳＹ－Ａ セット 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

洗濯機パン 3409051002 洗濯機パン 幅６４０ｍｍ×奥行６４０ｍｍ 洗濯機パン Ｗ６４０ｍｍ×Ｄ６４０ｍｍ 台 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

洗濯機パン 3409051004 洗濯機パン 幅７４０ｍｍ×奥行６４０ｍｍ 洗濯機パン Ｗ７４０ｍｍ×Ｄ６４０ｍｍ 台 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

洗濯機パン 3409051006 洗濯機パン 幅８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 洗濯機パン Ｗ８００ｍｍ×Ｄ６００ｍｍ 台 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

洗濯機パン 3409051008 洗濯機パン 幅８００ｍｍ×奥行６４０ｍｍ 洗濯機パン Ｗ８００ｍｍ×Ｄ６４０ｍｍ 台 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

洗濯機パン 3409051010 洗濯機パン 幅９００ｍｍ×奥行６４０ｍｍ 洗濯機パン Ｗ９００ｍｍ×Ｄ６４０ｍｍ 台 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

洗濯機パン 3409051012 洗濯機パン 幅９３０ｍｍ×奥行７５０ｍｍ 洗濯機パン Ｗ９３０ｍｍ×Ｄ７５０ｍｍ 台 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

洗濯機パン 3409051014 ＡＢＳ製排水トラップ たて引き 洗濯機パン ＡＢＳ製排水トラップ　たて引き 個 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

洗濯機パン 3409051016 ＡＢＳ製排水トラップ よこ引き 洗濯機パン ＡＢＳ製排水トラップ　よこ引き 個 765 ○ ○ 3409 家具・器具ユニット

消火器 6923010007 消火器 強化液（中性） ３型蓄圧式 薬剤３ｌ 強化液（中性）消火器 ３型　蓄圧式　薬剤３Ｌ 本 766 ○ ○ 6923 消火器材

消火器 6923010010 消火器 強化液（中性） ６型蓄圧式 薬剤６ｌ 強化液（中性）消火器 ６型　蓄圧式　薬剤６Ｌ 本 766 ○ ○ 6923 消火器材

消火器 6923010012 消火器 ＡＢＣ粉末 ４型加圧式 薬剤１．２ｋｇ ＡＢＣ粉末消火器 ４型　加圧式　薬剤１．２ｋｇ 本 766 ○ ○ 6923 消火器材
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消火器 6923010013 消火器 ＡＢＣ粉末 ６型加圧式 薬剤２ｋｇ ＡＢＣ粉末消火器 ６型　加圧式　薬剤２ｋｇ 本 766 ○ ○ 6923 消火器材

消火器 6923010014 消火器 ＡＢＣ粉末 １０型加圧式 薬剤３ｋｇ ＡＢＣ粉末消火器 １０型　加圧式　薬剤３ｋｇ 本 766 ○ ○ 6923 消火器材

消火器 6923010016 消火器 ＡＢＣ粉末 ２０型加圧式 薬剤６ｋｇ ＡＢＣ粉末消火器 ２０型　加圧式　薬剤６ｋｇ 本 766 ○ ○ 6923 消火器材

消火器 6923010018 消火器 ＡＢＣ粉末 １０型蓄圧式 薬剤３ｋｇ ＡＢＣ粉末消火器 １０型　蓄圧式　薬剤３ｋｇ 本 766 ○ ○ 6923 消火器材

消火器 6923010020 消火器 ＡＢＣ粉末 ２０型蓄圧式 薬剤６ｋｇ ＡＢＣ粉末消火器 ２０型　蓄圧式　薬剤６ｋｇ 本 766 ○ ○ 6923 消火器材

消火器 6923010028 消火器 自動車用ＡＢＣ粉末 ４型加圧式 薬剤１．８ｋｇ 自動車用ＡＢＣ粉末消火器 ４型　加圧式　薬剤１．８ｋｇ 本 766 ○ ○ 6923 消火器材

消火器 6923010030 消火器 自動車用ＡＢＣ粉末 １０型蓄圧式 薬剤３．５ｋｇ 自動車用ＡＢＣ粉末消火器 １０型　蓄圧式　薬剤３．５ｋｇ 本 766 ○ ○ 6923 消火器材

消火器 6923010032 消火器 自動車用ＡＢＣ粉末 ２０型蓄圧式 薬剤６ｋｇ 自動車用ＡＢＣ粉末消火器 ２０型　蓄圧式　薬剤６ｋｇ 本 766 ○ ○ 6923 消火器材

消火栓装置 5905010004 消火栓装置 屋内１号消火栓 （単独） 高１，３５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長１８０ｍｍ 屋内１号消化栓（単独） １３５０×７５０×１８０ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010072 消火栓装置 屋内１号消火栓 （消火器スペース付き） 高１，３５０ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長２００ｍｍ 屋内１号消火栓（スペース付） １３５０×１０５０×２００ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010008 消火栓装置 屋内１号消火栓 （放水口併設） 高１，３５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２３０ｍｍ 屋内１号消火栓（放水口併設） １３５０×７５０×２３０ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010074 消火栓装置 ２号消火栓 （単独） 高１，１００ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２００ｍｍ 消火栓　２号　単独 １１００×６００×２００ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010076 消火栓装置 ２号消火栓 （消火器スペース付き） 高１，１００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２００ｍｍ 消火栓　２号　スペース付 １１００×９００×２００ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010078 消火栓装置 ２号消火栓 （放水口併設） 高１，２００ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２３０ｍｍ 消火栓　２号　放水口併設 １２００×６００×２３０ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010080 消火栓装置 補助散水栓 （単独） 高１，１００ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２００ｍｍ 消火栓　補助散水栓　単独 １１００×６００×２００ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010082 消火栓装置 補助散水栓 （消火器スペース付き） 高１，１００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２００ｍｍ 消火栓　補助散水栓　スペース付 １１００×９００×２００ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010084 消火栓装置 補助散水栓 （放水口併設） 高１，２００ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２３０ｍｍ 消火栓　補助散水栓　放水口併設 １２００×６００×２３０ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010086 消火栓装置 易操作性１号消火栓 （単独） 高１，３５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２００ｍｍ 消火栓　易操作性１号　単独 １３５０×７５０×２００ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備
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消火栓装置 5905010088 消火栓装置 易操作性１号消火栓 （消火器スペース付き） 高１，３５０ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長２３０ｍｍ 消火栓　易操作性１号スペース付 １３５０×１０５０×２３０ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010090 消火栓装置 易操作性１号消火栓 （放水口併設） 高１，３５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２３０ｍｍ 消火栓　易操作性１号放水口併設 １３５０×７５０×２３０ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010166 消火栓装置 広範囲型２号消火栓 （単独） 高１，２５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２００ｍｍ 広範囲型２号消火栓　単独 １２５０×６００×２００ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010168 消火栓装置 広範囲型２号消火栓 （消火器スペース付き） 高１，２５０ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２００ｍｍ 広範囲型２号消火栓　スペース付 １２５０×９００×２００ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010170 消火栓装置 広範囲型２号消火栓 （放水口併設） 高１，２５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２３０ｍｍ 広範囲型２号消火栓　放水口併設 １２５０×６００×２３０ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010010 消火栓装置 放水口格納箱 高５００ｍｍ×幅４００ｍｍ×長２３０ｍｍ 消火栓　放水口格納箱 ５００×４００×２３０ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010092 消火栓装置 放水口格納箱 （表示灯スペース付き） 高６５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×長２３０ｍｍ 消火栓　放水口格納箱　表示灯 ６５０×４００×２３０ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010012 消火栓装置 高層階用放水口ホース格納箱 （双口）① 高１，４００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２３０ｍｍ 消火栓高層階放水口ホス格納箱１ １４００×９００×２３０ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010016 消火栓装置 高層階用放水口ホース格納箱 （双口）② 高１，５００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長３００ｍｍ 消火栓高層階放水口ホス格納箱２ １５００×９００×３００ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010018 消火栓装置 屋外ホース格納箱 高１，１５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×長２７０ｍｍ 消火栓　屋外ホース格納箱 １１５０×６００×２７０ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010020 消火栓装置 屋外消火栓箱 （鋼板製） 高１，５００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２３０ｍｍ 屋外消火栓箱　鋼板製 １５００×９００×２３０ 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010024 消火栓装置 双口送水口 （埋込み） 径１００Ａ×６５ｍｍ×６５ｍｍ 消火栓　双口送水口 １００Ａ×６５×６５　埋込 台 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010026 消火栓装置 双口送水口 （スタンド） 径１００Ａ×６５ｍｍ×６５ｍｍ 消火栓　双口送水口 １００Ａ×６５×６５　スタンド 台 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010094 消火栓装置 採水口 （埋込み） 単口　１００ｍｍ×７５ｍｍ 消火栓　採水口 単口　１００×７５　埋込 台 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010096 消火栓装置 採水口 （スタンド） 単口　１００ｍｍ×７５ｍｍ 消火栓　採水口 単口　１００×７５　スタンド 台 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010098 消火栓装置 採水口 （スタンド（弁付き）） 単口　８０ｍｍ×７５ｍｍ 消火栓　採水口 単口　８０×７５　スタンド弁付 台 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010052 消火栓装置 消火栓弁（認定） 径４０Ａ×４５° 消火栓弁（認定） ４０Ａ×４５度 個 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010054 消火栓装置 消火栓弁（認定） 径６５Ａ×４５° 消火栓弁（認定） ６５Ａ×４５度 個 766 ○ ○ 5905 消火設備
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消火栓装置 5905010112
消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 屋内１号消火栓 ＨＢ－１Ａ（単独） 高１，４００ｍｍ×幅７５
０ｍｍ×長２００ｍｍ

公共建築標準仕様屋内１号消火栓 ＨＢ－１Ａ　単独 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010114
消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 屋内１号消火栓 ＨＢ－１Ｂ（単独） 高１，４００ｍｍ×幅７５
０ｍｍ×長２００ｍｍ

公共建築標準仕様屋内１号消火栓 ＨＢ－１Ｂ　単独 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010116
消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 屋内１号消火栓 ＨＢ－１ＡＳ（消火器スペース付き） 高１，４
００ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長２００ｍｍ

公共建築標準仕様屋内１号消火栓 ＨＢ－１ＡＳ　単独 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010118
消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 屋内１号消火栓 ＨＢ－１ＢＳ（消火器スペース付き） 高１，４
００ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長２００ｍｍ

公共建築標準仕様屋内１号消火栓 ＨＢ－１ＢＳ　単独 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010120
消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 屋内１号消火栓 ＨＢ－１Ａ（放水口併設） 高１，４００ｍｍ×
幅７５０ｍｍ×長２３０ｍｍ

公共建築標準仕様屋内１号消火栓 ＨＢ－１Ａ　放水口併設 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010122
消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 屋内１号消火栓 ＨＢ－１Ｂ（放水口併設） 高１，４００ｍｍ×
幅７５０ｍｍ×長２３０ｍｍ

公共建築標準仕様屋内１号消火栓 ＨＢ－１Ｂ　放水口併設 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010124
消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 屋内１号消火栓 ＨＢ－１ＡＳ（放水口併設　消火器スペース付
き） 高１，４００ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長２３０ｍｍ

公共建築標準仕様屋内１号消火栓 ＨＢ－１ＡＳ　放水口併設 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010126
消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 屋内１号消火栓 ＨＢ－１ＢＳ（放水口併設　消火器スペース付
き） 高１，４００ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長２３０ｍｍ

公共建築標準仕様屋内１号消火栓 ＨＢ－１ＢＳ　放水口併設 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010148
消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） ２号消火栓 ＨＢ－４Ａ（単独） 高１，１５０ｍｍ×幅６００ｍ
ｍ×長２００ｍｍ

公共建築標準仕様　２号消火栓 ＨＢ－４Ａ　単独 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010152
消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） ２号消火栓 ＨＢ－４Ｂ（単独） 高１，１５０ｍｍ×幅６００ｍ
ｍ×長２００ｍｍ

公共建築標準仕様　２号消火栓 ＨＢ－４Ｂ　単独 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

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

公共建築標準仕様　２号消火栓 ＨＢ－４ＡＳ　スペース 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

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

公共建築標準仕様　２号消火栓 ＨＢ－４ＢＳ　スペース 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010150
消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） ２号消火栓 ＨＢ－４Ａ（放水口併設） 高１，２００ｍｍ×幅６
００ｍｍ×長２３０ｍｍ

公共建築標準仕様　２号消火栓 ＨＢ－４Ａ　放水口併設 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010154
消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） ２号消火栓 ＨＢ－４Ｂ（放水口併設） 高１，２００ｍｍ×幅６
００ｍｍ×長２３０ｍｍ

公共建築標準仕様　２号消火栓 ＨＢ－４Ｂ　放水口併設 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

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

公共建築標準易操作性１号消火栓 ＨＢ－１Ａ　単独 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

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

公共建築標準易操作性１号消火栓 ＨＢ－１Ｂ　単独 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

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

公共建築標準易操作性１号消火栓 ＨＢ－１ＡＳ　スペース 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

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

公共建築標準易操作性１号消火栓 ＨＢ－１ＢＳ　スペース 組 766 ○ ○ 5905 消火設備
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消火栓装置 5905010184
消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消火栓 ＨＢ－１Ａ（放水口併設） 高１，４００ｍ
ｍ×幅７５０ｍｍ×長２３０ｍｍ

公共建築標準易操作性１号消火栓 ＨＢ－１Ａ　放水口併設 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

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

公共建築標準易操作性１号消火栓 ＨＢ－１Ｂ　放水口併設 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010188
消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消火栓 ＨＢ－１ＡＳ（放水口併設　消火器スペース
付き） 高１，４００ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長２３０ｍｍ

公共建築標準易操作性１号消火栓 ＨＢ－１ＡＳ放水口併設スペース 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010190
消火栓装置 特定屋内消火栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消火栓 ＨＢ－１ＢＳ（放水口併設　消火器スペース
付き） 高１，４００ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×長２３０ｍｍ

公共建築標準易操作性１号消火栓 ＨＢ－１ＢＳ放水口併設スペース 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

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

公共建築標準　広範囲２号消火栓 ＨＢ－４Ａ　単独 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

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

公共建築標準　広範囲２号消火栓 ＨＢ－４Ｂ　単独 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

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

公共建築標準　広範囲２号消火栓 ＨＢ－４ＡＳ　スペース 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

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

公共建築標準　広範囲２号消火栓 ＨＢ－４ＢＳ　スペース 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

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

公共建築標準　広範囲２号消火栓 ＨＢ－４Ａ　放水口併設 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

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

公共建築標準　広範囲２号消火栓 ＨＢ－４Ｂ　放水口併設 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010040
消火栓装置 特定屋内消火栓（都市再生機構型） 放水口ホース格納箱 Ｈ－１０３　Ａ型（双口） 高１，５００ｍｍ×
幅９００ｍｍ×長３００ｍｍ

都市再生機構放水口ホース格納箱 Ｈ－１０３　Ａ型 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010104
消火栓装置 特定屋内消火栓（都市再生機構型） 放水口格納箱 Ｈ－１０４　Ｂ型（双口） 高８５０ｍｍ×幅５５０ｍ
ｍ×長２３０ｍｍ

都市再生機構　放水口格納箱 Ｈ－１０４　Ｂ型 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010106
消火栓装置 特定屋内消火栓（都市再生機構型） 放水口ホース格納箱 Ｈ－１０５　Ｃ型（双口） 高１，５００ｍｍ×
幅９００ｍｍ×長２３０ｍｍ

都市再生機構放水口ホース格納箱 Ｈ－１０５　Ｃ型 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010108
消火栓装置 特定屋内消火栓（都市再生機構型） 放水口格納箱 Ｈ－１０６　Ｄ型 高５５０ｍｍ×幅４５０ｍｍ×長２
３０ｍｍ

都市再生機構　放水口格納箱 Ｈ－１０６　Ｄ型 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010044
消火栓装置 特定屋内消火栓（都市再生機構型） 屋内１号消火栓 Ｈ－１０８（単独） 高１，３５０ｍｍ×幅７５０ｍ
ｍ×長１８０ｍｍ

都市再生機構　屋内１号消火栓 Ｈ－１０８　単独 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010110
消火栓装置 特定屋内消火栓（都市再生機構型） 屋内１号消火栓 Ｈ－１１０（放水口併設） 高１，３５０ｍｍ×幅７
５０ｍｍ×長２３０ｍｍ

都市再生機構　屋内１号消火栓 Ｈ－１１０　放水口併設 組 766 ○ ○ 5905 消火設備

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405010245
ちゅう房器具（汎用） 流し台 ＧＳＥ－Ｓ－１０５ＳＸＴ 外寸法　幅１，０５０×奥行５５０×高８００ｍｍ 一槽用
ＬＩＸＩＬ

流し台 ＧＳＥ－Ｓ－１０５ＳＸＴ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405010250
ちゅう房器具（汎用） 流し台 ＧＳＥ－Ｓ－１２０ＭＸＴ 外寸法　幅１，２００×奥行５５０×高８００ｍｍ 一槽用
ＬＩＸＩＬ

流し台 ＧＳＥ－Ｓ－１２０ＭＸＴ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット
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ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405010255
ちゅう房器具（汎用） 流し台 ＧＳＥ－Ｓ－１５０ＭＸＴ 外寸法　幅１，５００×奥行５５０×高８００ｍｍ 一槽用
ＬＩＸＩＬ

流し台 ＧＳＥ－Ｓ－１５０ＭＸＴ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405010260
ちゅう房器具（汎用） 流し台 ＧＳＥ－Ｓ－１８０ＪＸＴ 外寸法　幅１，８００×奥行５５０×高８００ｍｍ 大型一
槽用 ＬＩＸＩＬ

流し台 ＧＳＥ－Ｓ－１８０ＪＸＴ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405011070 ちゅう房器具（汎用） 流し台 ＲＮ－１００ 外寸法　幅１，０００×奥行５６０×高８００ｍｍ タカラスタンダード 流し台 ＲＮ－１００ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405011075 ちゅう房器具（汎用） 流し台 ＲＮ－１２０ 外寸法　幅１，２００×奥行５６０×高８００ｍｍ タカラスタンダード 流し台 ＲＮ－１２０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405011080
ちゅう房器具（汎用） 流し台 ＲＮＹ－１５０ 外寸法　幅１，５００×奥行５６０×高８００ｍｍ タカラスタンダー
ド

流し台 ＲＮＹ－１５０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405011085
ちゅう房器具（汎用） 流し台 ＲＮＹ－１８０ 外寸法　幅１，８００×奥行５６０×高８００ｍｍ タカラスタンダー
ド

流し台 ＲＮＹ－１８０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405010478
ちゅう房器具（汎用） 流し台 ＰＡＳＳＡ１０５ 外寸法　幅１，０５０×奥行５７５×高８００ｍｍ 一槽用 ナスラッ
ク

流し台 ＰＡＳＳＡ１０５ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405010480
ちゅう房器具（汎用） 流し台 ＰＡＳＳＡ１２０ 外寸法　幅１，２００×奥行５７５×高８００ｍｍ 一槽用 ナスラッ
ク

流し台 ＰＡＳＳＡ１２０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405010482
ちゅう房器具（汎用） 流し台 ＰＡＳＭＡ１５０ 外寸法　幅１，５００×奥行５７５×高８００ｍｍ 一槽用 ナスラッ
ク

流し台 ＰＡＳＭＡ１５０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405010484
ちゅう房器具（汎用） 流し台 ＰＡＳＪＡ１８０ 外寸法　幅１，８００×奥行５７５×高８００ｍｍ 一槽用 ナスラッ
ク

流し台 ＰＡＳＪＡ１８０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405030230 ちゅう房器具（汎用） 調理台 ＧＳＥ－Ｔ－６０Ｙ 外寸法　幅６００×奥行５５０×高８００ｍｍ ＬＩＸＩＬ 調理台 ＧＳＥ－Ｔ－６０Ｙ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405031010 ちゅう房器具（汎用） 調理台 ＲＮＴ－６０ 外寸法　幅６００×奥行５６０×高８００ｍｍ タカラスタンダード 調理台 ＲＮＴ－６０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405030446 ちゅう房器具（汎用） 調理台 ＰＡＴＳＡ０６０Ｋ 外寸法　幅６００×奥行５７５×高８００ｍｍ ナスラック 調理台 ＰＡＴＳＡ０６０Ｋ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405020240 ちゅう房器具（汎用） コンロ台 ＧＳＥ－Ｋ－６０Ｋ 外寸法　幅６００×奥行５４３×高６２３ｍｍ ＬＩＸＩＬ コンロ台 ＧＳＥ－Ｋ－６０Ｋ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405020245 ちゅう房器具（汎用） コンロ台 ＧＳＥ－Ｋ－７０Ｋ 外寸法　幅７００×奥行５４３×高６２３ｍｍ ＬＩＸＩＬ コンロ台 ＧＳＥ－Ｋ－７０Ｋ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405021010 ちゅう房器具（汎用） コンロ台 ＲＮＧ－６０ 外寸法　幅６００×奥行５４３×高６２５ｍｍ タカラスタンダード コンロ台 ＲＮＧ－６０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405020452 ちゅう房器具（汎用） コンロ台 ＰＡＫＳＡ０６０Ｋ 外寸法　幅６００×奥行５４６×高６２０ｍｍ ナスラック コンロ台 ＰＡＫＳＡ０６０Ｋ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405020454 ちゅう房器具（汎用） コンロ台 ＰＡＫＳＡ０７０Ｋ 外寸法　幅７００×奥行５４６×高６２０ｍｍ ナスラック コンロ台 ＰＡＫＳＡ０７０Ｋ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット
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ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405020456
ちゅう房器具（汎用） コンロ台 ＰＡＫＧＡ０６０Ｋ 外寸法　幅６００×奥行５４６×高６２０ｍｍ ＢＧ付き ナス
ラック

コンロ台 ＰＡＫＧＡ０６０Ｋ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405020458
ちゅう房器具（汎用） コンロ台 ＰＡＫＧＡ０７０Ｋ 外寸法　幅７００×奥行５４６×高６２０ｍｍ ＢＧ付き ナス
ラック

コンロ台 ＰＡＫＧＡ０７０Ｋ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405040250
ちゅう房器具（汎用） ガスキャビネット（コンロ付き） ＧＳＥ－Ｇ－６０Ｋ・Ｒ１６３３Ｄ０ＷＨＫ 外寸法　幅６０
０×奥行５５０×高８００ｍｍ ３口 ＬＩＸＩＬ

ガスキャビネット Ｒ１６３３Ｄ０ＷＨＫ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405080205
ちゅう房器具（汎用） 水切棚 ＮＳＲ－１２０－１ 外寸法　幅１，２００×奥行２３５×高３００ｍｍ 一段型 ＬＩＸ
ＩＬ

水切棚 ＮＳＲ－１２０－１ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405080210
ちゅう房器具（汎用） 水切棚 ＮＳＲ－１２０－２ 外寸法　幅１，２００×奥行２３５×高５００ｍｍ 二段型 ＬＩＸ
ＩＬ

水切棚 ＮＳＲ－１２０－２ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405080405
ちゅう房器具（汎用） 水切棚 ＭＳ－１２０ＮＪ 外寸法　幅１，２００×奥行２５０×高３００ｍｍ 一段型 タカラス
タンダード

水切棚 ＭＳ－１２０ＮＪ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405080410
ちゅう房器具（汎用） 水切棚 ＭＷ－１２０ＮＪ 外寸法　幅１，２００×奥行２５０×高４５０ｍｍ 二段型 タカラス
タンダード

水切棚 ＭＷ－１２０ＮＪ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405080625 ちゅう房器具（汎用） 水切棚 ＰＳ１－９０ 外寸法　幅９００×奥行２５０×高３００ｍｍ 一段型 田窪工業所 水切棚 ＰＳ１－９０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405080630 ちゅう房器具（汎用） 水切棚 ＰＳ２－９０ 外寸法　幅９００×奥行２５０×高４５０ｍｍ 二段型 田窪工業所 水切棚 ＰＳ２－９０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405080635 ちゅう房器具（汎用） 水切棚 ＰＡ１－１２０ 外寸法　幅１，２００×奥行２５０×高３００ｍｍ 一段型 田窪工業所 水切棚 ＰＡ１－１２０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405080640 ちゅう房器具（汎用） 水切棚 ＰＡ２－１２０ 外寸法　幅１，２００×奥行２５０×高４５０ｍｍ 二段型 田窪工業所 水切棚 ＰＡ２－１２０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405070220 ちゅう房器具（汎用） つり戸棚 ＧＳＥ－Ａ－１０５ 外寸法　幅１，０５０×奥行３６７×高５００ｍｍ ＬＩＸＩＬ つり戸棚 ＧＳＥ－Ａ－１０５ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405070225 ちゅう房器具（汎用） つり戸棚 ＧＳＥ－Ａ－１２０ 外寸法　幅１，２００×奥行３６７×高５００ｍｍ ＬＩＸＩＬ つり戸棚 ＧＳＥ－Ａ－１２０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405070230 ちゅう房器具（汎用） つり戸棚 ＧＳＥ－Ａ－１５０ 外寸法　幅１，５００×奥行３６７×高５００ｍｍ ＬＩＸＩＬ つり戸棚 ＧＳＥ－Ａ－１５０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405070235 ちゅう房器具（汎用） つり戸棚 ＧＳＥ－Ａ－１８０ 外寸法　幅１，８００×奥行３６７×高５００ｍｍ ＬＩＸＩＬ つり戸棚 ＧＳＥ－Ａ－１８０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405071002 ちゅう房器具（汎用） つり戸棚 Ｗ－Ｓ９０ 外寸法　幅９００×奥行３９０×高５００ｍｍ タカラスタンダード つり戸棚 Ｗ－Ｓ９０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405071004
ちゅう房器具（汎用） つり戸棚 Ｗ－Ｓ１０５ 外寸法　幅１，０５０×奥行３９０×高５００ｍｍ タカラスタンダー
ド

つり戸棚 Ｗ－Ｓ１０５ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405071006
ちゅう房器具（汎用） つり戸棚 Ｗ－Ｓ１２０ 外寸法　幅１，２００×奥行３９０×高５００ｍｍ タカラスタンダー
ド

つり戸棚 Ｗ－Ｓ１２０ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット
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ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405070470 ちゅう房器具（汎用） つり戸棚 ＰＡＢ５Ｓ１０５Ｋ 外寸法　幅１，０５０×奥行３７０×高５００ｍｍ ナスラック つり戸棚 ＰＡＢ５Ｓ１０５Ｋ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405070472 ちゅう房器具（汎用） つり戸棚 ＰＡＢ５Ｓ１２０Ｋ 外寸法　幅１，２００×奥行３７０×高５００ｍｍ ナスラック つり戸棚 ＰＡＢ５Ｓ１２０Ｋ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405070474 ちゅう房器具（汎用） つり戸棚 ＰＡＢ５Ｓ１５０Ｋ 外寸法　幅１，５００×奥行３７０×高５００ｍｍ ナスラック つり戸棚 ＰＡＢ５Ｓ１５０Ｋ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405070476 ちゅう房器具（汎用） つり戸棚 ＰＡＢ５Ｓ１８０Ｋ 外寸法　幅１，８００×奥行３７０×高５００ｍｍ ナスラック つり戸棚 ＰＡＢ５Ｓ１８０Ｋ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405060762
ちゅう房器具（汎用） ガステーブル（グリル付き） ＲＴ３４ＮＪＨ７ＳＣＬ 外寸法　幅５６０×奥行４４４×高２１
８ｍｍ ２口 ＬＩＸＩＬ

ガステーブル　グリル付き ＲＴ３４ＮＪＨ７ＳＣＬ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405060536
ちゅう房器具（汎用） ガステーブル（グリル付き） ＰＡ－３７０ＷＡ－Ｒ／Ｌ 外寸法　幅５９２×奥行５００×高１
８３ｍｍ ２口 パロマ

ガステーブル　グリル付き ＰＡ－３７０ＷＡ－Ｒ／Ｌ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405060538
ちゅう房器具（汎用） ガステーブル（グリル付き） ＰＡ－Ａ６４ＷＣＫ－Ｒ／Ｌ 外寸法　幅５９５×奥行４９６×高
１８３ｍｍ ２口 パロマ

ガステーブル　グリル付き ＰＡ－Ａ６４ＷＣＫ－Ｒ／Ｌ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405060768
ちゅう房器具（汎用） ガステーブル（グリル付き） ＰＡ－Ｓ４２ＢＭＡ－Ｒ／Ｌ 外寸法　幅５９２×奥行４６１×高
１８０ｍｍ ２口 パロマ

ガステーブル　グリル付き ＰＡ－Ｓ４２ＢＭＡ－Ｒ／Ｌ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405060770
ちゅう房器具（汎用） ガステーブル（グリル付き） ＰＡ－Ｓ７１Ｂ－Ｒ 外寸法　幅５６０×奥行４４７×高１８０ｍ
ｍ ２口 パロマ

ガステーブル　グリル付き ＰＡ－Ｓ７１Ｂ－Ｒ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405060772
ちゅう房器具（汎用） ガステーブル（グリル付き） ＲＴ６６ＷＨ７Ｒ－ＣＷ 外寸法　幅５９６×奥行４９５×高２１
８ｍｍ ２口 リンナイ

ガステーブル　グリル付き ＲＴ６６ＷＨ７Ｒ－ＣＷ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405060774
ちゅう房器具（汎用） ガステーブル（グリル付き） ＲＴ６４ＭＨ７Ｒ２－Ｃ 外寸法　幅５９６×奥行４５２×高２１
８ｍｍ ２口 リンナイ

ガステーブル　グリル付き ＲＴ６４ＭＨ７Ｒ２－Ｃ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405060776
ちゅう房器具（汎用） ガステーブル（グリル付き） ＲＴ６４ＪＨ７Ｓ２－Ｃ 外寸法　幅５９６×奥行４５２×高２１
８ｍｍ ２口 リンナイ

ガステーブル　グリル付き ＲＴ６４ＪＨ７Ｓ２－Ｃ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405060778
ちゅう房器具（汎用） ガステーブル（グリル付き） ＲＴ６６ＷＣ１Ｒ－ＢＧ 外寸法　幅５９６×奥行４９５×高２１
８ｍｍ ２口 リンナイ

ガステーブル　グリル付き ＲＴ６６ＷＣ１Ｒ－ＢＧ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405090217
ちゅう房器具（汎用） ビルトインコンロ（グリル付き） ＲＨＢ７１Ｗ３１Ｅ１６ＶＣＳＴＷ 天板幅７５０　３口 リ
ンナイ

ビルトインコンロ　グリル付き ＲＨＢ７１Ｗ３１Ｅ１６ＶＣＳＴ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405090218
ちゅう房器具（汎用） ビルトインコンロ（グリル付き） ＲＢ３１Ｗ２３Ｌ１０ＲＳＴＷ 天板幅６００　３口 リンナ
イ

ビルトインコンロ　グリル付き ＲＢ３１Ｗ２３Ｌ１０ＲＳＴＷ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405090214 ちゅう房器具（汎用） ビルトインコンロ（グリル付き） ＲＢ２Ｋ３Ｈ３ＳＢ 天板幅４５０　２口 リンナイ ビルトインコンロ　グリル付き ＲＢ２Ｋ３Ｈ３ＳＢ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405090220 ちゅう房器具（汎用） ドロップインコンロ ＲＤ３２２ＳＴＳ 横幅３００　２口 リンナイ ドロップインコンロ ＲＤ３２２ＳＴＳ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品― 3405050245
ちゅう房器具（汎用） ガスレンジ Ｒ１６３３Ｄ０ＷＨＫ・ＲＯＧ－８５ＢＳＣ１Ｋ・ＵＫＲ－Ｕ６０３ 外寸法　幅６
００×奥行５５０×高８００ｍｍ ３口コンロ・グリル・オーブン付き ＬＩＸＩＬ

ガスレンジ Ｒ１６３３Ｄ０ＷＨＫ 台 767 ○ ○ 3405 厨房ユニット
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凝集剤 6301011510 無機凝集剤 排水処理用　ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）　ＪＩＳ　Ｋ　１４７５　ローリー 無機凝集剤　ＰＡＣ 排水処理用ＪＩＳ　Ｋ　１４７５ ｋｇ 768 ○ ○ 6301 凝集剤

凝集剤 6301020150 高分子凝集剤 土木用（アニオン・ノニオン系）　紙袋 高分子凝集剤　土木用 アニオン・ノニオン系　紙袋 ｋｇ 768 ○ ○ 6301 凝集剤

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303024204 汚濁水拡散防止フェンス シルトフェンス ＦＨ－３００　＃３００ 長２０ｍ×高５ｍ ハクショウ シルトフェンス ＦＨ３００　＃３００ハクショウ スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303024206 汚濁水拡散防止フェンス シルトフェンス ＦＨ－４００　＃５００ 長２０ｍ×高５ｍ ハクショウ シルトフェンス ＦＨ４００　＃５００ハクショウ スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303024208 汚濁水拡散防止フェンス シルトフェンス ＦＨ－６００　＃８００ 長２０ｍ×高５ｍ ハクショウ シルトフェンス ＦＨ６００　＃８００ハクショウ スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303028002 汚濁水拡散防止フェンス アケボノマリンガード ＡＭＧ－Ⅰ型　φ３００×＃３００ 長２０ｍ×高５ｍ アケボノ アケボノマリンガード ＡＭＧ－１型　アケボノ スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303028004 汚濁水拡散防止フェンス アケボノマリンガード ＡＭＧ－ⅡＡ型　φ３００×＃３００ 長２０ｍ×高５ｍ アケボノ アケボノマリンガード ＡＭＧ－２Ａ型　アケボノ スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303028006 汚濁水拡散防止フェンス アケボノマリンガード ＡＭＧ－ⅡＢ型　φ４００×＃５００ 長２０ｍ×高５ｍ アケボノ アケボノマリンガード ＡＭＧ－２Ｂ型　アケボノ スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303028008 汚濁水拡散防止フェンス アケボノマリンガード ＡＭＧ－Ⅲ型　φ６００×＃８００ 長２０ｍ×高５ｍ アケボノ アケボノマリンガード ＡＭＧ－３型　アケボノ スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303024002 汚濁水拡散防止フェンス ＯＫシルトフェンス ＯＫＳ－３００　Ｎｏ．３００ 長２０ｍ×高５ｍ 前田工繊 ＯＫシルトフェンス ＯＫＳ－３００　前田工繊 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303024004 汚濁水拡散防止フェンス ＯＫシルトフェンス ＯＫＳ－６００　Ｎｏ．８００ 長２０ｍ×高５ｍ 前田工繊 ＯＫシルトフェンス ＯＫＳ－６００　前田工繊 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303024006 汚濁水拡散防止フェンス ＯＫシルトフェンス ＯＫＳ－３００Ｂ　Ｎｏ．３００ 長２０ｍ×高５ｍ 前田工繊 ＯＫシルトフェンス ＯＫＳ－３００Ｂ　前田工繊 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303024008 汚濁水拡散防止フェンス ＯＫシルトフェンス ＯＫＳ－４００　Ｎｏ．５００ 長２０ｍ×高５ｍ 前田工繊 ＯＫシルトフェンス ＯＫＳ－４００　前田工繊 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303020502 汚濁水拡散防止フェンス シルトガード ＫＳ－３０Ａ－３００ 長２０ｍ×高５ｍ 海和テック シルトガード ＫＳ－３０Ａ－３００　海和 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303020504 汚濁水拡散防止フェンス シルトガード ＫＳ－４０－５００ 長２０ｍ×高５ｍ 海和テック シルトガード ＫＳ－４０－５００　海和 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303020506 汚濁水拡散防止フェンス シルトガード ＫＳ－６０－８００ 長２０ｍ×高５ｍ 海和テック シルトガード ＫＳ－６０－８００　海和 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303028702 汚濁水拡散防止フェンス ＺＫシルトフェンス ＺＫＳ－３００ 長２０ｍ×高５ｍ ゼニヤ海洋サービス ＺＫシルトフェンス ＺＫＳ－３００　ゼニヤ海洋 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303028704 汚濁水拡散防止フェンス ＺＫシルトフェンス ＺＫＳ－４００ 長２０ｍ×高５ｍ ゼニヤ海洋サービス ＺＫシルトフェンス ＺＫＳ－４００　ゼニヤ海洋 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス
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汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303028706 汚濁水拡散防止フェンス ＺＫシルトフェンス ＺＫＳ－６００ 長２０ｍ×高５ｍ ゼニヤ海洋サービス ＺＫシルトフェンス ＺＫＳ－６００　ゼニヤ海洋 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303021502 汚濁水拡散防止フェンス シルトプロテクター ＳＰＳ－３００Ｃ型　φ３００ 長２０ｍ×高５ｍ 太陽工業 シルトプロテクター ＳＰＳ－３００Ｃ型　太陽工業 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303021522 汚濁水拡散防止フェンス シルトプロテクター ＳＰＳ－３００Ｄ型　φ３００ 長２０ｍ×高５ｍ 太陽工業 シルトプロテクター ＳＰＳ－３００Ｄ型　太陽工業 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303021512 汚濁水拡散防止フェンス シルトプロテクター ＳＰＳ－５００Ｂ型　φ４００ 長２０ｍ×高５ｍ 太陽工業 シルトプロテクター ＳＰＳ－５００Ｂ型　太陽工業 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303021514 汚濁水拡散防止フェンス シルトプロテクター ＳＰＳ－８００Ａ型　φ６００ 長２０ｍ×高５ｍ 太陽工業 シルトプロテクター ＳＰＳ－８００Ａ型　太陽工業 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303024202 汚濁水拡散防止フェンス シルトフェンス ＦＨ－３００Ｔ　＃３００ 長２０ｍ×高５ｍ ハクショウ シルトフェンス ＦＨ－３００Ｔ　ハクショウ スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303028902 汚濁水拡散防止フェンス ＴＥＣシルトフェンス ＴＥＣ－３０Ｓ　φ３００ 長２０ｍ×高５ｍ アイテック ＴＥＣシルトフェンス ＴＥＣ－３０Ｓ　アイテック スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303028904 汚濁水拡散防止フェンス ＴＥＣシルトフェンス ＴＥＣ－３０Ｌ　φ３００ 長２０ｍ×高５ｍ アイテック ＴＥＣシルトフェンス ＴＥＣ－３０Ｌ　アイテック スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303028906 汚濁水拡散防止フェンス ＴＥＣシルトフェンス ＴＥＣ－４０　φ４００ 長２０ｍ×高５ｍ アイテック ＴＥＣシルトフェンス ＴＥＣ－４０　アイテック スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303028502 汚濁水拡散防止フェンス ＴＫシルトフェンス ＴＫ３００　＃３００ 長２０ｍ×高５ｍ 太平洋産業 ＴＫシルトフェンス　ＴＫ３００ ＃３００　太平洋 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303028504 汚濁水拡散防止フェンス ＴＫシルトフェンス ＴＫ４００　＃５００ 長２０ｍ×高５ｍ 太平洋産業 ＴＫシルトフェンス　ＴＫ４００ ＃５００　太平洋 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303028508 汚濁水拡散防止フェンス ＴＫシルトフェンス ＴＫ３００　＃３００（不連続） 長２０ｍ×高５ｍ 太平洋産業 ＴＫシルトフェンス　ＴＫ３００ ＃３００（不連続）　太平洋 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303022012 汚濁水拡散防止フェンス シルトフェンス ＳＦ－３０　＃３００ 長２０ｍ×高５ｍ 高階救命器具 シルトフェンス ＳＦ－３０　＃３００　高階 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303022014 汚濁水拡散防止フェンス シルトフェンス ＳＦ－４０　＃５００ 長２０ｍ×高５ｍ 高階救命器具 シルトフェンス ＳＦ－４０　＃５００　高階 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303022016 汚濁水拡散防止フェンス シルトフェンス ＳＦ－６０　＃８００ 長２０ｍ×高５ｍ 高階救命器具 シルトフェンス ＳＦ－６０　＃８００　高階 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303022018 汚濁水拡散防止フェンス シルトフェンス ＳＦ－１０　＃３００（不連続） 長２０ｍ×高５ｍ 高階救命器具 シルトフェンス ＳＦ－１０　＃３００　高階 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303024502 汚濁水拡散防止フェンス 東洋シルトフェンス ＴＳ－３００ 長２０ｍ×高５ｍ 東建販売 東洋シルトフェンス ＴＳ－３００　Ｌ２０×Ｈ５ｍ スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303024504 汚濁水拡散防止フェンス 東洋シルトフェンス ＴＳ－５００ 長２０ｍ×高５ｍ 東建販売 東洋シルトフェンス ＴＳ－５００　Ｌ２０×Ｈ５ｍ スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

2797 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303024506 汚濁水拡散防止フェンス 東洋シルトフェンス ＴＳ－８００ 長２０ｍ×高５ｍ 東建販売 東洋シルトフェンス ＴＳ－８００　Ｌ２０×Ｈ５ｍ スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303027702 汚濁水拡散防止フェンス ＪＯＳシルトフェンス ＪＯＳ－３０Ｓ型　φ３００ 長２０ｍ×高５ｍ 日本海洋整備 ＪＯＳシルトフェンス ＪＯＳ－３０Ｓ型　日本海洋整備 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303027704 汚濁水拡散防止フェンス ＪＯＳシルトフェンス ＪＯＳ－４０型　φ４００ 長２０ｍ×高５ｍ 日本海洋整備 ＪＯＳシルトフェンス ＪＯＳ－４０型　日本海洋整備 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303027706 汚濁水拡散防止フェンス ＪＯＳシルトフェンス ＪＯＳ－６０型　φ６００ 長２０ｍ×高５ｍ 日本海洋整備 ＪＯＳシルトフェンス ＪＯＳ－６０型　日本海洋整備 スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303022524 汚濁水拡散防止フェンス パトレシア Ｐ－１型　φ１７０ 長１ｍ×高３ｍ 日本ソリッド パトレシア Ｐ－１型　径１７０日本ソリッド ｍ 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303022518 汚濁水拡散防止フェンス パトレシア Ｐ－２型　φ３００（＃３００） 長２０ｍ×高５ｍ 日本ソリッド パトレシア Ｐ－２型　径３００日本ソリッド スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303022510 汚濁水拡散防止フェンス パトレシア Ｐ－２型　φ６００（＃８００） 長２０ｍ×高５ｍ 日本ソリッド パトレシア Ｐ－２型　径６００日本ソリッド スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303022515 汚濁水拡散防止フェンス パトレシア ＰＮ－３型　φ４００ 長２０ｍ×高５ｍ 日本ソリッド パトレシア ＰＮ３型　径４００日本ソリッド スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303022517 汚濁水拡散防止フェンス パトレシア ＰＮ－３型　φ６００ 長２０ｍ×高５ｍ 日本ソリッド パトレシア ＰＮ３型　径６００日本ソリッド スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303020102 汚濁水拡散防止フェンス ＭＧシルトフェンス ＭＧ３００Ｆ－０５２０　＃３００ 長２０ｍ×高５ｍ モールド技建 ＭＧシルトフェンス ＭＧ３００Ｆ－０５２０モールド スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303020104 汚濁水拡散防止フェンス ＭＧシルトフェンス ＭＧ３００Ｒ－０５２０　＃３００ 長２０ｍ×高５ｍ モールド技建 ＭＧシルトフェンス ＭＧ３００Ｒ－０５２０モールド スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水拡散防止フェンス【公表価格】 6303020106 汚濁水拡散防止フェンス ＭＧシルトフェンス ＭＧ４００Ｒ－０５２０　＃５００ 長２０ｍ×高５ｍ モールド技建 ＭＧシルトフェンス ＭＧ４００Ｒ－０５２０モールド スパン 768 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

汚濁水防止剤【公表価格】 6301040512 汚濁水防止剤 Ｎ／Ｔフロック ２０ｋｇ箱入 日本ソリッド 汚濁水防止剤　Ｎ／Ｔフロック ２０ｋｇ箱入 ｋｇ 768 ○ ○ 6301 凝集剤

汚濁水防止剤【公表価格】 6301040504 汚濁水防止剤 ソリッドエースＮＣＣ １０ｋｇ箱入 日本ソリッド 汚濁水防止剤 ソリッドエースＮＣＣ　１０ｋｇ ｋｇ 768 ○ ○ 6301 凝集剤

汚濁水防止剤【公表価格】 6301040506 汚濁水防止剤 デハイデイ １８ｋｇ缶入 日本ソリッド 汚濁水防止剤 デハイデイ　１８ｋｇ缶入 ｋｇ 768 ○ ○ 6301 凝集剤

汚濁水防止剤【公表価格】 6301040510 汚濁水防止剤 セルカ ２０ｋｇネット袋入 日本ソリッド 汚濁水防止剤 セルカ　２０ｋｇネット袋入 ｋｇ 768 ○ ○ 6301 凝集剤

汚濁水防止剤【公表価格】 6301040508 汚濁水防止剤 ソリッドエース Ａ－８０５－３Ｈ　１５ｋｇ袋入 日本ソリッド 汚濁水防止剤　ソリッドエース Ａ－８０５－３Ｈ　１５ｋｇ袋入 ｋｇ 768 ○ ○ 6301 凝集剤

汚濁水防止剤【公表価格】 6301043002 汚濁水防止剤 スーパーナミット ２０ｋｇ袋入 ノアテック 汚濁水防止剤 スーパーナミット　２０ｋｇ袋入 ｋｇ 768 ○ ○ 6301 凝集剤
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汚濁水防止剤【公表価格】 6301043504 汚濁水防止剤 ステラパウダー ＳＸ－２０１０－１型　２５ｋｇ袋入 クリエイター 汚濁水防止剤　ステラパウダー ＳＸ－２０１０－１型 ｋｇ 768 ○ ○ 6301 凝集剤

汚濁水防止剤【公表価格】 6301043506 汚濁水防止剤 ステラパウダー ＳＸ－２０１０－４型　２５ｋｇ袋入 クリエイター 汚濁水防止剤　ステラパウダー ＳＸ－２０１０－４型 ｋｇ 768 ○ ○ 6301 凝集剤

オイルフェンス【公表価格】 6303015518 オイルフェンス ＯＫオイルフェンス ＯＫ－１００Ｍ 水面上１０ｃｍ×下２０ｃｍ 前田工繊 ＯＫオイルフェンス ＯＫ－１００Ｍ　前田工繊 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303015520 オイルフェンス ＯＫオイルフェンス ＯＫ－１００Ｓ 水面上１０ｃｍ×下２０ｃｍ 前田工繊 ＯＫオイルフェンス ＯＫ－１００Ｓ　前田工繊 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303015522 オイルフェンス ＯＫオイルフェンス ＯＫ－１５０ 水面上１５ｃｍ×下３０ｃｍ 前田工繊 ＯＫオイルフェンス ＯＫ－１５０　前田工繊 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303015516
オイルフェンス ＯＫオイルフェンス ＯＫ－２００Ｍ 型式番号Ｐ－６２２ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ
２０ｃｍ以上，水面下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 前田工繊

ＯＫオイルフェンス ＯＫ－２００Ｍ　前田工繊 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303015505
オイルフェンス ＯＫオイルフェンス ＯＫ－３００Ｍ 型式番号Ｐ－６１１ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ
３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 前田工繊

ＯＫオイルフェンス ＯＫ－３００Ｍ　前田工繊 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303015524
オイルフェンス ＯＫオイルフェンス ＯＫ－３００Ｌ 型式番号Ｐ－３７０ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ
３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 前田工繊

ＯＫオイルフェンス ＯＫ－３００Ｌ　前田工繊 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303015526 オイルフェンス ＯＫオイルフェンス ＯＫ－４００ 水面上４０ｃｍ×下５０ｃｍ 前田工繊 ＯＫオイルフェンス ＯＫ－４００　前田工繊 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303015508
オイルフェンス ＯＫオイルフェンス ＯＫ－４５０ 水面上４５ｃｍ×下７０ｃｍ 水面上の高さ４０～４５ｃｍ以上，
水面下の深さ７０ｃｍ以上 前田工繊

ＯＫオイルフェンス ＯＫ－４５０　前田工繊 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303015510
オイルフェンス ＯＫオイルフェンス ＯＫ－６００ 水面上６０ｃｍ×下８０ｃｍ 水面上の高さ６０ｃｍ以上，水面下
の深さ８０ｃｍ以上 前田工繊

ＯＫオイルフェンス ＯＫ－６００　前田工繊 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303015512 オイルフェンス ＯＫオイルフェンス ＯＫ－１５０ＢＴ１０ 水面上１５ｃｍ×下２０ｃｍ 前田工繊 ＯＫオイルフェンス ＯＫ－１５０ＢＴ１０　前田工繊 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303015528 オイルフェンス ＯＫオイルフェンス ＯＫ－１５０ＢＴ２０ 水面上１５ｃｍ×下２０ｃｍ 前田工繊 ＯＫオイルフェンス ＯＫ－１５０ＢＴ２０　前田工繊 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303015530 オイルフェンス ＯＫオイルフェンス ＯＫ－２００ＢＴ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 前田工繊 ＯＫオイルフェンス ＯＫ－２００ＢＴ　前田工繊 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303015514
オイルフェンス ＯＫオイルフェンス ＯＫ－３００ＢＴ 型式番号Ｐ－６１２ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高
さ３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 前田工繊

ＯＫオイルフェンス ＯＫ－３００ＢＴ　前田工繊 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303015532
オイルフェンス ＯＫオイルフェンス ＯＫ－３００ＡＩＲ 型式番号Ｐ－６３４ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の
高さ３０ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 前田工繊

ＯＫオイルフェンス ＯＫ－３００ＡＩＲ　前田工繊 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303011002
オイルフェンス 衝立型 ＳＫ－５５０ 型式番号Ｐ－２１５ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以上，
水面下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ カナエ

オイルフェンス　衝立型 ＳＫ－５５０　カナエ ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303011004
オイルフェンス 衝立型 ＳＫ－７５０ 型式番号Ｐ－２１６ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，
水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ カナエ

オイルフェンス　衝立型 ＳＫ－７５０　カナエ ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス
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オイルフェンス【公表価格】 6303017002
オイルフェンス ＺＫオイルフェンス 型式番号ＺＫ－３００Ｍ 水面上３０ｃｍ×下４５ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以
上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ ゼニヤ海洋サービス

ＺＫオイルフェンス ＺＫ－３００Ｍ　ゼニヤ海洋 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303013002
オイルフェンス フロートフェンス Ｔ－２０－４ 型式番号Ｐ－２９０ 水面上２０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ２０
ｃｍ以上，水面下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 太陽工業

オイルフェンス フロート　Ｔ－２０－４太陽工業 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303013004
オイルフェンス フロートフェンス Ｔ－３０－４ 型式番号Ｐ－２９１ 水面上３０ｃｍ×下５０ｃｍ 水面上の高さ３０
ｃｍ以上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 太陽工業

オイルフェンス フロート　Ｔ－３０－４太陽工業 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303016006
オイルフェンス ＴＨＯ （Ａ）２００型 型式番号Ｐ－５６６ 水面上２５ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以
上，水面下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 太平洋産業

オイルフェンス ＴＨＯ（Ａ）２００型太平洋産業 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303016008
オイルフェンス ＴＨＯ （Ｂ）３００型 型式番号Ｐ－５６７ 水面上３５ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以
上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 太平洋産業

オイルフェンス ＴＨＯ（Ｂ）３００型太平洋産業 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303013502
オイルフェンス ブルーシー Ａ－ＯＦ－７ 型式番号Ｐ－２０１ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以
上，水面下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 高階救命器具

オイルフェンス ブルーシー　Ａ－ＯＦ－７　高階 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303013506
オイルフェンス ブルーシー Ｂ－ＯＦ－７ 型式番号Ｐ－２０３ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以
上，水面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 高階救命器具

オイルフェンス ブルーシー　Ｂ－ＯＦ－７　高階 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303013510 オイルフェンス ブルーシー 簡易型ＳＡ 水面上１５ｃｍ×下２５ｃｍ 高階救命器具 オイルフェンス ブルーシー　簡易型ＳＡ　高階 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303013512 オイルフェンス ブルーシー 軽量型 水面上１０ｃｍ×下２０ｃｍ 高階救命器具 オイルフェンス ブルーシー　軽量型　高階 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303010502
オイルフェンス カイワ ＫＦ－２Ａ 型式番号Ｐ－４３３ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以上，水
面下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 海和テック

オイルフェンス カイワ　ＫＦ－２Ａ　海和テック ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303010504
オイルフェンス カイワ ＫＦ－３Ｂ 型式番号Ｐ－４３４ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水
面下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 海和テック

オイルフェンス カイワ　ＫＦ－３Ｂ　海和テック ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303010506
オイルフェンス カイワ ＫＣ－４０ 水面上４０ｃｍ×下７０ｃｍ 水面上の高さ４０～４５ｃｍ以上，水面下の深さ７
０ｃｍ以上 海和テック

オイルフェンス カイワＫＣ－４０　海和テック ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303010508
オイルフェンス カイワ ＫＤ－６０ 水面上６０ｃｍ×下１００ｃｍ 水面上の高さ６０ｃｍ以上，水面下の深さ８０ｃ
ｍ以上 海和テック

オイルフェンス カイワＫＤ－６０　海和テック ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303014502
オイルフェンス ナスコ Ｃ３－Ａ 型式番号Ｐ－２１７ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以上，水面
下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 中村船具工業

オイルフェンス ナスコ　Ｃ３－Ａ　中村船具工業 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303014504
オイルフェンス ナスコ Ｃ３－Ｃ 型式番号Ｐ－２１８ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以上，水面
下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 中村船具工業

オイルフェンス ナスコ　Ｃ３－Ｃ　中村船具工業 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303014506
オイルフェンス ナスコ Ｃ３－Ｋ 型式番号Ｐ－２１９ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以上，水面
下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 中村船具工業

オイルフェンス ナスコ　Ｃ３－Ｋ　中村船具工業 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303014512
オイルフェンス ナスコ Ｃ３－Ｔ 型式番号Ｐ－２２２ 水面上２０ｃｍ×下３０ｃｍ 水面上の高さ２０ｃｍ以上，水面
下の深さ３０ｃｍ以上，接続部の高さ６０ｃｍ 中村船具工業

オイルフェンス ナスコ　Ｃ３－Ｔ　中村船具工業 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303014514
オイルフェンス ナスコ Ｅ４－Ａ 型式番号Ｐ－２２３ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面
下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 中村船具工業

オイルフェンス ナスコ　Ｅ４－Ａ　中村船具工業 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス
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オイルフェンス【公表価格】 6303014516
オイルフェンス ナスコ Ｅ４－Ｃ 型式番号Ｐ－２２４ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面
下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 中村船具工業

オイルフェンス ナスコ　Ｅ４－Ｃ　中村船具工業 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303014518
オイルフェンス ナスコ Ｅ４－Ｋ 型式番号Ｐ－２２５ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面
下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 中村船具工業

オイルフェンス ナスコ　Ｅ４－Ｋ　中村船具工業 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303014524
オイルフェンス ナスコ Ｅ４－Ｔ 型式番号Ｐ－２２８ 水面上３０ｃｍ×下４０ｃｍ 水面上の高さ３０ｃｍ以上，水面
下の深さ４０ｃｍ以上，接続部の高さ８０ｃｍ 中村船具工業

オイルフェンス ナスコ　Ｅ４－Ｔ　中村船具工業 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303014526 オイルフェンス ナスコ ＱＡ 水面上１１ｃｍ×下２０ｃｍ 中村船具工業 オイルフェンス ナスコ　ＱＡ　中村船具工業 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303014528 オイルフェンス ナスコ ＱＢ 水面上１６ｃｍ×下３０ｃｍ 中村船具工業 オイルフェンス ナスコ　ＱＢ　中村船具工業 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303016504 オイルフェンス スミレイオイルフェンス １５００２ 円筒形　φ１５ｃｍ×長２ｍ（連結可） 谷口商会 スミレイオイルフェンス １５００２　谷口商会 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303016502 オイルフェンス スミレイオイルフェンス １１００２ 円筒形　φ１１ｃｍ×長２ｍ（連結可） 谷口商会 スミレイオイルフェンス １１００２　谷口商会 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

オイルフェンス【公表価格】 6303016506 オイルフェンス スミレイオイルフェンス ７５０２ 円筒形　φ７．５ｃｍ×長２ｍ（連結可） 谷口商会 スミレイオイルフェンス ７５０２　谷口商会 ｍ 769 ○ ○ 6303 拡散防止フェンス

油吸着材【公表価格】 6305010035
油吸着材 ウォセップ Ａタイプ　幅５０ｃｍ×長３３ｍ×厚１０ｍｍ　２５ｋｇ　２巻　ロール品 東レ・ファインケミ
カル

ウォセップ　Ａタイプ ５０ｃｍ×３３ｍ　２巻ロール品 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010037 油吸着材 ウォセップ Ｂタイプ　幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４ｍｍ　２５ｋｇ（４００枚） 東レ・ファインケミカル ウォセップ　Ｂタイプ ５０×５０ｃｍ　４００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010040
油吸着材 ウォセップ Ｃタイプ　幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚２．５ｍｍ　１２．５ｋｇ（２００枚） 東レ・ファイン
ケミカル

ウォセップ　Ｃタイプ ５０×５０ｃｍ　２００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010042 油吸着材 ウォセップ Ｅタイプ　幅１ｃｍ×長１ｃｍ×厚１０ｍｍ　２０ｋｇサイコロ品 東レ・ファインケミカル ウォセップ　Ｅタイプ １×１ｃｍ　サイコロ品 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010002 油吸着材 オイルスイーパー Ｂ　幅２５ｃｍ×長７００ｃｍ×厚６０ｍｍ　フェンス型　２本 日本ソリッド オイルスイーパーＢ ２５×７００ｃｍ　フェンス型 袋 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010024 油吸着材 スーパーアタック Ｓ 幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４．０ｍｍ　１３０枚 壽環境機材 スーパーアタックＳ ５０×５０ｃｍ　１３０枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010025 油吸着材 スーパーアタック １０ 幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４．０ｍｍ　１００枚 壽環境機材 スーパーアタック１０ ５０×５０ｃｍ　１００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010072 油吸着材 スーパーアタック Ｍ１０ 幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４．０ｍｍ　１００枚 壽環境機材 スーパーアタックＭ１０ ５０×５０ｃｍ　１００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010074 油吸着材 スーパーアタック Ｍロール 幅５０ｃｍ×長５０ｍ×厚４．０ｍｍ　ロール品 壽環境機材 スーパーアタックＭロール ５０ｃｍ×５０ｍ　ロール品 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010076 油吸着材 スーパーアタック Ｒ５０ 幅５０ｃｍ×長５０ｍ×厚４．０ｍｍ　ロール品 壽環境機材 スーパーアタックＲ５０ ５０ｃｍ×５０ｍ　ロール品 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材
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油吸着材【公表価格】 6305010078 油吸着材 スーパーアタック Ｒ１００ 幅１００ｃｍ×長５０ｍ×厚４．０ｍｍ　ロール品 壽環境機材 スーパーアタックＲ１００ １００ｃｍ×５０ｍ　ロール品 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010080 油吸着材 ネオアタックエースワイド 幅６５ｃｍ×長６５ｃｍ×厚４．０ｍｍ　１００枚 壽環境機材 ネオアタックエースワイド ６５×６５ｃｍ　１００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305013004 油吸着材 オイルハンター Ｍ－５０（Ｍ）　幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４ｍｍ　７．５ｋｇ　１００枚 丸三産業 オイルハンター　Ｍ－５０（Ｍ） ５０×５０ｃｍ　１００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305013006 油吸着材 オイルハンター Ｍ－６５（Ｍ）　幅６５ｃｍ×長６５ｃｍ×厚４ｍｍ　１２．６ｋｇ　１００枚 丸三産業 オイルハンター　Ｍ－６５（Ｍ） ６５×６５ｃｍ　１００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010052 油吸着材 ＡＣライト 路面用液体吸着材（２０袋以上）　１０ｋｇ 谷口商会 ＡＣライト（２０袋以上） 路面用液体吸着材　１０ｋｇ 袋 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305011056 油吸着材 スミレイオイルマット ５０５０Ｂ　幅５０ｃｍ×長４９ｃｍ×厚１３ｍｍ　２０枚 谷口商会 スミレイオイルマット ５０５０Ｂ　４９ｃｍ　２０枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305011058 油吸着材 スミレイオイルマット ５０５０Ｗ　幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚１３ｍｍ　２０枚 谷口商会 スミレイオイルマット ５０５０Ｗ　５０ｃｍ　２０枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305011059 油吸着材 スミレイ油ろ過吸着袋 ９．４ｌ×９袋　幅４５ｃｍ×長６２ｃｍ 谷口商会 スミレイ油ろ過吸着袋 ９．４ｌ×９袋　４５×６２ｃｍ 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305011055 油吸着材 スミレイフェンスマット （タコマット） 幅３８ｃｍ×長２０ｍ 谷口商会 スミレイフェンスマット タコマット　３８ｃｍ×２０ｍ 本 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010060 油吸着材 オイルキャッチ 高性能油吸着材　１０ｋｇ ライフダクトカンパニー オイルキャッチ 高性能油吸着材　１０ｋｇ 袋 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010070 油吸着材 木ライト 路面の油と液体の吸収材　２８ｌ ライフダクトカンパニー 木ライト 路面の油と液体の吸収材　２８Ｌ 袋 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010062 油吸着材 もりの木太郎 Ｆ５０１２　（φ１２ｃｍ×長５ｍ）　２本　３ｋｇ 東川バイオマス もりの木太郎　Ｆ５０１２ 径１２ｃｍ×Ｌ５ｍ　２本 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010064 油吸着材 もりの木太郎 ＭＰＷ－４５　幅３８ｃｍ×長５５ｃｍ×厚３０ｍｍ　２０枚 東川バイオマス もりの木太郎　ＭＰＷ－４５ ３８×５５ｃｍ　２０枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305014005 油吸着材 ルックリン Ａ－５０　幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４ｍｍ　１００枚 旭化成アドバンス ルックリンＡ－５０ ５０×５０ｃｍ　１００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305014015 油吸着材 ルックリン Ａ－６５　幅６５ｃｍ×長６５ｃｍ×厚４ｍｍ　１００枚 旭化成アドバンス ルックリンＡ－６５ ６５×６５ｃｍ　１００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305014010 油吸着材 ルックリン Ｂ－５０　幅５０ｃｍ×長５０ｍ×厚４ｍｍ　ロール品 旭化成アドバンス ルックリンＢ－５０ ５０ｃｍ×５０ｍ　ロール品 本 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305015505 油吸着材 オーエスライト 超吸収力粒状油吸着材　２ｋｇ ワイエスピー オーエスライト 超吸収力粒状油吸着材　２ｋｇ 袋 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305015507 油吸着材 オイルメディマット・スーパー 油吸収マット　幅５０ｃｍ×長４０ｃｍ×厚３ｍｍ　１００枚 ワイエスピー オイルメディマット・スーパー ５０×４０ｃｍ　１００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材
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油吸着材【公表価格】 6305010004 油吸着材 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－６５　幅６５ｃｍ×長６５ｃｍ×厚４ｍｍ　１００枚 三井化学 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－６５　１００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010006 油吸着材 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－６５００　幅６５ｃｍ×長６５ｍ×厚４ｍｍ　１巻 三井化学 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－６５００　１巻 本 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010010 油吸着材 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－５０　幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４ｍｍ　１００枚 三井化学 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－５０　５０×４　１００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010012 油吸着材 タフネル・オイルブロッター ＡＢ－５０　幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚２ｍｍ　１００枚 三井化学 タフネル・オイルブロッター ＡＢ－５０　５０×２　１００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010014 油吸着材 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－Ａ　リボン状　１５ｋｇ 三井化学 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－Ａ　リボン状　１５ｋｇ 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010016 油吸着材 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－Ｆ（万国旗タイプ） 三井化学 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－Ｆ　万国旗タイプ 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010017 油吸着材 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－Ｚ　幅６５ｃｍ×長２５ｃｍ×厚４ｍｍ　２本 三井化学 タフネル・オイルブロッター ＢＬ－Ｚ　２本 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010026 油吸着材 テイジンオルソーブ ＢＦ－ＯＬ０１　幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４ｍｍ　１００枚 ユニセル テイジンオルソーブ ＢＦ－ＯＬ０１　１００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010028 油吸着材 テイジンオルソーブ ＢＦ－ＯＬ０３　幅５０ｃｍ×長５０ｍ　１巻 ユニセル テイジンオルソーブ ＢＦ－ＯＬ０３　５０ｃｍ　１巻 本 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305010054 油吸着材 オイルコレクター ＰＭ－５０　幅５０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４ｍｍ　１００枚 タイムケミカル オイルコレクター　ＰＭ－５０ ５０×５０ｃｍ　１００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305013505 油吸着材 オイルドライパッド ４３４８Ｎ　幅４３ｃｍ×長４８ｃｍ×厚２．６ｍｍ　１００枚 タイムケミカル オイルドライパッド ４３４８Ｎ　１００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305013532 油吸着材 オイルドライシート ＳＭＭ　幅３８ｃｍ×長４８ｃｍ×厚３．２ｍｍ　１００枚 タイムケミカル オイルドライシート ＳＭＭ　１００枚 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305013534 油吸着材 オイルドライ Ｇ－１００　１８ｋｇ タイムケミカル オイルドライ Ｇ－１００　１８ｋｇ 袋 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305012007
油吸着材 カクイオイルキャッチャー ＮＫ－４０５０　幅４０ｃｍ×長５０ｃｍ×厚４ｍｍ　４ｋｇ（１００枚） カク
イ

カクイオイルキャッチャー ＮＫ－４０５０ 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305012012
油吸着材 カクイオイルキャッチャー ＫＰ－６５Ａカタ　幅６５ｃｍ×長６５ｃｍ×厚４ｍｍ　１０ｋｇ（１２０枚）
カクイ

カクイオイルキャッチャー ＫＰ－６５Ａカタ 箱 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305015005 油吸着材 オイルゲーター 生分解性油吸着分解剤　１２ｋｇ バイオフューチャー オイルゲーター 生分解性油吸着分解剤　１２ｋｇ 袋 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油吸着材【公表価格】 6305015010 油吸着材 セルソーブ 生分解性油吸着材　８ｋｇ バイオフューチャー セルソーブ 生分解性油吸着材　８ｋｇ 袋 769 ○ ○ 6305 油吸着材

油処理材【公表価格】 6307010006 油処理材 メールクリーン ５０５ＥＸ 型式番号Ｐ－６４３ 容量１８ｌ入 イチネンケミカルズ 油処理メールクリーン５０５ＥＸ Ｐ－６４３　１８ｌ入 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材
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油処理材【公表価格】 6307010008 油処理材 ユニゾール ＦＬ１００ 型式番号Ｐ－６３７ 容量１８ｌ入 日本油化工業 油処理材　ユニゾールＦＬ１００ Ｐ－６３７　１８ｌ入 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材

油処理材【公表価格】 6307010018 油処理材 ＹＣＣ－ブルークリーン 型式番号Ｐ－４９７ 容量１８ｌ入 エクセノヤマミズ 油処理材　ＹＣＣブルークリーン Ｐ－４９７　１８ｌ入 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材

油処理材【公表価格】 6307010016 油処理材 シークル Ｎ－８００ 型式番号Ｐ－２８２ 容量１６ｌ入 第一工業製薬 油処理材　シークルＮ－８００ Ｐ－２８２　１６ｌ入 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材

油処理材【公表価格】 6307010028 油処理材 ＡＣクリーン Ｈ １００倍希釈 容量１８ｌ入 谷口商会 油処理材　ＡＣクリーン　Ｈ １００倍希釈　１８ｌ入 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材

油処理材【公表価格】 6307010030 油処理材 ＡＣクリーン Ｎ ５０倍希釈 容量１８ｌ入 谷口商会 油処理材　ＡＣクリーン　Ｎ ５０倍希釈　１８ｌ入 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材

油処理材【公表価格】 6307010032 油処理材 ＡＣクリーン Ｓ １０倍希釈 容量１８ｌ入 谷口商会 油処理材　ＡＣクリーン　Ｓ １０倍希釈　１８ｌ入 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材

油処理材【公表価格】 6307010012 油処理材 ネオス ＡＢ３０００Ｎ 型式番号Ｐ－６０４ 容量１８ｌ入 ネオス 油処理材　ネオスＡＢ３０００Ｎ Ｐ－６０４　１８ｌ入 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材

油処理材【公表価格】 6307010013 油処理材 ネオス Ｄ－１１２８ 型式番号Ｐ－５５３ 容量１８ｌ入 ネオス 油処理材　ネオスＤ－１１２８ Ｐ－５５３　１８ｌ入 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材

油処理材【公表価格】 6307010020 油処理材 ネオスセルフ ・ミキシングＳ－７ 型式番号Ｐ－５７３ 容量１８ｌ入 ネオス 油処理材ネオスセルフミキシング Ｓ－７　Ｐ－５７３　１８ｌ入 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材

油処理材【公表価格】 6307010042 油処理材 ネオス ＯＳリムーバー 油剥離剤（海洋汚染防止法上の型式承認外品） 容量１８ｌ入 ネオス 油処理材　ネオスＯＳリムーバー 油剥離剤　海洋汚染防止法承認外 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材

油処理材【公表価格】 6307010026 油処理材 オイルメディ 二次汚染防止型油処理剤 容量２０ｌ入 ワイエスピー 油処理材　オイルメディ 二次汚染防止型油処理剤　２０ｌ 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材

油処理材【公表価格】 6307010044 油処理材 オイルメディ ・スーパー 二次汚染防止型油処理剤 容量２０ｌ入 ワイエスピー 油処理材オイルメディ・スーパー 二次汚染防止型油処理剤　２０ｌ 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材

油処理材【公表価格】 6307010034 油処理材 ナノ・アスリート 土壌用油分解剤 容量１８ｌ入 東京カンテイ 油処理材　ナノ・アスリート 土壌用油分解剤　１８ｌ入 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材

油処理材【公表価格】 6307010036 油処理材 アースクリーン 油処理分散洗浄剤 容量５ｌ入 エコエストジャパン 油処理材　アースクリーン 油処理分散洗浄剤　５ｌ入 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材

油処理材【公表価格】 6307010038 油処理材 アースクリーン 油処理分散洗浄剤 容量２０ｌ入 エコエストジャパン 油処理材　アースクリーン 油処理分散洗浄剤　２０ｌ入 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材

油処理材【公表価格】 6307010040 油処理材 Ｋｉｓｏ－レビエント 油分ナノ分解微生物栄養剤 容量１８ｌ入 基礎地盤コンサルタンツ 油処理材　Ｋｉｓｏ－レビエント 油分ナノ分解微生物栄養剤１８ｌ 缶 770 ○ ○ 6307 油処理材

減容処理剤【公表価格】 6301050510 減容処理剤 ＨＭ溶剤 発泡スチロール専用 ７０ｌ入／缶　オープンドラム缶セット ハイメルツ 減容処理剤　ＨＭ溶剤 ＨＭ溶剤　発泡スチロール専用 リットル 770 ○ ○ 6301 凝集剤

大気汚染測定分析機器【公表価格】 6309010022 大気汚染測定分析機器 二酸化硫黄自動計測器 ＳＡ－７３１ ＳＯ２　０～０．５ｐｐｍ 紫外線蛍光方式 紀本電子工業 二酸化硫黄自動計測機 ＳＡ－７３１　紀本電子工業 台 770 ○ ○ 6309 大気汚染測定分析機材
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大気汚染測定分析機器【公表価格】 6309020502 大気汚染測定分析機器 β線式浮遊粉じん計 ＰＭ－７１１ ＳＰＭ　０～５ｍｇ／ｍ３ β線吸収方式 紀本電子工業 β線式浮遊粉じん計 ＰＭ－７１１　紀本電子工業 台 770 ○ ○ 6309 大気汚染測定分析機材

大気汚染測定分析機器【公表価格】 6309181002
大気汚染測定分析機器 窒素酸化物自動計測器 ＮＡ－７２１ ＮＯ２　ＮＯ　ＮＯｘ　０～１ｐｐｍ ダイナミックレン
ジ（４レンジ）化学発光方式 紀本電子工業

窒素酸化物自動計測器 ＮＡ－７２１　紀本電子工業 台 770 ○ ○ 6309 大気汚染測定分析機材

大気汚染測定分析機器【公表価格】 6309040010 大気汚染測定分析機器 オゾン自動計測器 ＯＡ－７８１ Ｏ３　０～１ｐｐｍ 紫外線吸収方式 紀本電子工業 オゾン自動計測機 ＯＡ－７８１　紀本電子工業 台 770 ○ ○ 6309 大気汚染測定分析機材

大気汚染測定分析機器【公表価格】 6309241004
大気汚染測定分析機器 非メタン炭化水素自動計測器 ＨＡ－７７１ ０～５０ｐｐｍＣ 水素炎イオン化検出器付きガス
クロマトグラフ法 紀本電子工業

非メタン炭化水素自動計測器 ＨＡ－７７１　紀本電子工業 台 770 ○ ○ 6309 大気汚染測定分析機材

大気汚染測定分析機器【公表価格】 6309070014 大気汚染測定分析機器 標準ガス調製装置 ＤＳ－０７１Ｎ（Ｓ） 流量比混合方式 紀本電子工業 標準ガス調製装置 ＤＳ－０７１Ｎ（Ｓ）紀本電子工 台 770 ○ ○ 6309 大気汚染測定分析機材

大気汚染測定分析機器【公表価格】 6309070016
大気汚染測定分析機器 校正用ガス調製装置 ＳＧ－７４１ ＮＯｘ計　ＳＯ２計　Ｏ３計 気相滴定方式　質量流量比混
合方式 紀本電子工業

校正用ガス調製装置 ＳＧ－７４１　紀本電子工業 台 770 ○ ○ 6309 大気汚染測定分析機材

大気汚染測定分析機器【公表価格】 6309020019
大気汚染測定分析機器 デジタル粉じん計 ＬＤ－３Ｋ２ 浮遊粉じん　０．００１～１０ｍｇ／ｍ３ 光散乱方式　移動
測定用ポータブル型 柴田科学

デジタル粉じん計 ＬＤ－３Ｋ２　柴田科学 台 770 ○ ○ 6309 大気汚染測定分析機材

大気汚染測定分析機器【公表価格】 6309020024
大気汚染測定分析機器 デジタル粉じん計 ＬＤ－５Ｄ 浮遊粉じん　０．０１～１００．０ｍｇ／ｍ３ 光散乱方式　高
濃度測定用ポータブル型 柴田科学

デジタル粉じん計 ＬＤ－５Ｄ　柴田科学 台 770 ○ ○ 6309 大気汚染測定分析機材

大気汚染測定分析機器【公表価格】 6309020026
大気汚染測定分析機器 デジタル粉じん計 ＬＤ－５Ｒ 浮遊粉じん　０．００１～１０ｍｇ／ｍ３ 光散乱方式　移動測
定用ポータブル型 柴田科学

デジタル粉じん計 ＬＤ－５Ｒ　柴田科学 台 770 ○ ○ 6309 大気汚染測定分析機材

大気汚染測定分析機器【公表価格】 6309240020
大気汚染測定分析機器 全炭化水素自動計測器 ＥＨＦ－７７０ ＴＨＣ：０～１００から０～２０００ｐｐｍ Ｈ仕様
（１８０～２００℃加熱型） アナテック・ヤナコ

全炭化水素自動計測器 ＥＨＦ－７７０　ヤナコ 台 770 ○ ○ 6309 大気汚染測定分析機材

大気汚染測定分析機器【公表価格】 6309280002
大気汚染測定分析機器 ＶＯＣ計 ＥＨＦ－７７０Ｖ Ｔ－ＶＯＣ：０～１００から０～１００００ｐｐｍＣ アナテッ
ク・ヤナコ

ＶＯＣ計 ＥＨＦ－７７０Ｖ　ヤナコ 台 770 ○ ○ 6309 大気汚染測定分析機材

大気汚染測定分析機器【公表価格】 6309180012
大気汚染測定分析機器 窒素酸化物自動計測器 ＥＣＬ－８８０ＵＳ ＮＯｘ又はＮＯ：０～０．０５から０～２０ｐｐｍ
減圧型化学発光法 アナテック・ヤナコ

窒素酸化物自動計測器 ＥＣＬ－８８０ＵＳ　ヤナコ 台 770 ○ ○ 6309 大気汚染測定分析機材

大気汚染測定分析機器【公表価格】 6309180014
大気汚染測定分析機器 窒素酸化物自動計測器 ＥＣＬ－８８ＡＯ ＮＯｘ：０～２５から０～５０００ｐｐｍ　Ｏ２：０
～１０，２５％ 減圧型化学発光法 アナテック・ヤナコ

窒素酸化物自動計測器 ＥＣＬ－８８ＡＯ　ヤナコ 台 770 ○ ○ 6309 大気汚染測定分析機材

騒音振動測定器【公表価格】 6313010042
騒音振動測定器 普通騒音計 ＮＬ－４２Ａ 騒音レベル　２５～１３８ｄＢ 型式承認番号・第ＴＳ１６３号　騒音監視
対策用 リオン

普通騒音計 ＮＬ－４２Ａ　リオン 台 770 ○ ○ 6313 騒音振動測定機材

騒音振動測定器【公表価格】 6313010036
騒音振動測定器 普通騒音計 ＮＬ－２７ 騒音レベル　３０～１３７ｄＢ 型式承認番号・第ＴＳ１６２号　騒音測定用
リオン

普通騒音計 ＮＬ－２７　リオン 台 770 ○ ○ 6313 騒音振動測定機材

騒音振動測定器【公表価格】 6313010038
騒音振動測定器 精密騒音計 ＮＡ－２８ 騒音レベル　２５～１４０ｄＢ 型式承認番号・第ＴＦ１６１号　騒音監視対
策用・周波数分析機能付き リオン

精密騒音計 ＮＡ－２８　リオン 台 770 ○ ○ 6313 騒音振動測定機材

騒音振動測定器【公表価格】 6313010044
騒音振動測定器 精密騒音計 ＮＬ－５２Ａ 騒音レベル　２５～１３８ｄＢ 型式承認番号・第ＴＦ１６３号　騒音監視
対策用 リオン

精密騒音計 ＮＬ－５２Ａ　リオン 台 770 ○ ○ 6313 騒音振動測定機材

騒音振動測定器【公表価格】 6313080006
騒音振動測定器 レベルレコーダ ＬＲ－０７ 騒音・振動レベル　１～１００，０００Ｈｚ 型式検査認定番号・ＪＲ－
９　騒音・振動監視対策用記録計 リオン

レベルレコーダ ＬＲ－０７　リオン 台 770 ○ ○ 6313 騒音振動測定機材
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騒音振動測定器【公表価格】 6313100003
騒音振動測定器 軽量床衝撃音発生器 ＦＩ－０１Ａ 衝撃の時間間隔　１００±５ｍｓ タッピングマシン　床衝撃音測
定用 リオン

軽量床衝撃音発生器 ＦＩ－０１Ａ　リオン 台 770 ○ ○ 6313 騒音振動測定機材

騒音振動測定器【公表価格】 6313100004
騒音振動測定器 重量床衝撃音発生器 ＦＩ－０２ 衝撃の時間間隔　１．７±０．２ｓ バングマシン　床衝撃音測定用
リオン

重量床衝撃音発生器 ＦＩ－０２　リオン 台 770 ○ ○ 6313 騒音振動測定機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311050018
水質測定分析機器 ＣＯＤ自動計測装置 ＣＯＤ－７０２０ ＣＯＤ：０～２００ｍｇ／ｌ　河川　湖沼 酸性過マンガン
酸カリウム法 紀本電子工業

ＣＯＤ自動計測装置 ＣＯＤ－７０２０　紀本電子工業 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311240006
水質測定分析機器 全シアン自動計測装置 ＷＣＮ－７０４０ ＣＮ：０．０１～１０ｍｇ／ｌ　下水　河川　海水 ＭＳ
型研磨シアンイオン電極法 紀本電子工業

全シアン自動計測装置 ＷＣＮ－７０４０　紀本電子工業 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311330030
水質測定分析機器 全りん・全窒素自動計測装置 ＷＮＰ－７０１０ ＴＰ：０～１０ｍｇ／ｌ　ＴＮ：０～１００ｍｇ／
ｌ マイクロフローシステム 紀本電子工業

全りん・全窒素自動計測装置 ＷＮＰ－７０１０　紀本電子工業 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311360020 水質測定分析機器 アンモニア自動計測装置 ＷＮＨ－７０３０ ０～１０ｍｇ／ｌ 膜濃縮法・導電率法 紀本電子工業 アンモニア自動計測装置 ＷＮＨ－７０３０　紀本電子工業 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311070008 水質測定分析機器 迅速ＢＯＤ計測器 α５０００ ２～５０ｍｇ／ｌ バイオセンサ方式 セントラル科学 迅速ＢＯＤ計測器 α５０００　セントラル科学 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311080004
水質測定分析機器 携帯用汚泥濃度計 ＭＬ－５５ ０～１５，０００ｍｇ／ｌ デジタル直読　ＭＬＳＳ・汚泥界面・Ｓ
ＶＩ・汚泥返送率測定 セントラル科学

携帯用汚泥濃度計 ＭＬ－５５　セントラル科学 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311120056
水質測定分析機器 工業用ｐＨ計 ＨＢＭ－１００Ｂ ｐＨ　ｐＨ０～１４（任意設定可） パネル計装　ＤＩＮ９６サイ
ズ　下下限　下限　上限　上上限の４点 東亜ディーケーケー

工業用ｐＨ計 ＨＢＭ－１００Ｂ　東亜 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311120058
水質測定分析機器 ｐＨメータ ＨＭ－４２Ｘ ｐＨ　ｐＨ０～１４（任意設定可） ＪＩＳ０型　バリデーション支援機
能対応　ＬＡ化へのシステムアップ対応 東亜ディーケーケー

ｐＨメータ ＨＭ－４２Ｘ東亜ディーケーケー 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311130016 水質測定分析機器 電気伝導率計 ＣＭ－４２Ｘ １００μＳ～１０Ｓ／ｍ 標準付属電極 東亜ディーケーケー 電気伝導率計 ＣＭ－４２Ｘ東亜ディーケーケー 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311130014
水質測定分析機器 工業用電気伝導率計 ＷＢＭ－１００ 電気伝導率　０～１μＳ～２００ｍＳ／ｃｍ パネル計装　Ｄ
ＩＮ９６サイズ　下下限　下限　上限　上上限の４点　検出器別途 東亜ディーケーケー

工業用電気伝導率計 ＷＢＭ１００東亜ディーケーケー 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311010010
水質測定分析機器 濁度計 ＴＢ－３１ 濁度　０～８００ＮＴＵ　０～８００ｍｇ／ｌ 近赤外９０度散乱光測定方式
１００ｍ測定対応 東亜ディーケーケー

濁度計 ＴＢ－３１　東亜ディーケーケー 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311180502
水質測定分析機器 ポータブル多項目水質計 ＷＱＣ－２４ ｐＨ　水温　ＤＯ　電気伝導率　濁度　塩分 センサは１本
にまとめた投込型電極　ハンディ型 東亜ディーケーケー

ポータブル多項目水質計 ＷＱＣ２４　東亜ディーケーケー 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311050030
水質測定分析機器 ＣＯＤ自動測定装置 ＣＯＤ－２０３Ａ ＣＯＤ　０～２０ｍｇ／ｌ（標準）　０～２，０００ｍｇ／
ｌ ＪＩＳに基づき設計　酸性過マンガン酸　アルカリ性マンガン酸カリウム法 東亜ディーケーケー

ＣＯＤ自動測定装置 ＣＯＤ２０３Ａ東亜ディーケーケ 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311050032
水質測定分析機器 省試薬型ＣＯＤ自動測定装置 ＣＯＤＲ－４００ ＣＯＤ　０～２０ｍｇ／ｌ（標準）　０～２，００
０ｍｇ／ｌ ＪＩＳに基づき設計　酸性過マンガン酸　アルカリ性マンガン酸カリウム法　試薬の使用量は指定計測法の
１／２０ 東亜ディーケーケー

省試薬型ＣＯＤ自動測定装置 ＣＯＤＲ－４００　東亜 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311320016
水質測定分析機器 有機汚濁計測器 ＯＰＭ－１６３０ 吸光度　０～２．５　Ａｂｓ 紫外吸光光度法　ＣＯＤ換算出力
セル窓なしの落下流水方式　負荷量演算器別途　採水用ポンプ別途 東亜ディーケーケー

有機汚濁計測器 ＯＰＭ１６３０東亜ディーケーケ 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311320008
水質測定分析機器 有機汚濁計測器 ＯＰＭ－１６１０ 吸光度　０～０．５／１．０／２．０／２．５　Ａｂｓ 紫外吸
光光度法　ＣＯＤ換算出力　浸漬式　負荷量演算器別途 東亜ディーケーケー

有機汚濁計測器 ＯＰＭ１６１０東亜ディーケーケ 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材
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水質測定分析機器【公表価格】 6311320010 水質測定分析機器 有機汚濁計測器用負荷量演算器 ＣＡＬＤ－２０３０ １流路用 東亜ディーケーケー 有機汚濁計測器用負荷量演算器 ＣＡＬＤ２０３０　１流路用東亜 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311320012 水質測定分析機器 有機汚濁計測器用負荷量演算器 ＣＡＬＤ－２０３０ ２流路用 東亜ディーケーケー 有機汚濁計測器用負荷量演算器 ＣＡＬＤ２０３０　２流路用東亜 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311320014 水質測定分析機器 有機汚濁計測器用負荷量演算器 ＣＡＬＤ－２０３０ ３流路用 東亜ディーケーケー 有機汚濁計測器用負荷量演算器 ＣＡＬＤ２０３０　３流路用東亜 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311300006
水質測定分析機器 表面塩分計 ＳＳＭ－２１Ｐ 橋梁　船舶等の表面塩分０～１９９．９ｍｇ／ｍ２ 電気伝導率法
ポータブル型　塩害防止塗装の可否指標用 東亜ディーケーケー

表面塩分計 ＳＳＭ２１Ｐ東亜ディーケーケー 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311120065
水質測定分析機器 ｐＨメーター Ｄ－２１０Ｐ－Ｓ ｐＨ０～１４ フィールド用　デジタル表示　キャリングケース付
属 堀場製作所

ｐＨメーター Ｄ－２１０Ｐ－Ｓ　堀場製作所 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311120060 水質測定分析機器 ｐＨメーター Ｆ－７２Ｓ ｐＨ０～１４ 卓上形　デジタル表示 堀場製作所 ｐＨメーター Ｆ－７２Ｓ　堀場製作所 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311120067
水質測定分析機器 ｐＨメーター Ｄ－２２０ＰＣ－Ｓ ｐＨ０～１４　導電率０．００μＳ／ｃｍ～２００．０ｍＳ／ｃ
ｍ 卓上形　ｐＨ・導電率を一台で測定　キャリングケース付属 堀場製作所

ｐＨメーター Ｄ－２２０ＰＣ－Ｓ　堀場製作所 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311120062 水質測定分析機器 コンパクトｐＨメーター ｐＨ－１１Ｂ ｐＨ０～１４ ワンタッチ自動校正 堀場製作所 コンパクトｐＨメーター ｐＨ－１１Ｂ　堀場製作所 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311131008
水質測定分析機器 導電率計 ＤＳ－７１Ｅ 導電率　０．００μＳ／ｍ～１９９．９Ｓ／ｍ 卓上用　精密測定用　デジ
タル表示 堀場製作所

導電率計 ＤＳ－７１Ｅ　堀場製作所 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311131013
水質測定分析機器 導電率計 Ｄ－２２０Ｃ－Ｓ 導電率　０．００μＳ／ｃｍ～２００．０ｍＳ／ｃｍ フィールド用
デジタル表示　キャリングケース付属 堀場製作所

導電率計 Ｄ－２２０Ｃ－Ｓ　堀場製作所 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311131010
水質測定分析機器 コンパクト導電計 ＥＣ－３３Ｂ 導電率　０～１９９．９ｍＳ／ｃｍ ワンタッチ自動校正 堀場製作
所

コンパクト導電計 ＥＣ－３３Ｂ　堀場製作所 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311170013
水質測定分析機器 溶存酸素計 Ｄ－２２０Ｄ－Ｓ ＤＯ　０～２０．００ｍｇ／ｌ　Ｏ２　０～２００％ リード長２ｍ
キャリングケース付属 堀場製作所

溶存酸素計 Ｄ－２２０Ｄ－Ｓ　堀場製作所 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311180006
水質測定分析機器 水質計 Ｕ－５１ ｐＨ　ＤＯ　導電率　塩分　ＴＤＳ・海水比重　温度　ＯＲＰ 投込式　ケーブル
長２ｍ 堀場製作所

水質計 Ｕ－５１　堀場製作所 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311090006
水質測定分析機器 油分濃度計 ＯＣＭＡ－５０５－Ｈ 工場排水などの油分　０～２００ｍｇ／ｌ 溶媒抽出　非分散赤
外吸収法 堀場製作所

油分濃度計 ＯＣＭＡ－５０５－Ｈ堀場製作所 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311050016
水質測定分析機器 ＣＯＤ自動測定装置 ＣＯＤ－３８０ ＣＯＤ：０～２０から４００ｍｇ／ｌ ２系列仕様も製作可能
アナテック・ヤナコ

ＣＯＤ自動測定装置 ＣＯＤ－３８０　ヤナコ 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311240008
水質測定分析機器 全シアン自動測定装置 ＴＣＮ－５８０ 水中の遊離及びシアン錯化合物のシアン　０～２．０ｍｇ／
ｌ 有効測定範囲　０．０１ｍｇ／ｌ アナテック・ヤナコ

全シアン自動測定装置 ＴＣＮ－５８０　ヤナコ 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311260006
水質測定分析機器 ＴＯＣ自動測定装置 ＴＯＣ－３８０Ｒ 有機炭素　全炭素：０～５０ｍｇ・Ｃ／ｌ ２系列仕様も製
作可能 アナテック・ヤナコ

ＴＯＣ自動測定装置 ＴＯＣ－３８０Ｒ　ヤナコ 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311270006
水質測定分析機器 水質自動監視装置 ＷＰＭ－８００ ｐＨ　ＴＭ　ＴＢ　ＣＯＮＤユニット付き ｐＨ：２～１２　Ｔ
Ｍ：－１０～４０℃　ＴＢ：０～５００ｐｐｍ アナテック・ヤナコ

水質自動監視装置 ＷＰＭ－８００　ヤナコ 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材
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水質測定分析機器【公表価格】 6311380002
水質測定分析機器 全りん・全窒素自動測定装置 ＴＰＮ－５８０ 全りん：０～０．１から２０ｍｇ／ｌ　全窒素：０～
２．０から１００ｍｇ／ｌ オートクレーブ法，２系列仕様も製作可能 アナテック・ヤナコ

全りん・全窒素自動測定装置 ＴＰＮ－５８０　ヤナコ 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311330060
水質測定分析機器 全りん自動測定装置 ＴＰ－５８０ ０～０．１から２０ｍｇ／ｌ オートクレーブ法 アナテック・ヤ
ナコ

全りん自動測定装置 ＴＰ－５８０　ヤナコ 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311390002 水質測定分析機器 りん酸イオン自動測定装置 ＰＨＳ－５８０ｉ ０～０．３から３．０ｍｇ／ｌ アナテック・ヤナコ りん酸イオン自動測定装置 ＰＨＳ－５８０ｉ　ヤナコ 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311370006
水質測定分析機器 全窒素自動測定装置 ＴＮ－５８０ ０～２．０から１００ｍｇ／ｌ オートクレーブ法 アナテック・
ヤナコ

全窒素自動測定装置 ＴＮ－５８０　ヤナコ 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

水質測定分析機器【公表価格】 6311370008
水質測定分析機器 全窒素自動測定装置（化学発光タイプ） ＴＮ－３１０ ０～２０から１，０００ｍｇ／ｌ 多系列仕
様も製作可能 アナテック・ヤナコ

全窒素自動測定装置　化学発光 ＴＮ－３１０　ヤナコ 台 771 ○ ○ 6311 水質測定分析機材

分析用前処理器類【公表価格】 6315010014
分析用前処理器類 ＣＯＤ測定用バス ＣＯＤ－１２ＥＬＳ ＣＯＤ ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　工場排水試験方法方式　１
２連式　電気式 スギヤマゲン

ＣＯＤ測定用バス ＣＯＤ－１２ＥＬＳ 台 771 ○ ○ 6315 分析用前処理機材

分析用前処理器類【公表価格】 6315010016
分析用前処理器類 フェノール兼用型蒸留装置 ＥＨＰ－２８０－５ＥＬ フェノール類（吸光度測定） ＪＩＳ　Ｋ　０
１０２　工場排水試験方法方式　５連式　電気式 スギヤマゲン

フェノール兼用型蒸留装置 ＥＨＰ－２８０－５ＥＬ 台 771 ○ ○ 6315 分析用前処理機材

分析用前処理器類【公表価格】 6315010018
分析用前処理器類 ふっ素蒸留装置 ＥＨＰ－３４１－５ＥＬＣ ふっ素（吸光度測定） ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　工場排
水試験方法方式　５連式　自動温度調節機能付き電気式 スギヤマゲン

ふっ素蒸留装置 ＥＨＰ－３４１－５ＥＬＣ 台 771 ○ ○ 6315 分析用前処理機材

分析用前処理器類【公表価格】 6315010020
分析用前処理器類 水銀定量用分解装置 ＥＨＰ－０１－５ＥＬ 全水銀（Ｔ－Ｈｇ）（原子吸光光度法） 試料の硫硝酸
分解　ＡＳＴＭ及びＪＩＳ方式に準拠　５連式　電気式 スギヤマゲン

水銀定量用分解装置 ＥＨＰ－０１－５ＥＬ 台 771 ○ ○ 6315 分析用前処理機材

分析用前処理器類【公表価格】 6315050012 分析用前処理器類 エルビスシェーカー ＥＬ スギヤマゲン 振とう器　エルビスシェーカー ＥＬ 台 771 ○ ○ 6315 分析用前処理機材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901160030 鳥類飛来防止装置 バードレスマット １型（止め金具別） 幅６０ｍｍ×長６０３ｍｍ×針長１０３ｍｍ コーユー 鳥類飛来防止装置 バードレスマット１型止め金具別 本 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901160040 鳥類飛来防止装置 バードレスマット ２型（止め金具別） 幅７８ｍｍ×長６００ｍｍ×針長１４７ｍｍ コーユー 鳥類飛来防止装置 バードレスマット２型止め金具別 本 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901160060 鳥類飛来防止装置 止め金具 １型用　Ｃ－１ コーユー 鳥類飛来防止装置 止め金具　１型用 個 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901160070 鳥類飛来防止装置 止め金具 ２型用　Ｃ－２ コーユー 鳥類飛来防止装置 止め金具　２型用 個 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901160080 鳥類飛来防止装置 止め金具クランプ ＤＸ（デルタプロテクト） コーユー 鳥類飛来防止装置 止め金具クランプ　ＤＸ 個 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901160100 鳥類飛来防止装置 ハトワイヤー 標準ベースセット（ＳＵＳ３０４） コーユー 鳥類飛来防止装置 ハトワイヤー　標準ベースセット セット 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901160110 鳥類飛来防止装置 ハトワイヤー ステンレスワイヤー（５０ｍ巻）（ＳＵＳ３０４） コーユー 鳥類飛来防止装置 ハトワイヤー　ＳＵＳ５０ｍ巻 巻 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901160120 鳥類飛来防止装置 ハトワイヤー ステンレスワイヤー（１００ｍ巻）（ＳＵＳ３０４） コーユー 鳥類飛来防止装置 ハトワイヤー　ＳＵＳ１００ｍ巻 巻 772 ○ ○ 6901 清掃保守材
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鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901160130 鳥類飛来防止装置 ハトワイヤー スプリング（ＳＵＳ３０４） コーユー 鳥類飛来防止装置 ハトワイヤー　スプリング 個 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901160140 鳥類飛来防止装置 ハトワイヤー アルミスリーブ（φ１以内ワイヤーかしめ用）（アルミ） コーユー 鳥類飛来防止装置 ハトワイヤー　アルミスリーブ 個 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161060 鳥類飛来防止装置 バードストッパー チェーンタイプ（４５００Ｇ） 磁気ワイヤー エスク 鳥類飛来防止装置 バードストッパー　チェーン ｍ 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161030 鳥類飛来防止装置 バードストッパー スクリーンタイプ（ＨＬ） スプリングＳＵＳワイヤー式 エスク 鳥類飛来防止装置 バードストッパー　スクリーン ｍ２ 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161065 鳥類飛来防止装置 バードストッパー ＳＵＳピンタイプ（ＳＵＳベース） ＳＵＳロッドピン エスク 鳥類飛来防止装置 バードストッパー　ＳＵＳピン ｍ 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161080 鳥類飛来防止装置 バードストッパー ネットタイプ ポリエチレン２５ｍｍ目 エスク 鳥類飛来防止装置 バードストッパー　ネット ｍ２ 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161090 鳥類飛来防止装置 バードストッパー 電気振動波タイプ フォーミングプラスチック エスク 鳥類飛来防止装置 バードストッパー　電気振動波 ｍ 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161100 鳥類飛来防止装置 バードストッパー ペイントタイプ １５０ｍｍ巾 エスク 鳥類飛来防止装置 バードストッパーペイントタイプ ｍ 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161045 鳥類飛来防止装置 エコピック Ｅ４　幅１４０ｍｍ×長３３０ｍｍ エスイーエル 鳥類飛来防止装置 エコピックＥ４　１４０×３３０ 本 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161050 鳥類飛来防止装置 エコピック ウルトラＳ１　幅５５ｍｍ×長３１０ｍｍ エスイーエル 鳥類飛来防止装置 エコピック　ウルトラＳ１ 本 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161055 鳥類飛来防止装置 エコピックバードアウト ２０ｍ，バードアウトキット，ソーラーショック付き エスイーエル 鳥類飛来防止装置 エコピックバードアウト　２０ｍ セット 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161105 鳥類飛来防止装置 エコピックフック エスイーエル 鳥類飛来防止装置 エコピックフック 個 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901167505 鳥類飛来防止装置 Ｂ－ＳＴ 鳥よけジェル・６００ｇ ビーエスティー 鳥類飛来防止装置 Ｂ－ＳＴ　鳥よけジェル６００ｇ 個 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901167517 鳥類飛来防止装置 鳥よけスパイク 幅２０ｍｍ，長５２８ｍｍ，針高１１０ｍｍ ビーエスティー 鳥類飛来防止装置 鳥よけスパイク 本 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901167515 鳥類飛来防止装置 ハトよけネット 高密度ポリエチレン　網目５０ｍｍ ビーエスティー 鳥類飛来防止装置 ハトよけネット　ポリエチレン ｍ２ 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901160530
鳥類飛来防止装置 ステンレス・トリカットネット ３０ ＳＵＳワイヤーネット　φ０．３３－φ０．７５　３０ｍｍ
エドバンコーポレーション

鳥類飛来防止装置 ステンレストリカットネット３０ ｍ２ 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901160540
鳥類飛来防止装置 ステンレス・トリカットネット ２０ ＳＵＳワイヤーネット　φ０．３３－φ０．７５　２０ｍｍ
エドバンコーポレーション

鳥類飛来防止装置 ステンレストリカットネット２０ ｍ２ 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901160535
鳥類飛来防止装置 ピンタイプロング剣山 ＳＵＳピン，ポリカーボネイト台座　Ｌ５００×Ｗ１３０×Ｈ１１５ エドバ
ンコーポレーション

鳥類飛来防止装置 ピンタイプロング剣山 本 772 ○ ○ 6901 清掃保守材
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鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901160545
鳥類飛来防止装置 オールステンロング剣山 ＳＵＳピン，ＳＵＳ台座　Ｌ５００×Ｗ１５０×Ｈ１１０ エドバンコーポ
レーション

鳥類飛来防止装置 オールステンロング剣山 本 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901166012 鳥類飛来防止装置 鳩防止ネット（ポリエチレン） ＰＥ４００Ｄ（３６本）　網目２５ｍｍ アサヒネット工業 鳥類飛来防止装置 鳩防止ネット　ＰＥ４００Ｄ ｍ２ 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901164015 鳥類飛来防止装置 鳩防止ネット（ポリエチレン） ＰＥ４４０Ｔ（３６本）　網目２５ｍｍ 清立商工 鳥類飛来防止装置 鳩防止ネット　ＰＥ４４０Ｔ ｍ２ 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161522
鳥類飛来防止装置 イーゲル １００ 防鳥剣山　ＳＵＳピン＋ポリカーボネート台座　φ１．３×１１０×５００ プロ
テクト

鳥類飛来防止装置 イーゲル　１００　防鳥剣山 本 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161524
鳥類飛来防止装置 イーゲル １８０ 防鳥剣山　ＳＵＳピン＋ポリカーボネート台座　φ１．３×１８０×５００ プロ
テクト

鳥類飛来防止装置 イーゲル　１８０　防鳥剣山 本 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161526
鳥類飛来防止装置 イーゲル １００Ｓ 防鳥剣山・Ｈ型鋼専用　オールＳＵＳ製　φ１．３×１００×５００ プロテク
ト

鳥類飛来防止装置 イーゲル　１００Ｓ　防鳥剣山 本 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161528 鳥類飛来防止装置 アコール ５０ 防鳥ネット（難燃）鳩・カラス用　５０ｍｍ角目　ポリエチレン単線 プロテクト 鳥類飛来防止装置 アコール　５０　防鳥ネット ｍ２ 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161530 鳥類飛来防止装置 アコール ２５ 防鳥ネット（難燃）鳩・カラス用　２５ｍｍ角目　ポリエチレン単線 プロテクト 鳥類飛来防止装置 アコール　２５　防鳥ネット ｍ２ 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161532
鳥類飛来防止装置 アコール ２０ 防鳥ネット（難燃）鳩・カラス・ムクドリ用　１８．５ｍｍ角目　ポリエチレン単線
プロテクト

鳥類飛来防止装置 アコール　２０　防鳥ネット ｍ２ 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161534
鳥類飛来防止装置 アコール １５ 防鳥ネット（難燃）鳩・カラス～小鳥用　１５ｍｍ角目　ポリエチレン単線 プロテ
クト

鳥類飛来防止装置 アコール　１５　防鳥ネット ｍ２ 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161536
鳥類飛来防止装置 アコール ５０Ｓ 防鳥ネット（不燃）鳩・カラス用　５０ｍｍ角目　オールステンレス製 プロテク
ト

鳥類飛来防止装置 アコール　５０Ｓ　防鳥ネット ｍ２ 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161538
鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 ８０　平面用 防鳥ワイヤー用支柱＋台座（平面用）　高さ８０・１穴　オールス
テンレス製 プロテクト

鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱　平面用　８０ 本 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161540
鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 １２０　平面用 防鳥ワイヤー用支柱＋台座（平面用）　高さ１２０・２穴　オー
ルステンレス製 プロテクト

鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱　平面用１２０ 本 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161542
鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 １３０　平面用 防鳥ワイヤー用支柱＋台座（平面用）　高さ１３０・曲げ・３穴
オールステンレス製 プロテクト

鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱　平面用１３０ 本 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161544
鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 ８０　パイプ・Ｒ用 防鳥ワイヤー用支柱＋台座（パイプ・Ｒ用）　高さ８０・１
穴　オールステンレス製 プロテクト

鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱　パイプ用８０ 本 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161546
鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 １２０　パイプ・Ｒ用 防鳥ワイヤー用支柱＋台座（パイプ・Ｒ用）　高さ１２
０・２穴　オールステンレス製 プロテクト

鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱パイプ用１２０ 本 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

鳥類飛来防止装置【公表価格】 6901161548
鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 １３０　パイプ・Ｒ用 防鳥ワイヤー用支柱＋台座（パイプ・Ｒ用）　高さ１３
０・曲げ・３穴　オールステンレス製 プロテクト

鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱パイプ用１３０ 本 772 ○ ○ 6901 清掃保守材

排水再利用処理装置【公表価格】 6951020002 排水再利用処理装置 アクアメイクＡＭＴ－Ⅰ ＦＲＰ製　処理能力１．０ｍ３／日 トイレ排水用 永和国土環境 排水再利用処理装置 アクアメイク　ＡＭＴ－１ 基 772 ○ ○ 6951 再利用処理装置
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排水再利用処理装置【公表価格】 6951020004 排水再利用処理装置 アクアメイクＡＭＴ－Ⅱ ＦＲＰ製　処理能力１．４ｍ３／日 トイレ排水用 永和国土環境 排水再利用処理装置 アクアメイク　ＡＭＴ－２ 基 772 ○ ○ 6951 再利用処理装置

排水再利用処理装置【公表価格】 6951020006 排水再利用処理装置 アクアメイクＡＭＴ－Ⅲ ＦＲＰ製　処理能力２．０ｍ３／日 トイレ排水用 永和国土環境 排水再利用処理装置 アクアメイク　ＡＭＴ－３ 基 772 ○ ○ 6951 再利用処理装置

焼却炉【公表価格】 6937010744 焼却炉 ＦＸ－３ 幅８９５ｍｍ 奥行８４０ｍｍ 高２，３７３ｍｍ 容積０．１２ｍ３ 一括処理焼却炉 インシナー工業 焼却炉 ＦＸ－３　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937010738
焼却炉 ＦＸ－５ 幅８９５ｍｍ 奥行１，２０５ｍｍ 高２，３７３ｍｍ 容積０．２１ｍ３ 一括処理焼却炉 インシナー
工業

焼却炉 ＦＸ－５　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937010746 焼却炉 ＪＸ－３ 幅８９５ｍｍ 奥行８４０ｍｍ 高２，３７３ｍｍ 容積０．１２ｍ３ 一括処理焼却炉 インシナー工業 焼却炉 ＪＸ－３　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937010736
焼却炉 ＪＸ－５ 幅８９５ｍｍ 奥行１，２０５ｍｍ 高２，３７３ｍｍ 容積０．２１ｍ３ 一括処理焼却炉 インシナー
工業

焼却炉 ＪＸ－５　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937010758
焼却炉 ＫＢＸ－５０Ｓ 幅８９４ｍｍ 奥行１，３７４ｍｍ 高２，９０８ｍｍ 容積０．３２ｍ３ 紙おむつ，汚物再燃
焼焼却炉 インシナー工業

焼却炉 ＫＢＸ－５０Ｓ　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937010762
焼却炉 ＰＳＭ－１０ 幅８５０ｍｍ 奥行１，１００ｍｍ 高１，２４５ｍｍ 容積０．２０ｍ３ ペット火葬炉 インシ
ナー工業

焼却炉 ＰＳＭ－１０　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937010764
焼却炉 ＰＳＭ－２０ 幅９５０ｍｍ 奥行１，１７５ｍｍ 高１，４０５ｍｍ 容積０．３２ｍ３ ペット火葬炉 インシ
ナー工業

焼却炉 ＰＳＭ－２０　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937010726
焼却炉 ＰＥＴ 幅１，２００ｍｍ 奥行１，８５０ｍｍ 高２，４００ｍｍ 容積０．６１ｍ３ ペット火葬炉 インシナー
工業

焼却炉 ＰＥＴ　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937010665
焼却炉 ＴＫ１５ 幅１，２００ｍｍ 奥行１，８４０ｍｍ 高１，３８０ｍｍ 容積０．４２ｍ３ 一括処理焼却炉 インシ
ナー工業

焼却炉 ＴＫ１５　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937010666
焼却炉 ＴＫ３０ 幅１，５１５ｍｍ 奥行２，３２０ｍｍ 高１，７７０ｍｍ 容積０．６４ｍ３ 一括処理焼却炉 インシ
ナー工業

焼却炉 ＴＫ３０　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937010668
焼却炉 ＴＫ７０ 幅１，７９０ｍｍ 奥行１，８５５ｍｍ 高４，１４９ｍｍ 容積１．２６ｍ３ 一括処理焼却炉 インシ
ナー工業

焼却炉 ＴＫ７０　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937010670
焼却炉 ＴＫ２００ 幅３，３９５ｍｍ 奥行２，８２５ｍｍ 高４，１４９ｍｍ 容積２．７９ｍ３ 一括処理焼却炉 イン
シナー工業

焼却炉 ＴＫ２００　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937010720
焼却炉 ＡＫ５０ 幅１，０１０ｍｍ 奥行１，８１５ｍｍ 高１，６７５ｍｍ 容積０．５７ｍ３ 動物，汚物再燃焼焼却
炉 インシナー工業

焼却炉 ＡＫ５０　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937010721
焼却炉 ＡＫ１００ 幅１，４５５ｍｍ 奥行２，３４０ｍｍ 高２，１６５ｍｍ 容積１．１１ｍ３ 動物，汚物再燃焼焼
却炉 インシナー工業

焼却炉 ＡＫ１００　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937010723
焼却炉 ＡＫ１５０ 幅１，６５５ｍｍ 奥行２，８２５ｍｍ 高２，２４５ｍｍ 容積１．６２ｍ３ 動物，汚物再燃焼焼
却炉 インシナー工業

焼却炉 ＡＫ１５０　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937010722
焼却炉 ＡＫ１９０ 幅１，６５５ｍｍ 奥行３，３１０ｍｍ 高２，２４５ｍｍ 容積２．２４ｍ３ 動物，汚物再燃焼焼
却炉 インシナー工業

焼却炉 ＡＫ１９０　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉
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焼却炉【公表価格】 6937010725
焼却炉 ＡＫＳ－１８Ｓ 幅１，９５０ｍｍ 奥行３，３１０ｍｍ 高１，９５０ｍｍ 容積２．５５ｍ３ 動物，汚物再燃
焼焼却炉 インシナー工業

焼却炉 ＡＫＳ－１８Ｓ　インシナー工業 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937016300
焼却炉 ＩＳＲ－５００Ｊ 幅２，０７０ｍｍ 奥行２，０６０ｍｍ 高５，５１０ｍｍ 容積０．４７ｍ３ 焼却能力２９
（プラスチック焼却時１２）ｋｇ／ｈ　火床面積０．４９ｍ２　廃プラ対応（大型投入口・高性能タイプ・水冷式） Ｄ
ＡＩＴＯ

焼却炉 ＩＳＲ－５００Ｊ　ＤＡＩＴＯ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937016301
焼却炉 ＳＰＲ－５００Ｊ 幅１，６１０ｍｍ 奥行１，９００ｍｍ 高５，１６０ｍｍ 容積０．４７ｍ３ 焼却能力２９
（プラスチック焼却時１２）ｋｇ／ｈ　火床面積０．４９ｍ２　廃プラ対応（大型投入口・高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ

焼却炉 ＳＰＲ－５００Ｊ　ＤＡＩＴＯ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937016302
焼却炉 ＳＰＺ－２００Ｊ 幅１，４６０ｍｍ 奥行１，３６０ｍｍ 高４，６５０ｍｍ 容積２９０ｌ 焼却能力１８（プ
ラスチック焼却時７）ｋｇ／ｈ　火床面積０．２９ｍ２　廃プラ対応（大型投入口・高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ

焼却炉 ＳＰＺ－２００Ｊ　ＤＡＩＴＯ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937016303
焼却炉 ＳＰＺ－４００Ｊ 幅１，５３０ｍｍ 奥行１，５５０ｍｍ 高４，９３０ｍｍ 容積４７０ｌ 焼却能力２９（プ
ラスチック焼却時１２）ｋｇ／ｈ　火床面積０．４０ｍ２　廃プラ対応（大型投入口・高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ

焼却炉 ＳＰＺ－４００Ｊ　ＤＡＩＴＯ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937016304
焼却炉 ＳＰⅡ－２００Ｊ 幅１，４２０ｍｍ 奥行１，４２０ｍｍ 高４，５２０ｍｍ 容積２９０ｌ 焼却能力１８（プ
ラスチック焼却時７）ｋｇ／ｈ　火床面積０．２９ｍ２　廃プラ対応（高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ

焼却炉 ＳＰ２－２００Ｊ　ＤＡＩＴＯ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937016305
焼却炉 ＳＰⅡ－４００Ｊ 幅１，４９０ｍｍ 奥行１，５５０ｍｍ 高４，７４０ｍｍ 容積４７０ｌ 焼却能力２９（プ
ラスチック焼却時１２）ｋｇ／ｈ　火床面積０．４０ｍ２　廃プラ対応（高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ

焼却炉 ＳＰ２－４００Ｊ　ＤＡＩＴＯ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937016306
焼却炉 ＹＧＲ－６００Ｊ 幅２，２３０ｍｍ 奥行２，０２０ｍｍ 高４，９６０ｍｍ 容積２９０ｌ 焼却能力１６ｋｇ
／ｈ　火床面積０．４２ｍ２　乾湿両用 ＤＡＩＴＯ

焼却炉 ＹＧＲ－６００Ｊ　ＤＡＩＴＯ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937016307
焼却炉 ＩＳＧ－６００Ｊ 幅２，０７０ｍｍ 奥行２，０２０ｍｍ 高５，５１０ｍｍ 容積０．７９ｍ３ 焼却能力４９
ｋｇ／ｈ　火床面積０．４９ｍ２　紙くず・木くず（大型投入口・高性能タイプ・水冷式） ＤＡＩＴＯ

焼却炉 ＩＳＧ－６００Ｊ　ＤＡＩＴＯ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937016308
焼却炉 ＳＰＺ－６００Ｊ 幅１，５７０ｍｍ 奥行１，９００ｍｍ 高５，４９０ｍｍ 容積７９０ｌ 焼却能力４９ｋｇ
／ｈ　火床面積０．４９ｍ２　紙くず・木くず（大型投入口・高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ

焼却炉 ＳＰＺ－６００Ｊ　ＤＡＩＴＯ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937016309
焼却炉 ＳＰⅡ－６００Ｊ 幅１，５７０ｍｍ 奥行１，９００ｍｍ 高５，２５０ｍｍ 容積７９０ｌ 焼却能力４９ｋｇ
／ｈ　火床面積０．４９ｍ２　紙くず・木くず（高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ

焼却炉 ＳＰ２－６００Ｊ　ＤＡＩＴＯ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937016310
焼却炉 ＡＧＺＲ－９００Ｊ 幅１，９５０ｍｍ 奥行１，７４０ｍｍ 高４，８５０ｍｍ 容積０．７８ｍ３ 焼却能力４
９ｋｇ／ｈ　火床面積０．４９ｍ２　紙くず・木くず（大型投入口・高性能タイプ） ＤＡＩＴＯ

焼却炉 ＡＧＺＲ－９００Ｊ　ＤＡＩＴＯ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937013802 焼却炉 Ｏ－４ 直径６７３ｍｍ 高１，０８５ｍｍ 容積０．２３ｍ３ 業務用　ダストハイ ダストハイ 焼却炉 Ｏ－４　ダストハイ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937013804 焼却炉 Ｏ－６ 直径７７４ｍｍ 高１，４２０ｍｍ 容積０．４０ｍ３ 業務用　ダストハイ ダストハイ 焼却炉 Ｏ－６　ダストハイ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937013838 焼却炉 Ｓ－６ 直径７７４ｍｍ 高１，３４０ｍｍ 容積０．２８ｍ３ 業務用　ダストハイ ダストハイ 焼却炉 Ｓ－６　ダストハイ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937013828 焼却炉 ＯＰ－１ φ８１０ｍｍ 奥行－ 高２，５９０ｍｍ 容積０．６７ｍ３ 無煙炉　ダストハイ ダストハイ 焼却炉 ＯＰ－１　ダストハイ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937013834
焼却炉 ＬＡ－４０ 幅１，３５０ｍｍ 奥行２，１６５ｍｍ 高１，４５０ｍｍ 容積０．８０ｍ３ 厨芥・汚物・動物 ダ
ストハイ

焼却炉 ＬＡ－４０　ダストハイ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937013836
焼却炉 ＭＧ－１３０ 幅２，７２０ｍｍ 奥行２，９５０ｍｍ 高３，６９９ｍｍ 容積５．００ｍ３ 高分子系用 ダスト
ハイ

焼却炉 ＭＧ－１３０　ダストハイ 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉
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焼却炉【公表価格】 6937014616
焼却炉 Ｆ－Ⅰ 幅１，８４０ｍｍ 奥行９１０ｍｍ 高５，７２５ｍｍ 容積０．４０ｍ３ ダイオキシン類対応炉 中和機
工

焼却炉 Ｆ－１　中和機工 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937014618
焼却炉 Ｆ－Ⅱ 幅２，２７０ｍｍ 奥行１，０７０ｍｍ 高６，３５０ｍｍ 容積０．６０ｍ３ ダイオキシン類対応炉 中
和機工

焼却炉 Ｆ－２　中和機工 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937014620
焼却炉 ＣＸ－ⅠＮＲ 幅４，２００ｍｍ 奥行７，０００ｍｍ 高６，０１８ｍｍ 容積０．６８ｍ３ ダイオキシン類対
応炉 中和機工

焼却炉 ＣＸ－１ＮＲ　中和機工 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937014622
焼却炉 ＣＸ－ⅡＮＲ 幅４，５００ｍｍ 奥行７，１００ｍｍ 高６，１６０ｍｍ 容積１．００ｍ３ ダイオキシン類対
応炉 中和機工

焼却炉 ＣＸ－２ＮＲ　中和機工 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937014624
焼却炉 ＣＸ－ⅢＮＲ 幅４，７００ｍｍ 奥行７，３００ｍｍ 高６，７０８ｍｍ 容積１．３０ｍ３ ダイオキシン類対
応炉 中和機工

焼却炉 ＣＸ－３ＮＲ　中和機工 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937014626
焼却炉 ＣＸ－ⅣＮＲ 幅５，０００ｍｍ 奥行７，６００ｍｍ 高６，８５０ｍｍ 容積１．６４ｍ３ ダイオキシン類対
応炉 中和機工

焼却炉 ＣＸ－４ＮＲ　中和機工 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937014628
焼却炉 ＣＸ－ⅤＮＲ 幅５，７００ｍｍ 奥行８，０００ｍｍ 高６，８９６ｍｍ 容積１．９６ｍ３ ダイオキシン類対
応炉 中和機工

焼却炉 ＣＸ－５ＮＲ　中和機工 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937014630
焼却炉 ＣＸ－４５ 幅３，２００ｍｍ 奥行２，２００ｍｍ 高５，８１８ｍｍ 容積０．４８ｍ３ ダイオキシン類対応
炉 中和機工

焼却炉 ＣＸ－４５　中和機工 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937014632
焼却炉 ＲＺ－３０ 幅４，５００ｍｍ 奥行７，５００ｍｍ 高７，６００ｍｍ 容積２．５３ｍ３ ダイオキシン類対応
炉 中和機工

焼却炉 ＲＺ－３０　中和機工 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937014634
焼却炉 ＲＺ－５０ 幅９，５００ｍｍ 奥行６，０００ｍｍ 高８，０００ｍｍ 容積４．１３ｍ３ ダイオキシン類対応
炉 中和機工

焼却炉 ＲＺ－５０　中和機工 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937014636
焼却炉 ＲＺ－７０ 幅６，７００ｍｍ 奥行６，４００ｍｍ 高７，６００ｍｍ 容積７．５６ｍ３ ダイオキシン類対応
炉 中和機工

焼却炉 ＲＺ－７０　中和機工 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

焼却炉【公表価格】 6937014638
焼却炉 ＲＺ－９０ 幅７，５００ｍｍ 奥行７，０００ｍｍ 高８，０００ｍｍ 容積９．７２ｍ３ ダイオキシン類対応
炉 中和機工

焼却炉 ＲＺ－９０　中和機工 基 773 ○ ○ 6937 焼却炉

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953010005
アスベスト撤去関連資材 半面形防塵マスク ７１２１Ｒ－０３ 国家検定合格　第ＴＭ６４４号　Ｌｅｖｅｌ２・３対応
品　粒子捕集効率：９９．９％以上 フィルタ：高性能アルファリングフィルタＲＤ－６型 大塚刷毛製造

半面形防塵マスク ７１２１Ｒ－０３ 個 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953010010
アスベスト撤去関連資材 半面形防塵マスク ７１９１ＤＫ－ＸＲＢ－０３ 国家検定合格　第ＴＭ６４５号　Ｌｅｖｅｌ
２・３対応品　粒子捕集効率：９９．９％以上 フィルタ：高性能アルファリングフィルタＲＤ－６型 大塚刷毛製造

半面形防塵マスク ７１９１ＤＫ－ＸＲＢ－０３ 個 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953010027
アスベスト撤去関連資材 半面形防塵マスク ＤＲ８０ＳＬ４Ｎ 国家検定区分　ＲＬ３　型式検定合格番号　第ＴＭ３４
８号　呼吸用保護具の区分③　粒子捕集効率：９９．９％以上 フィルタ：薄型フィルタＬ４Ｎ 大塚刷毛製造

半面形防塵マスク ＤＲ８０ＳＬ４Ｎ 個 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953010020
アスベスト撤去関連資材 全面形防塵マスク １５２１Ｈ 国家検定合格　第ＴＭ５３４号　Ｌｅｖｅｌ１・２・３対応品
粒子捕集効率：９９．９％以上 フィルタ：高性能アルファリングフィルタＲＤ－６型 大塚刷毛製造

全面形防塵マスク １５２１Ｈ 個 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953010029
アスベスト撤去関連資材 全面形防塵マスク ＤＲ１８５Ｌ４Ｎ－１ 国家検定区分　ＲＬ３　型式検定合格番号　第ＴＭ
４４０号　呼吸用保護具の区分②　粒子捕集効率：９９．９％以上 フィルタ：薄型フィルタＬ４Ｎ 大塚刷毛製造

全面形防塵マスク ＤＲ１８５Ｌ４Ｎ－１ 個 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953010515
アスベスト撤去関連資材 電動ファン付呼吸用保護具 半面形面体　ＢＬ－１００Ｈ－０５ 国家検定合格　第ＴＰ５号
ＪＩＳ　Ｔ　８１５７　電動ファン付呼吸用保護具適合　Ｌｅｖｅｌ１・２・３対応品　機構：呼吸追随方式　粒子捕
集効率：９９．９７％以上 フィルタ：アルファリングフィルタＢＲＤ－７型　バッテリー・充電器付き 大塚刷毛製造

電動ファン付呼吸用保護具　半面 ＢＬ－１００Ｈ－０５ 個 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材
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アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953010525

アスベスト撤去関連資材 電動ファン付呼吸用保護具 全面形面体　ＢＬ－７００ＨＡ－０３ 国家検定合格　第ＴＰ２０
号　ＪＩＳ　Ｔ　８１５７　電動ファン付呼吸用保護具適合　Ｌｅｖｅｌ１・２・３対応品　機構：呼吸追随方式　粒
子捕集効率：９９．９７％以上 フィルタ：アルファリングフィルタＢＲＤ－７型　バッテリー・充電器付き 大塚刷毛
製造

電動ファン付呼吸用保護具　全面 ＢＬ－７００ＨＡ－０３ 個 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953010031

アスベスト撤去関連資材 電動ファン付呼吸用保護具 全面形面体　ＢＬ－７１１Ｈ－０３ 国家検定合格　第ＴＰ８１号
ＪＩＳ　Ｔ　８１５７　電動ファン付呼吸用保護具適合　Ｌｅｖｅｌ１・２・３対応品　機構：呼吸追随方式　粒子捕
集効率：９９．９７％以上 フィルタ：アルファリングフィルタＢＲＤ－８２型　バッテリー・充電器付き 大塚刷毛製
造

電動ファン付呼吸用保護具　全面 ＢＬ－７１１Ｈ－０３ 個 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953010033
アスベスト撤去関連資材 電動ファン付呼吸用保護具 半面形面体　Ｓｙ１１Ｖ３（ＡＰ－Ｓ１１ＰＶ３） 国家検定区分
大風量／ＰＬ３／Ｓ級　呼吸連動形　型式検定合格番号　第ＴＰ１０号　呼吸用保護具の区分①　粒子捕集効率：９
９．９７％以上 フィルタ：Ｖ３　バッテリー・充電器付き　フィルタ含む 大塚刷毛製造

電動ファン付呼吸用保護具　半面 Ｓｙ１１Ｖ３ セット 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953010035
アスベスト撤去関連資材 電動ファン付呼吸用保護具 全面形面体　Ｓｙ１８５Ｖ３（ＡＰ－Ｓ１８５ＰＶ３） 国家検定
区分　大風量／ＰＬ３／Ｓ級　呼吸連動形　型式検定合格番号　第ＴＰ２７号　呼吸用保護具の区分①　粒子捕集効
率：９９．９７％以上 フィルタ：Ｖ３　バッテリー・充電器付き　フィルタ含む 大塚刷毛製造

電動ファン付呼吸用保護具　全面 Ｓｙ１８５Ｖ３ セット 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953011005
アスベスト撤去関連資材 フィルタ 高性能アルファリングフィルタ　ＲＤ－６型 適応マスク：７１２１Ｒ－０３，７１
９１ＤＫ－ＸＲＢ－０３，１５２１Ｈ ２個／組 大塚刷毛製造

高性能アルファリングフィルタ ＲＤ－６型 組 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953011010
アスベスト撤去関連資材 フィルタ 薄型フィルタ　Ｌ４Ｎ 適応マスク：ＤＲ８０ＳＬ４Ｎ，ＤＲ１８５Ｌ４Ｎ－１ 大
塚刷毛製造

薄型フィルタ Ｌ４Ｎ 個 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953011020
アスベスト撤去関連資材 フィルタ アルファリングフィルタ　ＢＲＤ－７型 適応マスク：ＢＬ－１００Ｈ－０５，ＢＬ
－７００ＨＡ－０３ 大塚刷毛製造

アルファリングフィルタ ＢＲＤ－７型 個 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953010037
アスベスト撤去関連資材 フィルタ アルファリングフィルタ　ＢＲＤ－８２型 適応マスク：ＢＬ－７１１Ｈ－０３ 大
塚刷毛製造

アルファリングフィルタ ＢＲＤ－８２型 個 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953011030
アスベスト撤去関連資材 フィルタ フィルタ　Ｖ３ 適応マスク：Ｓｙ１１Ｖ３（ＡＰ－Ｓ１１ＰＶ３），Ｓｙ１８５Ｖ
３（ＡＰ－Ｓ１８５ＰＶ３） 大塚刷毛製造

フィルタ　Ｖ３ Ｓｙ１１Ｖ３　Ｓｙ１８５Ｖ３ 個 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953011505
アスベスト撤去関連資材 充電器 充電器Ｌ１６用－０２ 適応マスク：ＢＬ－１００Ｈ－０５，ＢＬ－７００ＨＡ－０
３，ＢＬ－７１１Ｈ－０３ 大塚刷毛製造

充電器Ｌ１６用－０２ ＢＬ－１００Ｈ－０５ 個 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953011507
アスベスト撤去関連資材 充電池 充電池Ｌ１６ 適応マスク：ＢＬ－１００Ｈ－０５，ＢＬ－７００ＨＡ－０３，ＢＬ－
７１１Ｈ－０３ 大塚刷毛製造

充電池　充電池Ｌ１６ ＢＬ－１００Ｈ－０５ 個 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953012005
アスベスト撤去関連資材 化学防護服 タイベック　ソフトウェアーⅢ ＪＩＳ　Ｔ　８１１５－１９９８適合　ポリエチ
レン　サイズ：Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ・ＸＸＬ 大塚刷毛製造

化学防護服 タイベック　ソフトウェアー３ 着 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953012015 アスベスト撤去関連資材 シューズカバー タイベックシューズカバー ポリエチレン 大塚刷毛製造 タイベックシューズカバー ポリエチレン 足 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953012025
アスベスト撤去関連資材 化学防護長靴 ケミテックブーツ ＪＩＳ　Ｔ　８１１７　つま先スチール・中底貫通防止ス
チール入り　サイズ：２５．０・２６．０・２７．０・２８．０ 大塚刷毛製造

化学防護長靴　ケミテックブーツ つま先・中底貫通防止スチール入 足 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953010039
アスベスト撤去関連資材 化学防護長靴 化学防護長靴　ＲＳ－２ ＪＩＳ　Ｔ　８１１７　つま先芯入り　サイズ：２
４．０・２４．５・２５．０・２５．５・２６．０・２７．０ サイズ２８．０は別途 大塚刷毛製造

化学防護長靴　ＲＳ－２ つま先芯入り 足 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953012040
アスベスト撤去関連資材 化学防護手袋 ニトリルラテックス手袋 ＪＩＳ　Ｔ　８１１６　合成ゴム　サイズ：Ｓ・Ｍ・
Ｌ・ＸＬ 大塚刷毛製造

化学防護手袋ニトリルラテックス 合成ゴムサイズＳ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ 双 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953012050
アスベスト撤去関連資材 化学防護手袋 化学防護手袋　ＧＬ－１１－３７ ＪＩＳ　Ｔ　８１１６　天然ゴムラテックス
滑り止め付き 大塚刷毛製造

化学防護手袋 ＧＬ－１１－３７　天然ゴム 双 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953012055
アスベスト撤去関連資材 防護メガネ Ｍ１０Ｃ－Ｈ／ＶＦ（ベンチ無） ポリカーボネイト　高密着性　防曇性 大塚刷
毛製造

防護メガネ Ｍ１０Ｃ－Ｈ／ＶＦ（ベンチ無） 個 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材
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アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953012060 アスベスト撤去関連資材 防護メガネ Ｍ１０Ｃ－ＶＦ替レンズ 大塚刷毛製造 防護メガネ Ｍ１０Ｃ－ＶＦ替レンズ 個 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953012505
アスベスト撤去関連資材 粉塵清掃用クリーナー ニルフィクス　真空掃除機　ＧＭ８０Ｃ－ＨＥＰＡ 電源・消費電力：
１００Ｖ・８５０Ｗ　最大静圧：１８ｋＰａ　ダストパック容量：６．２５ｌ 大塚刷毛製造

粉塵清掃クリーナーニルフィクス 真空掃除機ＧＭ８０Ｃ－ＨＥＰＡ 台 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953013005
アスベスト撤去関連資材 負圧集塵機 負圧集塵機　ＮＳＦ－３０Ｘ 集塵効率：０．３μｍ粒子にて９９．９７％以上
処理風量：約３０／３６ｍ３／ｍｉｎ以上 大塚刷毛製造

負圧集塵機 ＮＳＦ－３０Ｘ 台 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953013010
アスベスト撤去関連資材 エアーシャワー エアーシャワーユニット　ＮＡＳＵ－６１－Ｓ 二分割式　集塵効率：０．３
μｍ粒子にて９９．９７％以上　ジェット風量・風速：８．９ｍ３／ｍｉｎ以上・２３ｍ／ｓｅｃ以上 大塚刷毛製造

エアーシャワーユニット ＮＡＳＵ－６１－Ｓ 台 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953010041
アスベスト撤去関連資材 セキュリティールーム 簡易型セキュリティールーム（シート・フレームセット） サイズ：Ｗ
１，５００×Ｌ４，５００×Ｈ２，０００ｍｍ　シート厚：０．１１ｍｍ（壁・天井），０．３５ｍｍ（床） 大塚刷毛
製造

簡易型セキュリティールーム シートフレームセット 式 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953014505
アスベスト撤去関連資材 封じ込め剤 アステクターＳ 石綿封じ込め処理剤・除去用処理剤　１８ｋｇ（ペール缶入り）
主成分：ポリビニルアルコール 大塚刷毛製造

封じ込め剤 アステクターＳ 缶 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953014510
アスベスト撤去関連資材 封じ込め剤 アステクターＣ　ホワイト 除去面の残存繊維固化剤　１８ｋｇ（一斗缶入り）
主成分：アクリル樹脂系 大塚刷毛製造

封じ込め剤 アステクターＣ　ホワイト 缶 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953014520
アスベスト撤去関連資材 散布機（封じ込め剤散布用） ダイヤフラムエアレス　スーパー６０Ｌ　Ｃセット 電動式　最
大吐出圧力：２４ＭＰａ　最大吐出量６．０ｌ 大塚刷毛製造

散布機　ダイヤフラムエアレス スーパー６０Ｌ　Ｃセット 台 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953010043
アスベスト撤去関連資材 測定機器 アスベストサンプラー　ＡＰＳ－７ 吸引量：１ｌ／ｍｉｎ　フィルター径：２５ｍ
ｍ 大塚刷毛製造

測定機器　アスベストサンプラー ＡＰＳ－７ 台 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

アスベスト撤去関連資材【公表価格】 6953015010
アスベスト撤去関連資材 測定機器 アスベストサンプラー　ＡＳ－５２０ 吸引量：５ｌ／ｍｉｎ　フィルター径：２５
ｍｍ 大塚刷毛製造

測定機器　アスベストサンプラー ＡＳ－５２０ 台 774 ○ ○ 6953 アスベスト撤去関連資材

融雪関連資材【公表価格】 1119032095 融雪関連資材 メンテナンス対応型消雪パイプブロック（散水融雪用） ＶＰ６５Ａ　５．５ｍ　Ⅱ型 アドヴァンス メンテ対応型消雪パイプブロック ＶＰ６５Ａ　５．５ｍ　２型 本 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119032100 融雪関連資材 メンテナンス対応型消雪パイプブロック（散水融雪用） ＶＰ７５Ａ　５．５ｍ　Ⅱ型 アドヴァンス メンテ対応型消雪パイプブロック ＶＰ７５Ａ　５．５ｍ　２型 本 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119032105 融雪関連資材 メンテナンス対応型消雪パイプブロック（散水融雪用） ＶＰ１００Ａ　５．５ｍ　Ⅱ型 アドヴァンス メンテ対応型消雪パイプブロック ＶＰ１００Ａ　５．５ｍ　２型 本 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119032110 融雪関連資材 メンテナンス対応型消雪パイプブロック（散水融雪用） ＶＰ１２５Ａ　５．５ｍ　Ⅱ型 アドヴァンス メンテ対応型消雪パイプブロック ＶＰ１２５Ａ　５．５ｍ　２型 本 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119032115 融雪関連資材 メンテナンス対応型消雪パイプブロック（散水融雪用） ＶＰ１５０Ａ　５．５ｍ　Ⅱ型 アドヴァンス メンテ対応型消雪パイプブロック ＶＰ１５０Ａ　５．５ｍ　２型 本 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119033544
融雪関連資材 テクヒーター Ｔ６－２０－Ｐ０１（ｍ）　電源コード１ｍ１００Ｖプラグ付き　１０本入 積水化成品工
業

融雪関連資材　テクヒーター Ｔ６－２０－Ｐ０１（ｍ） セット 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119033546 融雪関連資材 テクヒーター Ｔ６－２０－Ｐ０５（ｍ）　電源コード１ｍ１００Ｖプラグ付き　５本入 積水化成品工業 融雪関連資材　テクヒーター Ｔ６－２０－Ｐ０５（ｍ） セット 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119033548 融雪関連資材 テクヒーター Ｔ６－２０－Ｐ１０（ｍ）　電源コード１ｍ１００Ｖプラグ付き　５本入 積水化成品工業 融雪関連資材　テクヒーター Ｔ６－２０－Ｐ１０（ｍ） セット 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置
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融雪関連資材【公表価格】 1119033550 融雪関連資材 テクヒーター Ｔ６－２０－Ｍ５０（ｍ）　巻物 積水化成品工業 融雪関連資材　テクヒーター Ｔ６－２０－Ｍ５０（ｍ） 巻 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119033552 融雪関連資材 絶縁封止キット ＴＨ－Ｐ－００１ 積水化成品工業 融雪関連資材　絶縁封止キット ＴＨ－Ｐ－００１ セット 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119033560
融雪関連資材 ソフテレックブレードヒーター ＦＴ１００－２００　２００Ｗ／ｍ２以下　高強度耐圧・耐熱型 ソフテ
レック

ソフテレックブレードヒーター ＦＴ１００－２００ ｍ２ 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119033565
融雪関連資材 ソフテレックブレードヒーター ＦＴ９０－２５０　２５０Ｗ／ｍ２以下　高強度耐圧・耐熱型 ソフテ
レック

ソフテレックブレードヒーター ＦＴ９０－２５０ ｍ２ 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119033570
融雪関連資材 ソフテレックブレードヒーター ＦＴ８５－３００　３００Ｗ／ｍ２以下　高強度耐圧・耐熱型 ソフテ
レック

ソフテレックブレードヒーター ＦＴ８５－３００ ｍ２ 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119030585 融雪関連資材 道路消雪用ノズルセット ＳＹタイプ　２０ｍ用　ノズル１４ 日本地下水開発 道路消雪用ノズルセット ＳＹタイプ　２０ｍ用 セット 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119030605 融雪関連資材 道路消雪用ノズルセット ＳＩタイプ　２０ｍ用　ノズル１４ 日本地下水開発 道路消雪用ノズルセット ＳＩタイプ　２０ｍ用 セット 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119040525 融雪関連資材 無散水消雪放熱管 ＮＳＫ－２００（２００ｍｍピッチ） 日本地下水開発 無散水消雪放熱管 ＮＳＫ－２００ ｍ２ 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119040530 融雪関連資材 無散水消雪放熱管 ＮＳＫ－１５０（１５０ｍｍピッチ） 日本地下水開発 無散水消雪放熱管 ＮＳＫ－１５０ ｍ２ 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119040677 融雪関連資材 無散水消雪放熱管セット部材 ＳＭＳバルブユニット　Ａ型（化粧蓋） 日本地下水開発 無散水消雪放熱管セット部材 ＳＭＳバルブユニット　Ａ型 個 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119040670 融雪関連資材 無散水消雪放熱管セット部材 ＳＭＳバルブユニット　Ｂ型（総模様） 日本地下水開発 無散水消雪放熱管セット部材 ＳＭＳバルブユニット　Ｂ型 個 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119041030 融雪関連資材 消雪用ヘッダーボックス蓋 ＳＦ３０ＨＯＢ　防水防臭　重荷重 福西鋳物 消雪用ヘッダーボックス蓋 ＳＦ－３０ＨＯＢ 枚 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119033505 融雪関連資材 消雪ノズル（埋設用） 煌７０型　散水穴開閉式ＳＵＳ製ノズル 北越消雪機械工業 散水式消雪器　消雪ノズル 煌７０型 個 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119033510 融雪関連資材 消雪ノズル（埋設用） 泉７０型　散水穴開閉式ＳＵＳ製ノズル（水平散水） 北越消雪機械工業 散水式消雪器　消雪ノズル 泉７０型 個 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119033515 融雪関連資材 消雪ノズル（埋設用） 潮７０型　散水穴開閉式ＳＵＳ製ノズル 北越消雪機械工業 散水式消雪器　消雪ノズル 潮７０型 個 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119033536 融雪関連資材 ＨＳブロック（散水部） ＨＩＶＰ６５　５．５ｍ　ノズル４個付き 北越消雪機械工業 散水式消雪器　ＨＳブロック ＨＩＶＰ６５　５．５ｍ 本 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119033538 融雪関連資材 ＨＳブロック（散水部） ＨＩＶＰ７５　５．５ｍ　ノズル４個付き 北越消雪機械工業 散水式消雪器　ＨＳブロック ＨＩＶＰ７５　５．５ｍ 本 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119033540 融雪関連資材 ＨＳブロック（散水部） ＨＩＶＰ１００　５．５ｍ　ノズル４個付き 北越消雪機械工業 散水式消雪器　ＨＳブロック ＨＩＶＰ１００　５．５ｍ 本 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置
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融雪関連資材【公表価格】 1119033542 融雪関連資材 ＨＳブロック（散水部） ＨＩＶＰ１２５　５．５ｍ　ノズル４個付き 北越消雪機械工業 散水式消雪器　ＨＳブロック ＨＩＶＰ１２５　５．５ｍ 本 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119032211
融雪関連資材 ＳＴブロック（散水融雪用） ＨＩＶＰ　φ５０×５．５ｍ　Ｂタイプ　ソケット付き　ステンレスノズ
ル４個付き ユーテック

散水式消雪器　ＳＴブロック ＨＩＶＰ　径５０×５．５ｍ 本 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119032221
融雪関連資材 ＳＴブロック（散水融雪用） ＨＩＶＰ　φ６５×５．５ｍ　Ｂタイプ　ソケット付き　ステンレスノズ
ル４個付き ユーテック

散水式消雪器　ＳＴブロック ＨＩＶＰ　径６５×５．５ｍ 本 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119032231
融雪関連資材 ＳＴブロック（散水融雪用） ＨＩＶＰ　φ７５×５．５ｍ　Ｂタイプ　ソケット付き　ステンレスノズ
ル４個付き ユーテック

散水式消雪器　ＳＴブロック ＨＩＶＰ　径７５×５．５ｍ 本 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119032241
融雪関連資材 ＳＴブロック（散水融雪用） ＨＩＶＰ　φ１００×５．５ｍ　Ｂタイプ　ソケット付き　ステンレスノ
ズル４個付き ユーテック

散水式消雪器　ＳＴブロック ＨＩＶＰ　径１００×５．５ｍ 本 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119032251
融雪関連資材 ＳＴブロック（散水融雪用） ＨＩＶＰ　φ１２５×５．５ｍ　Ｂタイプ　ソケット付き　ステンレスノ
ズル４個付き ユーテック

散水式消雪器　ＳＴブロック ＨＩＶＰ　径１２５×５．５ｍ 本 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

融雪関連資材【公表価格】 1119032261
融雪関連資材 ＳＴブロック（散水融雪用） ＨＩＶＰ　φ１５０×５．５ｍ　Ｂタイプ　ソケット付き　ステンレスノ
ズル４個付き ユーテック

散水式消雪器　ＳＴブロック ＨＩＶＰ　径１５０×５．５ｍ 本 775 ○ ○ 1119 凍結防止剤・融雪装置

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945060806 体育関連資材（人工芝） アストロターフＦＧ・ＬＳ ポリエチレン パイル長２２ｍｍ 一般用 ＭＣＣスポーツ スポーツ用人工芝 アストロターフＦＧ・ＬＳ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945061626 体育関連資材（人工芝） ポリターフＮ３６０ ナイロン パイル長６ｍｍ 一般用 積水樹脂 スポーツ用人工芝 ポリターフＮ３６０ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945061628 体育関連資材（人工芝） ポリターフＮ４６０ ナイロン パイル長６ｍｍ 一般用，ゴルフ場用 積水樹脂 スポーツ用人工芝 ポリターフＮ４６０ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945061630 体育関連資材（人工芝） ポリターフＳ８Ｎ ナイロン パイル長８ｍｍ 一般用，ゴルフ場用 積水樹脂 スポーツ用人工芝 ポリターフＳ８Ｎ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945061632
体育関連資材（人工芝） ポリターフＴ８ＮＶ ナイロン パイル長８ｍｍ 一般用，テニスコート用，ゴルフ場用 積水樹
脂

スポーツ用人工芝 ポリターフＴ８ＮＶ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945061634 体育関連資材（人工芝） ポリターフＳ１２Ｎ ナイロン パイル長１２ｍｍ 一般用，野球場用 積水樹脂 スポーツ用人工芝 ポリターフＳ１２Ｎ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945060302
体育関連資材（人工芝） セーフティターフＳＥ－６０ ポリエチレン パイル長６ｍｍ 一般用，プールサイド用，ゴル
フ場用 泉州敷物

スポーツ用人工芝 セーフティターフＳＥ－６０ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945060304 体育関連資材（人工芝） セーフティターフＳＮ－６０ ナイロン パイル長６ｍｍ 一般用，ゴルフ場用 泉州敷物 スポーツ用人工芝 セーフティターフＳＮ－６０ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945060306 体育関連資材（人工芝） セーフティターフＳＮ－８０ ナイロン パイル長８ｍｍ 一般用，ゴルフ場用 泉州敷物 スポーツ用人工芝 セーフティターフＳＮ－８０ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945060308 体育関連資材（人工芝） セーフティターフＳＮ－１０ ナイロン パイル長１０ｍｍ 一般用，ゴルフ場用 泉州敷物 スポーツ用人工芝 セーフティターフＳＮ－１０ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945060310
体育関連資材（人工芝） セーフティターフＳＶ－８０ ナイロン パイル長８ｍｍ 一般用，テニスコート用，ゴルフ場
用 泉州敷物

スポーツ用人工芝 セーフティターフＳＶ－８０ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設
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体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945060616 体育関連資材（人工芝） スパックターフＡＴＳ ナイロン パイル長６ｍｍ テニスコート用 東レ・アムテックス スポーツ用人工芝 スパックターフＡＴＳ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945060618 体育関連資材（人工芝） スパックターフＮＢ ナイロン パイル長１２ｍｍ 一般用 東レ・アムテックス スポーツ用人工芝 スパックターフＮＢ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945060622 体育関連資材（人工芝） スパックターフＮＫ ナイロン パイル長８ｍｍ 一般用 東レ・アムテックス スポーツ用人工芝 スパックターフＮＫ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945060614 体育関連資材（人工芝） トレパネルＡＸ ナイロン パイル長８ｍｍ 一般用 東レ・アムテックス スポーツ用人工芝 トレパネルＡＸ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945061011 体育関連資材（人工芝） グリーンアイＵＴ８００ ナイロン パイル長８ｍｍ 一般用 ユニチカトレーディング スポーツ用人工芝 グリーンアイＵＴ８００ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945061022 体育関連資材（人工芝） グリーンアイＵＴ９４０ ポリエチレン パイル長１２ｍｍ 一般用 ユニチカトレーディング スポーツ用人工芝 グリーンアイＵＴ９４０ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945061024
体育関連資材（人工芝） グリーンアイＵＴ１４００ ナイロン パイル長１２ｍｍ 一般用，野球場用 ユニチカトレー
ディング

スポーツ用人工芝 グリーンアイＵＴ１４００ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（人工芝）―ブランド品― 6945061026 体育関連資材（人工芝） グリーンアイＰＥ１２００ ポリエチレン パイル長１２ｍｍ 一般用 ユニチカトレーディング スポーツ用人工芝 グリーンアイＰＥ１２００ ｍ２ 776 ○ ○ 6945 体育施設

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103100540 体育関連資材（グランド舗装材料） 表面処理剤 スーパーバインダー ２５ｋｇ入ポリ袋 日本フィールドシステム グランド舗装材料　表面処理剤 スーパーバインダー ｋｇ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103100350 体育関連資材（グランド舗装材料） 表面処理剤 ダストナイス ２５ｋｇ入ポリ袋 マコマ グランド舗装材料　表面処理剤 ダストナイス ｋｇ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103100340 体育関連資材（グランド舗装材料） 表面処理剤 パーフェクトソイル 表面混合材 スポーツテクノ和広 グランド舗装材料　表面処理剤 パーフェクトソイル ｋｇ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103100342 体育関連資材（グランド舗装材料） 表面処理剤 ハイドロコート ２０ｌ入 小林工業 グランド舗装材料　表面処理剤 ハイドロコート 箱 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103100450 体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材クレー系 ニュークレイ 奥山スポーツ土木 グランド舗装材料　クレー系 ニュークレイ ｍ３ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103102060 体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材クレー系 ドライクレイ 中京スポーツ施設 グランド舗装材料　クレー系 ドライクレイ ｍ３ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103102220 体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材クレー系 エコロミックス 中京スポーツ施設 グランド舗装材料　クレー系 エコロミックス ｍ３ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103102170 体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材クレー系 ランドミック プラント焼成混合土 スポーツマテリアル グランド舗装材料　クレー系 ランドミック ｍ３ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103100370 体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材アンツーカ系 アンツーカ・ネオ 焼成土 奥アンツーカ グランド舗装材料　アンツーカ系 アンツーカ・ネオ ｔ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103100380 体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材アンツーカ系 アンツーカ・ネオＨ 焼成土 奥アンツーカ グランド舗装材料　アンツーカ系 アンツーカ・ネオＨ ｔ 777 ○ ○ 1103 舗設材
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体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103102160 体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材アンツーカ系 ハイアンツーカ 焼成土 中京スポーツ施設 グランド舗装材料　アンツーカ系 ハイアンツーカ ｔ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103102080 体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材緑色系 グリーンストーン 奥アンツーカ グランド舗装材料　緑色系 グリーンストーン ｔ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103102120 体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材緑色系 グリーンコート 日本体育施設 グランド舗装材料　緑色系 グリーンコート ｍ３ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103102130 体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材緑色系 グリーンサーフェイス 中京スポーツ施設 グランド舗装材料　緑色系 グリーンサーフェイス ｍ３ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103102140 体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材緑色系 パルグリーン 粒径２．５～０ｍｍ ボー グランド舗装材料　緑色系 パルグリーン ｍ３ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103102180 体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材緑色系 スクールサンド 微粒子調整石 スポーツマテリアル グランド舗装材料　緑色系 スクールサンド ｍ３ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103102210 体育関連資材（グランド舗装材料） 各種舗装材緑色系 グリーンサンド 緑色スクリーニングス 長谷川体育施設 グランド舗装材料　緑色系 グリーンサンド ｍ３ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103091250 体育関連資材（グランド舗装材料） 舗装用塗料 ネオエマカラーＭＳ 茶，緑，黄，群青 シンレキ工業 グランド舗装材料　舗装用塗料 ネオエマカラーＭＳ ｋｇ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103091260 体育関連資材（グランド舗装材料） 舗装用塗料 ネオエマカラーＰＳ 茶，緑，黄土 シンレキ工業 グランド舗装材料　舗装用塗料 ネオエマカラーＰＳ ｋｇ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103102190 体育関連資材（グランド舗装材料） 中層材 スーパーソイルＧ 透水性粒状改良土 スポーツマテリアル グランド舗装材料　中層材 スーパーソイルＧ ｍ３ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育関連資材（グランド舗装材料）【公表価
格】

1103091240 体育関連資材（グランド舗装材料） 下地材 ネオフラットＡ 黒不陸修正材 シンレキ工業 グランド舗装材料　下地材 ネオフラットＡ ｋｇ 777 ○ ○ 1103 舗設材

体育施設器具―ブランド品― 6945020202 体育施設器具 砂場用，トラック用弾性縁枠 サンドフレーム 直線型　幅１００ｍｍ×厚２０ｍｍ　白 奥アンツーカ 弾性縁枠　サンドフレーム 直線型　Ｗ１００×Ｔ２０ｍｍ白 ｍ 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945020204
体育施設器具 砂場用，トラック用弾性縁枠 サンドフレーム コーナー型　１００ｍｍ×３００ｍｍ×１００ｍｍ×３０
０ｍｍ　白 奥アンツーカ

弾性縁枠　サンドフレーム コーナー型１００×３００ｍｍ白 個 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945020206 体育施設器具 砂場用，トラック用弾性縁枠 ＧＳライン 幅５０ｍｍ×厚９ｍｍ曲線自在 奥アンツーカ 弾性縁枠　ＧＳライン ＧＳライン　Ｗ５０×Ｔ９ｍｍ ｍ 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945020802
体育施設器具 砂場用，トラック用弾性縁枠 ルイフィット直線 ＲＴ－Ｅ１２０１０１　幅１００ｍｍ×高８０ｍｍ ル
イ高

弾性縁枠　ルイフィット直線 ＲＴ－Ｅ１２０１０１ ｍ 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945020804
体育施設器具 砂場用，トラック用弾性縁枠 ルイフィット受金具直線 ＲＴ－Ｅ１２０１０３　幅８０ｍｍ×高６３ｍｍ
ルイ高

弾性縁枠ルイフィット受金具直線 ＲＴ－Ｅ１２０１０３ ｍ 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945020806 体育施設器具 砂場用，トラック用弾性縁枠 ルイフィットコーナー ＲＴ－Ｅ１２０１０２　合成樹脂製 ルイ高 弾性縁枠　ルイフィットコーナー ＲＴ－Ｅ１２０１０２ 個 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945020808
体育施設器具 砂場用，トラック用弾性縁枠 ルイフィット受金具コーナー ＲＴ－Ｅ１２０１０４　幅８０ｍｍ×高２４
０～３４０ｍｍ ルイ高

ルイフィット受金具コーナー ＲＴ－Ｅ１２０１０４ 個 778 ○ ○ 6945 体育施設
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体育施設器具―ブランド品― 6945030204
体育施設器具 弾性シート ジャンプシートスーパーＤＸ 全天候１，２５０ｍｍ×１５，０００ｍｍ（置敷式） 奥アン
ツーカ

ジャンプシートスーパーＤＸ 全天候　１２５０×１５０００ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945051202 体育施設器具 スポーツ用壁打ち練習ボード スーパーバウンダー ＲＴ－Ｔ０７００４８　高５ｍ×幅４．８ｍ ルイ高 スーパーバウンダー ＲＴ－Ｔ０７００４８ 基 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945051204 体育施設器具 スポーツ用壁打ち練習ボード スーパーバウンダー ＲＴ－Ｔ０７００７２　高５ｍ×幅７．２ｍ ルイ高 スーパーバウンダー ＲＴ－Ｔ０７００７２ 基 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945051206 体育施設器具 スポーツ用壁打ち練習ボード スーパーバウンダー ＲＴ－Ｔ０７００９６　高５ｍ×幅９．６ｍ ルイ高 スーパーバウンダー ＲＴ－Ｔ０７００９６ 基 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945051208 体育施設器具 スポーツ用壁打ち練習ボード スーパーバウンダー ＲＴ－Ｔ０７０１２０　高５ｍ×幅１２ｍ ルイ高 スーパーバウンダー ＲＴ－Ｔ０７０１２０ 基 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 1115013575 体育施設器具 ゴム製グレーチング ゴムグレーチング ＫＧＬ－２４０　４０ｍｍ×３３０ｍｍ×６００ｍｍ カワグレ ゴムグレーチング ＫＧＬ－２４０ 枚 778 ○ ○ 1115 グレーチング

体育施設器具―ブランド品― 1115013580 体育施設器具 ゴム製グレーチング ゴムグレーチング ＫＧＬ－３００　４０ｍｍ×４００ｍｍ×６００ｍｍ カワグレ ゴムグレーチング ＫＧＬ－３００ 枚 778 ○ ○ 1115 グレーチング

体育施設器具―ブランド品― 6945040202
体育施設器具 側溝用安全蓋 スポーツカバー Ｕ－１８０　１６ｍｍ×２５０ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム 奥アンツー
カ

スポーツカバー Ｕ－１８０　１６×２５０ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945040204
体育施設器具 側溝用安全蓋 スポーツカバー Ｕ－２４０　１６ｍｍ×３３０ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム 奥アンツー
カ

スポーツカバー Ｕ－２４０　１６×３３０ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945040206
体育施設器具 側溝用安全蓋 スポーツカバー Ｕ－３００　１６ｍｍ×４００ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム 奥アンツー
カ

スポーツカバー Ｕ－３００　１６×４００ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945043002 体育施設器具 側溝用安全蓋 プラスチックグレーチング ＰＧ　２５ｍｍ×２００ｍｍ×１，０００ｍｍ カネソウ プラスチックグレーチング　ＰＧ ２５×２００×１０００ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945043004 体育施設器具 側溝用安全蓋 プラスチックグレーチング ＰＧ　２５ｍｍ×３００ｍｍ×１，０００ｍｍ カネソウ プススチックグレーチング　ＰＧ ２５×３００×１０００ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945043006 体育施設器具 側溝用安全蓋 フィールドカバー ＳＵ　１２ｍｍ×１７０ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム カネソウ フィールドカバー　ＳＵ １２×１７０×６００ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945043008 体育施設器具 側溝用安全蓋 フィールドカバー ＳＵ　１２ｍｍ×２３０ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム カネソウ フィールドカバー　ＳＵ １２×２３０×６００ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945043402 体育施設器具 側溝用安全蓋 カラーゴム蓋 ＫＹＵ１５０　１６ｍｍ×２１０ｍｍ×６００ｍｍ 光陽産業 カラーゴム蓋　ＫＹＵ１５０ １６×２１０×６００ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945043404 体育施設器具 側溝用安全蓋 カラーゴム蓋 ＫＹＵ１８０　１６ｍｍ×２５０ｍｍ×６００ｍｍ 光陽産業 カラーゴム蓋　ＫＹＵ１８０ １６×２５０×６００ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945043406 体育施設器具 側溝用安全蓋 カラーゴム蓋 ＫＹＵ２４０　１６ｍｍ×３３０ｍｍ×６００ｍｍ 光陽産業 カラーゴム蓋　ＫＹＵ２４０ １６×３３０×６００ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945043408 体育施設器具 側溝用安全蓋 カラーゴム蓋 ＫＹＵ３００　１６ｍｍ×４００ｍｍ×６００ｍｍ 光陽産業 カラーゴム蓋　ＫＹＵ３００ １６×４００×６００ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設
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体育施設器具―ブランド品― 6945043410 体育施設器具 側溝用安全蓋 カラーゴム蓋 ＫＹＭ４５０　１５ｍｍ×６９０ｍｍ×６９０ｍｍ 光陽産業 カラーゴム蓋　ＫＹＭ４５０ １５×６９０×６９０ｍｍ 組 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945043412 体育施設器具 側溝用安全蓋 カラーゴム蓋 ＫＹＭ６００　１５ｍｍ×８４０ｍｍ×８４０ｍｍ 光陽産業 カラーゴム蓋　ＫＹＭ６００ １５×８４０×８４０ｍｍ 組 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945041210 体育施設器具 側溝用安全蓋 ソフトカバー ＲＯ－１５　１５ｍｍ×２１０ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム ダイクレ ソフトカバー ＲＯ－１５　１５×２１０ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945041212 体育施設器具 側溝用安全蓋 ソフトカバー ＲＯ－１８　１５ｍｍ×２５０ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム ダイクレ ソフトカバー ＲＯ－１８　１５×２５０ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945041214 体育施設器具 側溝用安全蓋 ソフトカバー ＲＯ－２４　１５ｍｍ×３３０ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム ダイクレ ソフトカバー ＲＯ－２４　１５×３３０ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945041216 体育施設器具 側溝用安全蓋 ソフトカバー ＲＯ－３０　１５ｍｍ×４００ｍｍ×６００ｍｍ　合成ゴム ダイクレ ソフトカバー ＲＯ－３０　１５×４００ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945041218
体育施設器具 側溝用安全蓋 ソフトカバーますぶた ＲＯＭ－４０　２０ｍｍ×６４０ｍｍ×（３２０＋３２０）ｍｍ
合成ゴム ダイクレ

ソフトカバーますぶた ＲＯＭ－４０　２０×６４０ｍｍ 組 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945041220
体育施設器具 側溝用安全蓋 ソフトカバーますぶた ＲＯＭ－４５　２０ｍｍ×６９０ｍｍ×（３４５＋３４５）ｍｍ
合成ゴム ダイクレ

ソフトカバーますぶた ＲＯＭ－４５　２０×６９０ｍｍ 組 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945041222
体育施設器具 側溝用安全蓋 ソフトカバーますぶた ＲＯＭ－６０　２０ｍｍ×８４０ｍｍ×（４２０＋４２０）ｍｍ
合成ゴム ダイクレ

ソフトカバーますぶた ＲＯＭ－６０　２０×８４０ｍｍ 組 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945042002 体育施設器具 側溝用安全蓋 安全リップ Ｕ－１８０　１６ｍｍ×２５０ｍｍ×６００ｍｍ 中京スポーツ施設 安全リップ Ｕ－１８０　１６×２５０ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945042004 体育施設器具 側溝用安全蓋 安全リップ Ｕ－２４０　１６ｍｍ×３３０ｍｍ×６００ｍｍ 中京スポーツ施設 安全リップ Ｕ－２４０　１６×３３０ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945042006 体育施設器具 側溝用安全蓋 安全リップ Ｕ－３００　１６ｍｍ×４００ｍｍ×６００ｍｍ 中京スポーツ施設 安全リップ Ｕ－３００　１６×４００ｍｍ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945041806
体育施設器具 側溝用安全蓋 エコソフト ＡＧ－ＥＵ　１９－１８ＨＰ　１９ｍｍ×２２４ｍｍ×９９３ｍｍ 日鉄神鋼
建材

エコソフト　ＡＧ－ＥＵ １９－１８ＨＰ　１９×２２４ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945041808
体育施設器具 側溝用安全蓋 エコソフト ＡＧ－ＥＵ　１９－２４ＨＰ　１９ｍｍ×２８４ｍｍ×９９３ｍｍ 日鉄神鋼
建材

エコソフト　ＡＧ－ＥＵ １９－２４ＨＰ　１９×２８４ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945042202
体育施設器具 側溝用安全蓋 ラバートップグレーチング ＲＳＵ３８２５－１５　３８ｍｍ×４９５ｍｍ×１３０ｍｍ
三重重工業

ラバートップグレーチング ＲＳＵ３８２５－１５ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945042204
体育施設器具 側溝用安全蓋 ラバートップグレーチング ＲＳＵ３８２５－１８　３８ｍｍ×４９５ｍｍ×１６０ｍｍ
三重重工業

ラバートップグレーチング ＲＳＵ３８２５－１８ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945042208
体育施設器具 側溝用安全蓋 ラバートップグレーチング ＲＳＨ３２１９－３　３２ｍｍ×４９５ｍｍ×４００ｍｍ 三
重重工業

ラバートップグレーチング ＲＳＨ３２１９－３ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945042206
体育施設器具 側溝用安全蓋 ラバートップグレーチング ＲＳＨ３８２５－３　３８ｍｍ×４９５ｍｍ×４００ｍｍ 三
重重工業

ラバートップグレーチング ＲＳＨ３８２５－３ 枚 778 ○ ○ 6945 体育施設
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体育施設器具―ブランド品― 1319063086 体育施設器具 陸上競技場用化粧鉄蓋 丸形親子化粧蓋 ＳＦ－６０ＰＣＬ　回転ロック防水防臭型 福西鋳物 マンホール蓋　丸形親子化粧蓋 ＳＦ－６０ＰＣＬ　陸上競技場用 枚 778 ○ ○ 1319 マンホール

体育施設器具―ブランド品― 1319063088 体育施設器具 陸上競技場用化粧鉄蓋 丸形親子化粧蓋 ＳＦ－７５ＰＣＬ　回転ロック防水防臭型 福西鋳物 マンホール蓋　丸形親子化粧蓋 ＳＦ－７５ＰＣＬ　陸上競技場用 枚 778 ○ ○ 1319 マンホール

体育施設器具―ブランド品― 6945110010
体育施設器具 その他体育施設器具 スポーツコート Ｒｅｓｐｏｎｓｅ６．０　屋内用　１２．７ｍｍ×２５０ｍｍ×２
５０ｍｍ 西尾レントオール

スポーツコート Ｒｅｓｐｏｎｓｅ６．０　屋内用 ｍ２ 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945110020
体育施設器具 その他体育施設器具 スポーツコート ＰｏｗｅｒＧａｍｅ　屋外用　１５．８ｍｍ×３０４．８ｍｍ×３
０４．８ｍｍ 西尾レントオール

スポーツコート ＰｏｗｅｒＧａｍｅ　屋外用 ｍ２ 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945100210 体育施設器具 その他体育施設器具 バスケットゴール ＲＴ－Ｂ０６２１３０　一般用アルミパンチング板 ルイ高 バスケットゴール ＲＴ－Ｂ０６２１３０　一般用 基 778 ○ ○ 6945 体育施設

体育施設器具―ブランド品― 6945100212 体育施設器具 その他体育施設器具 バスケットゴール ＲＴ－Ｂ０６２１３１　ジュニア用アルミパンチング板 ルイ高 バスケットゴール ＲＴ－Ｂ０６２１３１　ジュニア 基 778 ○ ○ 6945 体育施設

視覚障害者用ビニル床タイル（屋内用）―ブラ
ンド品―

6401030502 視覚障害者用ビニル床タイル（屋内用） ＳＧタイル 幅３００×長３００×厚７ｍｍ 警告型，誘導型　各３色 東リ 視覚障害者用ビニル床タイル ＳＧタイル　各３色 枚 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

視覚障害者用ビニル床タイル（屋内用）―ブラ
ンド品―

6401032006
視覚障害者用ビニル床タイル（屋内用） ハートビルマーカー（ワンタッチ） 警告用表示　２５コ付ＪＩＳタイプ サン
ゲツ

視覚障害者用点字マーカー ハートビルマーカー　警告用表示 枚 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

視覚障害者用ビニル床タイル（屋内用）―ブラ
ンド品―

6401032008 視覚障害者用ビニル床タイル（屋内用） ハートビルマーカー（ワンタッチ） 誘導用表示　４列ＪＩＳタイプ サンゲツ 視覚障害者用点字マーカー ハートビルマーカー　誘導用表示 枚 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

視覚障害者用ビニル床カーペット（屋内用）―
ブランド品―

6401030506
視覚障害者用ビニル床カーペット（屋内用） ＳＧカーペット 幅３００×長３００×厚１１．５ｍｍ 警告型，誘導型
凸起色各３色 東リ

視覚障害者用カーペット ＳＧカーペット　凸起色各３色 枚 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

視覚障害者用誘導ブロック（コンクリート製） 1105170135 視覚障害者用誘導ブロック（コンクリート製） 誘導ブロック（点状・線状） 縦３０ｃｍ×横３０ｃｍ×厚３ｃｍ 誘導ブロック　コンクリート製 点状・線状　３０×３０×３ｃｍ 枚 779 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

視覚障害者用誘導ブロック（コンクリート製） 1105170145 視覚障害者用誘導ブロック（コンクリート製） 誘導ブロック（点状・線状） 縦３０ｃｍ×横３０ｃｍ×厚６ｃｍ 誘導ブロック　コンクリート製 点状・線状　３０×３０×６ｃｍ 枚 779 ○ ○ 1105 道路用コンクリート製品

視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】 6401013504
視覚障害者誘導用点字シート アトムセフティーガイドシートＷ ３００×６００　誘導用・警告用　密粒舗装用 アトミ
クス

視覚障害者誘導用点字シート アトムセフティーガイドＷ　密粒 箱 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】 6401013506
視覚障害者誘導用点字シート アトムセフティーガイドシートＷ ３００×６００　誘導用・警告用　排水性舗装用 アト
ミクス

視覚障害者誘導用点字シート アトムセフティーガイドＷ排水性 箱 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】 6401014002 視覚障害者誘導用点字シート エコ点字パネル ３００×３００　誘導用・警告用 アラオ 視覚障害者誘導用点字シート エコ点字パネル 枚 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】 6401014004 視覚障害者誘導用点字シート 点字パネル（ラバータイプ） ３００×３００　誘導用・警告用 アラオ 視覚障害者誘導用点字シート 点字パネル（ラバータイプ） 枚 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】 6401014006 視覚障害者誘導用点字シート グリップ点字パネル ３００×３００　誘導用・警告用 アラオ 視覚障害者誘導用点字シート グリップ点字パネル 枚 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】 6401010002
視覚障害者誘導用点字シート ＭＭＡ点字タイル ３００×６００×２　誘導用・警告用　屋外専用 安全交通試験研究セ
ンター

視覚障害者誘導用点字シート ＭＭＡ点字タイル 枚 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材
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視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】 6401010004
視覚障害者誘導用点字シート のり付点字タイル ３００×３００×２　誘導用・警告用　屋内・屋外用 安全交通試験研
究センター

視覚障害者誘導用点字シート のり付点字タイル 枚 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】 6401011506
視覚障害者誘導用点字シート ステップガイド点字シートＨＧ ３００×３００　貼付不織布施工タイプ　誘導用・警告
用 大崎工業

視覚障害者誘導用点字シート ステップガイド点字シートＨＧ 箱 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

誘導用電子チャイム【公表価格】 6401050518 誘導用電子チャイム ユニットタイプ ＳＭ－Ｃ－１（Ｊ）スピーカー，アンプ　直付用 安全交通試験研究センター 誘導用電子チャイム ＳＭ－Ｃ－１（Ｊ）ユニット 台 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

誘導用電子チャイム【公表価格】 6401050520
誘導用電子チャイム ユニットタイプ ＳＭ－Ｃ－２（Ｊ）スピーカー，アンプ　タイマー　直付用 安全交通試験研究セ
ンター

誘導用電子チャイム ＳＭ－Ｃ－２（Ｊ）ユニット 台 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

誘導用電子チャイム【公表価格】 6401050522 誘導用電子チャイム ユニットタイプ ＳＭ－Ｃ－３（Ｊ）スピーカー，アンプ　埋込用 安全交通試験研究センター 誘導用電子チャイム ＳＭ－Ｃ－３（Ｊ）ユニット 台 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

誘導用電子チャイム【公表価格】 6401050524
誘導用電子チャイム ユニットタイプ ＳＭ－Ｃ－４（Ｊ）スピーカー，アンプ　タイマー　埋込用 安全交通試験研究セ
ンター

誘導用電子チャイム ＳＭ－Ｃ－４（Ｊ）ユニット 台 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

誘導用電子チャイム【公表価格】 6401050530
誘導用電子チャイム 音声カードタイプ ＳＭ－Ｃ－１５（Ｊ）スピーカー，アンプ，センサー　直付用 安全交通試験研
究センター

誘導用電子チャイム ＳＭ－Ｃ－１５（Ｊ）音声カード 台 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

誘導用電子チャイム【公表価格】 6401050532
誘導用電子チャイム 音声カードタイプ ＳＭ－Ｃ－１６（Ｊ）スピーカー，アンプ，センサー　タイマー　直付用 安全
交通試験研究センター

誘導用電子チャイム ＳＭ－Ｃ－１６（Ｊ）音声カード 台 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

誘導用電子チャイム【公表価格】 6401050534 誘導用電子チャイム 音声カードタイプ ＳＭ－Ｃ－１７（Ｊ）スピーカー，アンプ　埋込用 安全交通試験研究センター 誘導用電子チャイム ＳＭ－Ｃ－１７（Ｊ）音声カード 台 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

誘導用電子チャイム【公表価格】 6401050536
誘導用電子チャイム 音声カードタイプ ＳＭ－Ｃ－１８（Ｊ）スピーカー，アンプ　タイマー　埋込用 安全交通試験研
究センター

誘導用電子チャイム ＳＭ－Ｃ－１８（Ｊ）音声カード 台 779 ○ ○ 6401 視覚障害者用資材

室内用手すり―ブランド品― 6403012002 室内用手すり 身障者用施設向 丸型手摺 ＳＴＲ３４－Ｓ５ 階段・廊下用　抗菌剤入り シンドウ工業 室内用手すり　身障者用丸型手摺 ＳＴＲ３４－Ｓ５　シンドウ工業 ｍ 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

室内用手すり―ブランド品― 6403012004 室内用手すり 身障者用施設向 丸型手摺 ＳＴＲ４０－Ｓ５ 階段・廊下用　抗菌剤入り シンドウ工業 室内用手すり　身障者用丸型手摺 ＳＴＲ４０－Ｓ５　シンドウ工業 ｍ 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

室内用手すり―ブランド品― 6403012006 室内用手すり 身障者用施設向 丸型手摺 ＳＴＲ４０ＢＬ－Ｓ５ 階段・廊下用　抗菌剤入り シンドウ工業 室内用手すり　身障者用丸型手摺 ＳＴＲ４０ＢＬＳ５シンドウ工業 ｍ 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

室内用手すり―ブランド品― 6403022504
室内用手すり バスルーム・トイレ用 小便器用 ＳＳ－Ｓ１ 幅６００ｍｍ×奥行５５０ｍｍ×高１，１８０ｍｍ シンド
ウ工業

室内用手すり　小便器用 ＳＳ－Ｓ１　シンドウ工業 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

室内用手すり―ブランド品― 6403022506
室内用手すり バスルーム・トイレ用 多用途 ＳＶ－Ｌ１ 縦７００ｍｍ×横６００ｍｍ×幅９０ｍｍ　抗菌樹脂被覆 シ
ンドウ工業

室内用手すり　多用途 ＳＶ－Ｌ１　シンドウ工業 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

室内用手すり―ブランド品― 6403022508 室内用手すり バスルーム・トイレ用 可動式 ＳＶ－Ｍ７－７０ 長７００ｍｍ　抗菌樹脂被覆 シンドウ工業 室内用手すり　可動式 ＳＶ－Ｍ７－７０　シンドウ工業 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

階段昇降機【公表価格】 6403060525
階段昇降機 ステップリフト ＴＬ－Ｓ６００ 住宅用，公共施設 直線用，ラック駆動，レール安全カバー付き，１００
Ｖバッテリー充電式 １人乗り（９０ｋｇ）・標準据付工事費を含む（各機種共通） 中央エレベーター工業

階段昇降機　ステップリフト ＴＬ－Ｓ６００　直線用 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

階段昇降機【公表価格】 6403060530
階段昇降機 ステップリフト ＴＬ－Ｇ２６０ 住宅用，公共施設 曲線内回り，外回り用，内回り併用，１００Ｖバッテ
リー充電式 １人乗り（９０ｋｇ）・標準据付工事費を含む（各機種共通） 中央エレベーター工業

階段昇降機　ステップリフト ＴＬ－Ｇ２６０　曲線用 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材
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階段昇降機【公表価格】 6403061005
階段昇降機 エスコートスリム 直線型（屋内） 住宅用，公共施設 ローラーギア・ラック方式　単相１００Ｖ　最大斜
傾角度５５°　５．５～６．５ｍ／分 １人乗り（９０ｋｇ）・標準据付工事費を含む（各機種共通） マイクロエレ
ベーター

階段昇降機　エスコートスリム 直線型　屋内　住宅用 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

階段昇降機【公表価格】 6403061015
階段昇降機 楽ちん号ＫＦＡ 曲線型（屋内） 住宅用，公共施設 ローラーギア・ラック方式　単相１００Ｖ　最大斜傾
角度５１°　５．５～６．５ｍ／分 １人乗り（９０ｋｇ）・標準据付工事費を含む（各機種共通） マイクロエレベー
ター

階段昇降機　楽ちん号ＫＦＡ 曲線型　屋内　住宅用 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

階段昇降機【公表価格】 6403061020
階段昇降機 楽ちん号ＫＦＢ 曲線型（屋外） 住宅用，公共施設 ローラーギア・ラック方式　単相１００Ｖ　最大斜傾
角度５１°　５．５～６．５ｍ／分 １人乗り（９０ｋｇ）・標準据付工事費を含む（各機種共通） マイクロエレベー
ター

階段昇降機　楽ちん号ＫＦＢ 曲線型　屋外　住宅用 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

ホームエレベータ【公表価格】 6403051590
ホームエレベーター １４１４ミディモダンＶ ２階建 鉄骨住宅 間口１３００ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ロープ式　単
相３線式　２０ｍ／分 ３人乗り（２００ｋｇ）車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き パナ
ソニックエレベーター

ホームエレベーター １４１４ミディモダンＶ２階鉄骨 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

ホームエレベータ【公表価格】 6403051592
ホームエレベーター １４１４ミディモダンＶ ２階建 木造住宅 間口１３２５ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ロープ式　単
相３線式　２０ｍ／分 ３人乗り（２００ｋｇ）車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き パナ
ソニックエレベーター

ホームエレベーター １４１４ミディモダンＶ２階木造 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

ホームエレベータ【公表価格】 6403051594
ホームエレベーター １４１４ミディモダンＶ ３階建 鉄骨住宅 間口１３００ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ロープ式　単
相３線式　２０ｍ／分 ３人乗り（２００ｋｇ）車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き パナ
ソニックエレベーター

ホームエレベーター １４１４ミディモダンＶ３階鉄骨 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

ホームエレベータ【公表価格】 6403051596
ホームエレベーター １４１４ミディモダンＶ ３階建 木造住宅 間口１３２５ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ロープ式　単
相３線式　２０ｍ／分 ３人乗り（２００ｋｇ）車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き パナ
ソニックエレベーター

ホームエレベーター １４１４ミディモダンＶ３階木造 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

ホームエレベータ【公表価格】 6403051598
ホームエレベーター １４１４ミディモダンＶ ４階建 鉄骨住宅 間口１３００ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ロープ式　単
相３線式　２０ｍ／分 ３人乗り（２００ｋｇ）車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き パナ
ソニックエレベーター

ホームエレベーター １４１４ミディモダンＶ４階鉄骨 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

ホームエレベータ【公表価格】 6403051600
ホームエレベーター １４１４ミディモダンＶ ４階建 木造住宅 間口１３２５ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ロープ式　単
相３線式　２０ｍ／分 ３人乗り（２００ｋｇ）車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き パナ
ソニックエレベーター

ホームエレベーター １４１４ミディモダンＶ４階木造 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

ホームエレベータ【公表価格】 6403051602
ホームエレベーター １４１４ミディモダンＨ ５階建 鉄骨住宅 間口１３００ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ロープ式　単
相３線式　上昇２０ｍ／分・下降３０ｍ／分 ３人乗り（２００ｋｇ）車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自
動着床装置付き パナソニックエレベーター

ホームエレベーター １４１４ミディモダンＨ５階鉄骨 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

ホームエレベータ【公表価格】 6403052125
スイ～とホームＤＸアバンティ ２階建 鉄骨・ＲＣ住宅 間口１３２５ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ベースメント巻胴駆動
単相３線式　上昇２０ｍ／分・下降３０ｍ／分 ３人乗り（２００ｋｇ），標準据付工事費含む・停電時自動着床装置付
き 三菱日立ホームエレベーター

スイ～とホームＤＸアバンティ ２階鉄骨 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

ホームエレベータ【公表価格】 6403052130
スイ～とホームＤＸ禅 ２階建 鉄骨・ＲＣ住宅 間口１３２５ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ベースメント巻胴駆動　単相３
線式　上昇２０ｍ／分・下降３０ｍ／分 ３人乗り（２００ｋｇ），標準据付工事費含む・停電時自動着床装置付き 三
菱日立ホームエレベーター

スイ～とホームＤＸ禅 ２階鉄骨 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

ホームエレベータ【公表価格】 6403052135
スイ～とホームＤＸファインウッド ２階建 鉄骨・ＲＣ住宅 間口１３２５ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ベースメント巻胴
駆動　単相３線式　上昇２０ｍ／分・下降３０ｍ／分 ３人乗り（２００ｋｇ），標準据付工事費含む・停電時自動着床
装置付き 三菱日立ホームエレベーター

スイ～とホームＤＸファインＷ ２階鉄骨 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

ホームエレベータ【公表価格】 6403052075
スイ～とホームファミリー ２階建 鉄骨・ＲＣ住宅 間口１３２５ｍｍ　奥行１３２５ｍｍ　ベースメント巻胴駆動　単
相３線式　２０ｍ／分 ３人乗り（２００ｋｇ），標準据付工事費含む・停電時自動着床装置付き 三菱日立ホームエレ
ベーター

スイ～とホームファミリー ２階鉄骨 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

ホームエレベータ【公表価格】 6403052145
スイ～とホームファミロング ２階建 鉄骨・ＲＣ住宅 間口１３２５ｍｍ　奥行１４７５ｍｍ　ベースメント巻胴駆動
単相３線式　２０ｍ／分 ３人乗り（２００ｋｇ），標準据付工事費含む・停電時自動着床装置付き 三菱日立ホームエ
レベーター

スイ～とホームファミロング ２階鉄骨 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

ホームエレベータ【公表価格】 6403052140
スイ～とホームコンパクト ２階建 鉄骨・ＲＣ住宅 間口１１５０ｍｍ　奥行１２００ｍｍ　ベースメント巻胴駆動　単
相３線式　２０ｍ／分 ２人乗り（１５０ｋｇ），標準据付工事費含む・停電時自動着床装置付き 三菱日立ホームエレ
ベーター

スイ～とホームコンパクト ２階鉄骨 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

ホームエレベータ【公表価格】 6403052115
スイ～とホームジュニア ２階建 鉄骨・ＲＣ住宅 間口１６７０ｍｍ　奥行７９０ｍｍ　ベースメント巻胴駆動　単相３
線式　２０ｍ／分 ２人乗り（１５０ｋｇ），標準据付工事費含む・停電時自動着床装置付き 三菱日立ホームエレベー
ター

スイ～とホームジュニア ２階鉄骨 台 780 ○ ○ 6403 身障者・高齢者用器材

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010516 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ４０．５ｍｍ ３．０ｍ ボーリングロッド ４０．５ｍｍ　３．０ｍ 本 781 ○ ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010504 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ４０．５ｍｍ １．５ｍ ボーリングロッド ４０．５ｍｍ　１．５ｍ 本 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010526 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ４０．５ｍｍ １．０ｍ ボーリングロッド ４０．５ｍｍ　１．０ｍ 本 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010518 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ５０ｍｍ ３．０ｍ ボーリングロッド ５０ｍｍ　３．０ｍ 本 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010506 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ５０ｍｍ １．５ｍ ボーリングロッド ５０ｍｍ　１．５ｍ 本 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010528 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ５０ｍｍ １．０ｍ ボーリングロッド ５０ｍｍ　１．０ｍ 本 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010538 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ７３ｍｍ ３．０ｍ ボーリングロッド ７３ｍｍ　３．０ｍ 本 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010534 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ７３ｍｍ １．５ｍ ボーリングロッド ７３ｍｍ　１．５ｍ 本 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010530 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ７３ｍｍ １．０ｍ ボーリングロッド ７３ｍｍ　１．０ｍ 本 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010540 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ９０ｍｍ ３．０ｍ ボーリングロッド ９０ｍｍ　３．０ｍ 本 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010536 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ９０ｍｍ １．５ｍ ボーリングロッド ９０ｍｍ　１．５ｍ 本 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010532 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ９０ｍｍ １．０ｍ ボーリングロッド ９０ｍｍ　１．０ｍ 本 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105011004 ボーリング機具（一般用，大口径用） ロッドカップリング ４０．５ｍｍ ロッドカップリング ４０．５ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105011006 ボーリング機具（一般用，大口径用） ロッドカップリング ５０ｍｍ ロッドカップリング ５０ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105011502 ボーリング機具（一般用，大口径用） ウォータースイーベル ４０．５ｍｍ ウォータースイーベル ４０．５ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105011504 ボーリング機具（一般用，大口径用） ウォータースイーベル ５０ｍｍ ウォータースイーベル ５０ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105011512 ボーリング機具（一般用，大口径用） ウォータースイーベル ７３ｍｍ ウォータースイーベル ７３ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105011514 ボーリング機具（一般用，大口径用） ウォータースイーベル ９０ｍｍ ウォータースイーベル ９０ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012004 ボーリング機具（一般用，大口径用） ロッドホルダー ４０．５ｍｍ ロッドホルダー ４０．５ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012006 ボーリング機具（一般用，大口径用） ロッドホルダー ５０ｍｍ ロッドホルダー ５０ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012014 ボーリング機具（一般用，大口径用） ロッドホルダー ７３ｍｍ ロッドホルダー ７３ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012016 ボーリング機具（一般用，大口径用） ロッドホルダー ９０ｍｍ ロッドホルダー ９０ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016504 ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） ４６ｍｍ ５ｃｔ リーミングシェル ４６ｍｍ　５ｃｔ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016506 ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） ５６ｍｍ ５ｃｔ リーミングシェル ５６ｍｍ　５ｃｔ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016508 ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） ６６ｍｍ ６ｃｔ リーミングシェル ６６ｍｍ　６ｃｔ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016510 ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） ７６ｍｍ ７ｃｔ リーミングシェル ７６ｍｍ　７ｃｔ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016512 ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） ８６ｍｍ ７ｃｔ リーミングシェル ８６ｍｍ　７ｃｔ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016514 ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） １０１ｍｍ ９ｃｔ リーミングシェル １０１ｍｍ　９ｃｔ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016516 ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） １１６ｍｍ １０ｃｔ リーミングシェル １１６ｍｍ　１０ｃｔ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016518 ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） １４６ｍｍ １０ｃｔ リーミングシェル １４６ｍｍ　１０ｃｔ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015002 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ５３ｍｍ ３．０ｍ ケーシングチューブ ５３ｍｍ　３ｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015004 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ６３ｍｍ ３．０ｍ ケーシングチューブ ６３ｍｍ　３ｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015006 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ７３ｍｍ ３．０ｍ ケーシングチューブ ７３ｍｍ　３ｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015008 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ８３ｍｍ ３．０ｍ ケーシングチューブ ８３ｍｍ　３ｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015010 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ９７ｍｍ ３．０ｍ ケーシングチューブ ９７ｍｍ　３ｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015012 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １１２ｍｍ ３．０ｍ ケーシングチューブ １１２ｍｍ　３ｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015502 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングシュー ６３ｍｍ ケーシングシュー ６３ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015504 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングシュー ７３ｍｍ ケーシングシュー ７３ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015506 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングシュー ８３ｍｍ ケーシングシュー ８３ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015508 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングシュー ９７ｍｍ ケーシングシュー ９７ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015510 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングシュー １１２ｍｍ ケーシングシュー １１２ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013502 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル ５５ｍｍ コアシェル ５５ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013504 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル ６５ｍｍ コアシェル ６５ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013506 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル ７５ｍｍ コアシェル ７５ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013508 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル ８５ｍｍ コアシェル ８５ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013510 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル １００ｍｍ コアシェル １００ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013512 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル １１５ｍｍ コアシェル １１５ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013514 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル １３０ｍｍ コアシェル １３０ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014002 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） ５５ｍｍ コアリフター ５５ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014004 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） ６５ｍｍ コアリフター ６５ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014006 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） ７５ｍｍ コアリフター ７５ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014008 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） ８５ｍｍ コアリフター ８５ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014010 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） １００ｍｍ コアリフター １００ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014012 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） １１５ｍｍ コアリフター １１５ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014014 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） １３０ｍｍ コアリフター １３０ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014502 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング ５５ｍｍ コアシェルカップリング ５５ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014504 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング ６５ｍｍ コアシェルカップリング ６５ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014506 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング ７５ｍｍ コアシェルカップリング ７５ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014508 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング ８５ｍｍ コアシェルカップリング ８５ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014510 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング １００ｍｍ コアシェルカップリング １００ｍｍ 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013004 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ４４ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ ４４ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013006 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ５４ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ ５４ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013008 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ６４ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ ６４ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013010 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ７４ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ ７４ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013012 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ８４ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ ８４ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013014 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ９９ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ ９９ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013016 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） １１４ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ １１４ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013018 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） １２９ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ １２９ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013020 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） １４４ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ １４４ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013022 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ２００ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ ２００ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013024 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ２５０ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ ２５０ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013026 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ３００ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ ３００ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013028 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ３５０ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ ３５０ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013030 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ４００ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ ４００ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013032 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ４５０ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ ４５０ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013034 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ５００ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ ５００ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013036 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ５５０ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ ５５０ｍｍ　３ｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012504 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ４６ｍｍ メタルクラウン ４６ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012506 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ５６ｍｍ メタルクラウン ５６ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012508 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ６６ｍｍ メタルクラウン ６６ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012510 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ７６ｍｍ メタルクラウン ７６ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012512 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ８６ｍｍ メタルクラウン ８６ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012514 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） １０１ｍｍ メタルクラウン １０１ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012516 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） １１６ｍｍ メタルクラウン １１６ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012518 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） １３１ｍｍ メタルクラウン １３１ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012528 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ２００ｍｍ メタルクラウン ２００ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012530 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ２５０ｍｍ メタルクラウン ２５０ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012532 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ３００ｍｍ メタルクラウン ３００ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012534 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ３５０ｍｍ メタルクラウン ３５０ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012536 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ４００ｍｍ メタルクラウン ４００ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012538 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ４５０ｍｍ メタルクラウン ４５０ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012540 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ５００ｍｍ メタルクラウン ５００ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012542 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ５５０ｍｍ メタルクラウン ５５０ｍｍ　シングル 個 781 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019102 ボーリング機具（アンカー工法） シャンクロッド（ハンマーサブ） ９５，１１８，１３２ｍｍ用 シャンクロッド（ハンマーサブ） ９５　１１８　１３２ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019104 ボーリング機具（アンカー工法） シャンクロッド（ハンマーサブ） １４６，１６５ｍｍ用 シャンクロッド（ハンマーサブ） １４６　１６５ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019152 ボーリング機具（アンカー工法） クリーニングアダプター ９５ｍｍ用 クリーニングアダプター ９５ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019154 ボーリング機具（アンカー工法） クリーニングアダプター １１８ｍｍ用 クリーニングアダプター １１８ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019156 ボーリング機具（アンカー工法） クリーニングアダプター １３２ｍｍ用 クリーニングアダプター １３２ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019158 ボーリング機具（アンカー工法） クリーニングアダプター １４６ｍｍ用 クリーニングアダプター １４６ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019202 ボーリング機具（アンカー工法） ウォータースイーベル（イッシュー付き） ９５ｍｍ用 ウォータースイーベル ９５ｍｍ用　イッシュー付き 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019204 ボーリング機具（アンカー工法） ウォータースイーベル（イッシュー付き） １１８ｍｍ用 ウォータースイーベル １１８ｍｍ用　イッシュー付き 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019206 ボーリング機具（アンカー工法） ウォータースイーベル（イッシュー付き） １３２ｍｍ用 ウォータースイーベル １３２ｍｍ用　イッシュー付き 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019208 ボーリング機具（アンカー工法） ウォータースイーベル（イッシュー付き） １４６ｍｍ用 ウォータースイーベル １４６ｍｍ用　イッシュー付き 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019252 ボーリング機具（アンカー工法） エキステンションロッド ９５ｍｍ用 エキステンションロッド ９５ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019254 ボーリング機具（アンカー工法） エキステンションロッド １１８，１３２ｍｍ用 エキステンションロッド １１８　１３２ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019256 ボーリング機具（アンカー工法） エキステンションロッド １４６ｍｍ用 エキステンションロッド １４６ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019302 ボーリング機具（アンカー工法） ドリルパイプ φ９５×１，５００ｍｍ ドリルパイプ 径９５×１５００ｍｍ 本 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019304 ボーリング機具（アンカー工法） ドリルパイプ φ１１８×１，５００ｍｍ ドリルパイプ 径１１８×１５００ｍｍ 本 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019306 ボーリング機具（アンカー工法） ドリルパイプ φ１３２×１，５００ｍｍ ドリルパイプ 径１３２×１５００ｍｍ 本 782 ○ ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（アンカー工法） 6105019308 ボーリング機具（アンカー工法） ドリルパイプ φ１４６×１，５００ｍｍ ドリルパイプ 径１４６×１５００ｍｍ 本 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019352 ボーリング機具（アンカー工法） インナーロッド ９５ｍｍ用×１，５００ｍｍ インナーロッド ９５ｍｍ用×１５００ｍｍ 本 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019354 ボーリング機具（アンカー工法） インナーロッド １１８，１３２ｍｍ用×１，５００ｍｍ インナーロッド １１８　１３２ｍｍ用×１５００ 本 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019356 ボーリング機具（アンカー工法） インナーロッド １４６ｍｍ用×１，５００ｍｍ インナーロッド １４６ｍｍ用×１５００ｍｍ 本 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019402 ボーリング機具（アンカー工法） リングビット ９５ｍｍ用 リングビット ９５ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019404 ボーリング機具（アンカー工法） リングビット １１８ｍｍ用 リングビット １１８ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019406 ボーリング機具（アンカー工法） リングビット １３２ｍｍ用 リングビット １３２ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019408 ボーリング機具（アンカー工法） リングビット １４６ｍｍ用 リングビット １４６ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019452 ボーリング機具（アンカー工法） インナービット ９５ｍｍ用 インナービット ９５ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019454 ボーリング機具（アンカー工法） インナービット １１８ｍｍ用 インナービット １１８ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019456 ボーリング機具（アンカー工法） インナービット １３２ｍｍ用 インナービット １３２ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019458 ボーリング機具（アンカー工法） インナービット １４６ｍｍ用 インナービット １４６ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105017002 ボーリング機具（アンカー工法） ハンマービット（クロスビット） ８６ｍｍ用 ハンマービット（クロスビット） ８６ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105017004 ボーリング機具（アンカー工法） ハンマービット（クロスビット） １０１ｍｍ用 ハンマービット（クロスビット） １０１ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105017006 ボーリング機具（アンカー工法） ハンマービット（クロスビット） １１６ｍｍ用 ハンマービット（クロスビット） １１６ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105017008 ボーリング機具（アンカー工法） ハンマービット（クロスビット） １３２ｍｍ用 ハンマービット（クロスビット） １３２ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105017010 ボーリング機具（アンカー工法） ハンマービット（クロスビット） １６５ｍｍ用 ハンマービット（クロスビット） １６５ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105017502 ボーリング機具（アンカー工法） 肉厚ケーシング ８６ｍｍ用×１，５００ｍｍ 肉厚ケーシング ８６ｍｍ用×１５００ｍｍ 本 782 ○ ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（アンカー工法） 6105017504 ボーリング機具（アンカー工法） 肉厚ケーシング １０１ｍｍ用×１，５００ｍｍ 肉厚ケーシング １０１ｍｍ用×１５００ｍｍ 本 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105017506 ボーリング機具（アンカー工法） 肉厚ケーシング １１６ｍｍ用×１，５００ｍｍ 肉厚ケーシング １１６ｍｍ用×１５００ｍｍ 本 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105017508 ボーリング機具（アンカー工法） 肉厚ケーシング １３２ｍｍ用×１，５００ｍｍ 肉厚ケーシング １３２ｍｍ用×１５００ｍｍ 本 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105017510 ボーリング機具（アンカー工法） 肉厚ケーシング １４６ｍｍ用×１，５００ｍｍ 肉厚ケーシング １４６ｍｍ用×１５００ｍｍ 本 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105017512 ボーリング機具（アンカー工法） 肉厚ケーシング １６５ｍｍ用×１，５００ｍｍ 肉厚ケーシング １６５ｍｍ用×１５００ｍｍ 本 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105018002 ボーリング機具（アンカー工法） シールドクラウン ８６ｍｍ用 シールドクラウン ８６ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105018004 ボーリング機具（アンカー工法） シールドクラウン １０１ｍｍ用 シールドクラウン １０１ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105018006 ボーリング機具（アンカー工法） シールドクラウン １１６ｍｍ用 シールドクラウン １１６ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105018008 ボーリング機具（アンカー工法） シールドクラウン １３２ｍｍ用 シールドクラウン １３２ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105018010 ボーリング機具（アンカー工法） シールドクラウン １４６ｍｍ用 シールドクラウン １４６ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105018012 ボーリング機具（アンカー工法） シールドクラウン １６５ｍｍ用 シールドクラウン １６５ｍｍ用 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020502 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ２６ｍｍ カービット １９ｍｍ　６×１０　ゲージ２６ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020504 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ２８ｍｍ カービット １９ｍｍ　６×１０　ゲージ２８ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020506 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３０ｍｍ カービット １９ｍｍ　６×１０　ゲージ３０ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020508 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３２ｍｍ カービット １９ｍｍ　６×１０　ゲージ３２ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020510 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３４ｍｍ カービット １９ｍｍ　６×１０　ゲージ３４ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020514 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ３２ｍｍ カービット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ３２ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020516 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ３４ｍｍ カービット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ３４ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具
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ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020518 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ３６ｍｍ カービット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ３６ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020520 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ３８ｍｍ カービット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ３８ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020522 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ４０ｍｍ カービット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ４０ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020524 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ４２ｍｍ カービット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ４２ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020526 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ４４ｍｍ カービット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ４４ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020528 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ２５ｍｍ　チップ１０×１５　ゲージ３８ｍｍ カービット ２５ｍｍ　１０×１５ゲージ３８ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020530 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ２５ｍｍ　チップ１０×１５　ゲージ４０ｍｍ カービット ２５ｍｍ　１０×１５ゲージ４０ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020532 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ２５ｍｍ　チップ１０×１５　ゲージ４２ｍｍ カービット ２５ｍｍ　１０×１５ゲージ４２ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022040 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３０ｍｍ クロスビット １９ｍｍ　６×１０　ゲージ３０ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022042 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３２ｍｍ クロスビット １９ｍｍ　６×１０　ゲージ３２ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022044 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３４ｍｍ クロスビット １９ｍｍ　６×１０　ゲージ３４ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022046 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３６ｍｍ クロスビット １９ｍｍ　６×１０　ゲージ３６ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022002 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３０ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　６×１０　ゲージ３０ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022004 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３２ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　６×１０　ゲージ３２ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022006 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３４ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　６×１０　ゲージ３４ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022008 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３６ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　６×１０　ゲージ３６ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022010 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３８ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　６×１０　ゲージ３８ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022012 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ４０ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　６×１０　ゲージ４０ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具
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ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022014 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ４２ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　６×１０　ゲージ４２ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022018 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ３６ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ３６ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022020 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ３８ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ３８ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022022 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ４０ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ４０ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022024 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ４２ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ４２ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022026 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ４４ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ４４ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022028 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ４６ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ４６ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022030 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ４８ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ４８ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022032 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ５０ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ５０ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022034 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ５５ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ５５ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022036 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ６０ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ６０ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022038 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ６５ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ６５ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021552 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長０．５ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ０．５ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021554 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長０．８ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ０．８ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021558 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長１．１ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ１．１ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021560 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長１．４ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ１．４ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021562 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長１．７ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ１．７ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021566 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長２．０ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ２ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

2834 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021568 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長２．３ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ２．３ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021572 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長２．６ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ２．６ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021574 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長２．９ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ２．９ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021586 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長０．５ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ０．５ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021588 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長０．８ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ０．８ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021592 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長１．１ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ１．１ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021594 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長１．４ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ１．４ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021596 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長１．７ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ１．７ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021600 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長２．０ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ２ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021602 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長２．３ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ２．３ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021606 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長２．６ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ２．６ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021608 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長２．９ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ２．９ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021520 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２５ｍｍ　有効長２．０ テーパーロッド ２５ｍｍ　Ｌ２ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021522 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２５ｍｍ　有効長２．３ テーパーロッド ２５ｍｍ　Ｌ２．３ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021528 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２５ｍｍ　有効長２．６ テーパーロッド ２５ｍｍ　Ｌ２．６ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021530 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２５ｍｍ　有効長２．９ テーパーロッド ２５ｍｍ　Ｌ２．９ｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105023002 ビット・ロッド（さく岩機用） ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ４５ｍｍ ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ４５ｍｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105023004 ビット・ロッド（さく岩機用） ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ５０ｍｍ ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ５０ｍｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具
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ビット・ロッド（さく岩機用） 6105023006 ビット・ロッド（さく岩機用） ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ５５ｍｍ ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ５５ｍｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022518 ビット・ロッド（さく岩機用） ネジクロスビット ３２Ｒネジ　チップ１０×１５　ゲージ４５ｍｍ ネジクロスビット ３２Ｒネジ　ゲージ４５ｍｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022520 ビット・ロッド（さく岩機用） ネジクロスビット ３２Ｒネジ　チップ１０×１５　ゲージ５０ｍｍ ネジクロスビット ３２Ｒネジ　ゲージ５０ｍｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022502 ビット・ロッド（さく岩機用） ネジクロスビット ３２Ｒネジ　チップ１０×１５　ゲージ５５ｍｍ ネジクロスビット ３２Ｒネジ　ゲージ５５ｍｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022504 ビット・ロッド（さく岩機用） ネジクロスビット ３２Ｒネジ　チップ１０×１５　ゲージ６０ｍｍ ネジクロスビット ３２Ｒネジ　ゲージ６０ｍｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022506 ビット・ロッド（さく岩機用） ネジクロスビット ３２Ｒネジ　チップ１０×１５　ゲージ６５ｍｍ ネジクロスビット ３２Ｒネジ　ゲージ６５ｍｍ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105023502 ビット・ロッド（さく岩機用） 中継ぎロッド ３２Ｒネジ　対辺寸法ＨＥＸ－３２　長３，７００ｍｍ 中継ぎロッド ３２Ｒネジ　Ｌ３．７ｍ 本 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105023504 ビット・ロッド（さく岩機用） 中継ぎロッド ３２Ｒネジ　対辺寸法ＨＥＸ－３２　長４，３１０ｍｍ 中継ぎロッド ３２Ｒネジ　Ｌ４．３１ｍ 本 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105024002 ビット・ロッド（さく岩機用） カップリング（スリーブ） ３２Ｒネジ カップリング（スリーブ） ３２Ｒネジ 個 782 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105030502
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 呼び径１インチ 外径２８±１
ｍｍ

ダイヤモンドビット 呼径１インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105030504
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 呼び径１　１／４インチ 外径
３３±１ｍｍ

ダイヤモンドビット 呼径１．１／４インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105030506
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 呼び径１　１／２インチ 外径
４１±１ｍｍ

ダイヤモンドビット 呼径１．１／２インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105030508
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 呼び径２インチ 外径５３±１
ｍｍ

ダイヤモンドビット 呼径２インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105030510
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 呼び径２　１／２インチ 外径
６５±１ｍｍ

ダイヤモンドビット 呼径２．１／２インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105030512
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 呼び径３インチ 外径７７±１
ｍｍ

ダイヤモンドビット 呼径３インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105030514
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 呼び径３　１／２インチ 外径
９０±１ｍｍ

ダイヤモンドビット 呼径３．１／２インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105030516
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 呼び径４インチ 外径１１０±
１ｍｍ

ダイヤモンドビット 呼径４インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105030518
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 呼び径５インチ 外径１２８±
１ｍｍ

ダイヤモンドビット 呼径５インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具
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ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105030520
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 呼び径６インチ 外径１６０±
１ｍｍ

ダイヤモンドビット 呼径６インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105030522
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 呼び径７インチ 外径１８０±
１ｍｍ

ダイヤモンドビット 呼径７インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105030524
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 呼び径８インチ 外径２０５±
２ｍｍ

ダイヤモンドビット 呼径８インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105030526
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 呼び径９インチ 外径２３０±
２ｍｍ

ダイヤモンドビット 呼径９インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105030528
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 呼び径１０インチ 外径２５４
±２ｍｍ

ダイヤモンドビット 呼径１０インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105030530
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 呼び径１２インチ 外径３０５
±２ｍｍ

ダイヤモンドビット 呼径１２インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031002 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径１インチ 外径２８±１ｍｍ エキステンションチューブ 呼径１インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031004
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径１　１／４インチ 外径３３
±１ｍｍ

エキステンションチューブ 呼径１．１／４インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031006
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径１　１／２インチ 外径４１
±１ｍｍ

エキステンションチューブ 呼径１．１／２インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031008 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径２インチ 外径５３±１ｍｍ エキステンションチューブ 呼径２インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031010
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径２　１／２インチ 外径６５
±１ｍｍ

エキステンションチューブ 呼径２．１／２インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031012 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径３インチ 外径７７±１ｍｍ エキステンションチューブ 呼径３インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031014
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径３　１／２インチ 外径９０
±１ｍｍ

エキステンションチューブ 呼径３．１／２インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031016
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径４インチ 外径１１０±１ｍ
ｍ

エキステンションチューブ 呼径４インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031018
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径５インチ 外径１２８±１ｍ
ｍ

エキステンションチューブ 呼径５インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031020
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径６インチ 外径１６０±１ｍ
ｍ

エキステンションチューブ 呼径６インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031022
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径７インチ 外径１８０±１ｍ
ｍ

エキステンションチューブ 呼径７インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031024
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径８インチ 外径２０５±２ｍ
ｍ

エキステンションチューブ 呼径８インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具
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ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031026
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径９インチ 外径２３０±２ｍ
ｍ

エキステンションチューブ 呼径９インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031028
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径１０インチ 外径２５４±２
ｍｍ

エキステンションチューブ 呼径１０インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031030
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） チューブ（エキステンションチューブ） 呼び径１２インチ 外径３０５±２
ｍｍ

エキステンションチューブ 呼径１２インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031502 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径１インチ 外径２８±１ｍｍ アダプター（カップリング） 呼径１インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031504 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径１　１／４インチ 外径３３±１ｍｍ アダプター（カップリング） 呼径１．１／４インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031506 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径１　１／２インチ 外径４１±１ｍｍ アダプター（カップリング） 呼径１．１／２インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031508 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径２インチ 外径５３±１ｍｍ アダプター（カップリング） 呼径２インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031510 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径２　１／２インチ 外径６５±１ｍｍ アダプター（カップリング） 呼径２．１／２インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031512 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径３インチ 外径７７±１ｍｍ アダプター（カップリング） 呼径３インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031514 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径３　１／２インチ 外径９０±１ｍｍ アダプター（カップリング） 呼径３．１／２インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031516 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径４インチ 外径１１０±１ｍｍ アダプター（カップリング） 呼径４インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031518 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径５インチ 外径１２８±１ｍｍ アダプター（カップリング） 呼径５インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031520 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径６インチ 外径１６０±１ｍｍ アダプター（カップリング） 呼径６インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031522 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径７インチ 外径１８０±１ｍｍ アダプター（カップリング） 呼径７インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031524 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径８インチ 外径２０５±２ｍｍ アダプター（カップリング） 呼径８インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031526 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径９インチ 外径２３０±２ｍｍ アダプター（カップリング） 呼径９インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031528 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径１０インチ 外径２５４±２ｍｍ アダプター（カップリング） 呼径１０インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105031530 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） アダプター（カップリング） 呼び径１２インチ 外径３０５±２ｍｍ アダプター（カップリング） 呼径１２インチ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具
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ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105032002 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ヒューム管用ビット 外径１４５．０ｍｍ 有効長１８０ｍｍ ヒューム管用ビット 外径１４５×Ｌ１８０ｍｍ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105032004 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ヒューム管用ビット 外径１７０．０ｍｍ 有効長１８０ｍｍ ヒューム管用ビット 外径１７０×Ｌ１８０ｍｍ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105032006 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ヒューム管用ビット 外径２０４．０ｍｍ 有効長１８０ｍｍ ヒューム管用ビット 外径２０４×Ｌ１８０ｍｍ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105032008 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ヒューム管用ビット 外径２２０．０ｍｍ 有効長１８０ｍｍ ヒューム管用ビット 外径２２０×Ｌ１８０ｍｍ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） 6105032010 ダイヤモンドビット（コンクリート削孔） ヒューム管用ビット 外径２５５．０ｍｍ 有効長２１０ｍｍ ヒューム管用ビット 外径２５５×Ｌ２１０ｍｍ 個 783 ○ ○ 6105 せん孔器具

軌条類 6925010502 軌条類 軽軌条 ９ｋｇ 軽軌条 ９ｋｇ ｔ 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925010504 軌条類 軽軌条 １５ｋｇ 軽軌条 １５ｋｇ ｔ 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925010506 軌条類 軽軌条 ２２ｋｇ 軽軌条 ２２ｋｇ ｔ 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925010508 軌条類 軽軌条 ３０ｋｇ 軽軌条 ３０ｋｇ ｔ 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925020502 軌条類 ペーシ（継目板） ９ｋｇ用 フラット型 軌条部品 ペーシ（継目板）９ｋｇ用 枚 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925020504 軌条類 ペーシ（継目板） １５ｋｇ用 フラット型 軌条部品 ペーシ（継目板）１５ｋｇ用 枚 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925020506 軌条類 ペーシ（継目板） ２２ｋｇ用 フラット型 軌条部品 ペーシ（継目板）２２ｋｇ用 枚 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925020508 軌条類 ペーシ（継目板） ３０ｋｇ用 フラット型 軌条部品 ペーシ（継目板）３０ｋｇ用 枚 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925021002 軌条類 モール（継目板用ボルトナット） ９ｋｇ用 軌条部品　モール 継目板用ボルトナット　９ｋｇ用 本 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925021004 軌条類 モール（継目板用ボルトナット） １５ｋｇ用 軌条部品　モール 継目板用ボルトナット１５ｋｇ用 本 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925021006 軌条類 モール（継目板用ボルトナット） ２２ｋｇ用 軌条部品　モール 継目板用ボルトナット２２ｋｇ用 本 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925021008 軌条類 モール（継目板用ボルトナット） ３０ｋｇ用 軌条部品　モール 継目板用ボルトナット３０ｋｇ用 本 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925021502 軌条類 スパイキ（犬くぎ） ９ｋｇ用 軌条部品 スパイキ（犬くぎ）９ｋｇ用 本 783 ○ ○ 6925 軌条
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軌条類 6925021508 軌条類 スパイキ（犬くぎ） １５ｋｇ用 軌条部品 スパイキ（犬くぎ）１５ｋｇ用 本 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925021510 軌条類 スパイキ（犬くぎ） ２２ｋｇ用 軌条部品 スパイキ（犬くぎ）２２ｋｇ用 本 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925021512 軌条類 スパイキ（犬くぎ） ３０ｋｇ用 軌条部品 スパイキ（犬くぎ）３０ｋｇ用 本 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925022002 軌条類 レールクリップ １２～１５ｋｇ用 軌条部品 レールクリップ　１２～１５ｋｇ 個 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925022004 軌条類 レールクリップ ２２ｋｇ用 軌条部品 レールクリップ　２２ｋｇ用 個 783 ○ ○ 6925 軌条

軌条類 6925022006 軌条類 レールクリップ ３０ｋｇ用 軌条部品 レールクリップ　３０ｋｇ用 個 783 ○ ○ 6925 軌条

溶接棒 6107010002 溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３２１１（Ｅ４３１９） 旧Ｄ４３０１ 電気溶接棒　軟鋼用 径３．２ｍｍ　Ｅ４３１９ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010004 溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３２１１（Ｅ４３１９） 旧Ｄ４３０１ 電気溶接棒　軟鋼用 径４ｍｍ　Ｅ４３１９ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010006 溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径５．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３２１１（Ｅ４３１９） 旧Ｄ４３０１ 電気溶接棒　軟鋼用 径５ｍｍ　Ｅ４３１９ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010008 溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３２１１（Ｅ４３０３） 旧Ｄ４３０３ 電気溶接棒　軟鋼用 径３．２ｍｍ　Ｅ４３０３ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010010 溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３２１１（Ｅ４３０３） 旧Ｄ４３０３ 電気溶接棒　軟鋼用 径４ｍｍ　Ｅ４３０３ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010012 溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径５．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３２１１（Ｅ４３０３） 旧Ｄ４３０３ 電気溶接棒　軟鋼用 径５ｍｍ　Ｅ４３０３ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010014 溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３２１１（Ｅ４３１３） 旧Ｄ４３１３ 電気溶接棒　軟鋼用 径３．２ｍｍ　Ｅ４３１３ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010016 溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３２１１（Ｅ４３１３） 旧Ｄ４３１３ 電気溶接棒　軟鋼用 径４ｍｍ　Ｅ４３１３ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010018 溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 棒径５．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３２１１（Ｅ４３１３） 旧Ｄ４３１３ 電気溶接棒　軟鋼用 径５ｍｍ　Ｅ４３１３ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010020 溶接棒 電気溶接棒 ステンレス用 棒径３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３２２１（Ｅ３０８） 旧Ｄ３０８ 電気溶接棒　ステンレス用 径３．２ｍｍ　Ｅ３０８ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010022 溶接棒 電気溶接棒 ステンレス用 棒径４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３２２１（Ｅ３０８） 旧Ｄ３０８ 電気溶接棒　ステンレス用 径４ｍｍ　Ｅ３０８ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010024 溶接棒 電気溶接棒 ステンレス用 棒径５．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３２２１（Ｅ３０８） 旧Ｄ３０８ 電気溶接棒　ステンレス用 径５ｍｍ　Ｅ３０８ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒
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溶接棒 6107010026 溶接棒 電気溶接棒 高張力鋼用 棒径４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３２１１（Ｅ４９１６） 旧Ｚ３２１２（Ｄ５０１６） 電気溶接棒　高張力鋼用 径４ｍｍ　Ｅ４９１６ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010028 溶接棒 電気溶接棒 高張力鋼用 棒径５．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３２１１（Ｅ４９１６） 旧Ｚ３２１２（Ｄ５０１６） 電気溶接棒　高張力鋼用 径５ｍｍ　Ｅ４９１６ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010030 溶接棒 電気溶接棒 高張力鋼用 棒径４．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３２１１（Ｅ６２１６） 旧Ｚ３２１２（Ｄ５８１６） 電気溶接棒　高張力鋼用 径４ｍｍ　Ｅ６２１６ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010032 溶接棒 電気溶接棒 高張力鋼用 棒径５．０ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３２１１（Ｅ６２１６） 旧Ｚ３２１２（Ｄ５８１６） 電気溶接棒　高張力鋼用 径５ｍｍ　Ｅ６２１６ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010034 溶接棒 溶接ワイヤ ノンガス 棒径２．４ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３３１３ 溶接ワイヤ　ノンガス 径２．４ｍｍ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010036 溶接棒 溶接ワイヤ ノンガス 棒径３．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３３１３ 溶接ワイヤ　ノンガス 径３．２ｍｍ ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010038 溶接棒 ＣＯ２ワイヤ 高張力鋼用 棒径１．２ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３３１２ ５０キロ級 ＣＯ２ワイヤ　高張力鋼用 径１．２ｍｍ　５０キロ級 ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

溶接棒 6107010040 溶接棒 ＣＯ２ワイヤ 高張力鋼用 棒径１．６ｍｍ ＪＩＳ　Ｚ３３１２ ５０キロ級 ＣＯ２ワイヤ　高張力鋼用 径１．６ｍｍ　５０キロ級 ｋｇ 784 ○ ○ 6107 溶接棒

吸排水ホース 6933010512 吸排水ホース ウォーターホース φ１２ｍｍ×１（Ｂ）編上式 ウォーターホース 径１２ｍｍ×１（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933010514 吸排水ホース ウォーターホース φ１５ｍｍ×１（Ｂ）編上式 ウォーターホース 径１５ｍｍ×１（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933010502 吸排水ホース ウォーターホース φ１９ｍｍ×１（Ｂ）編上式 ウォーターホース 径１９ｍｍ×１（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933010504 吸排水ホース ウォーターホース φ２５ｍｍ×１（Ｂ）編上式 ウォーターホース 径２５ｍｍ×１（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933010506 吸排水ホース ウォーターホース φ３２ｍｍ×２（Ｂ）編上式 ウォーターホース 径３２ｍｍ×２（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933010508 吸排水ホース ウォーターホース φ３８ｍｍ×２（Ｂ）編上式 ウォーターホース 径３８ｍｍ×２（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933010510 吸排水ホース ウォーターホース φ５０ｍｍ×２（Ｂ）編上式 ウォーターホース 径５０ｍｍ×２（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933011012 吸排水ホース エアーホース φ１２ｍｍ×２（Ｂ）編上式 エアーホース 径１２ｍｍ×２（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933011014 吸排水ホース エアーホース φ１５ｍｍ×２（Ｂ）編上式 エアーホース 径１５ｍｍ×２（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933011002 吸排水ホース エアーホース φ１９ｍｍ×２（Ｂ）編上式 エアーホース 径１９ｍｍ×２（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース
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吸排水ホース 6933011004 吸排水ホース エアーホース φ２５ｍｍ×２（Ｂ）編上式 エアーホース 径２５ｍｍ×２（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933011006 吸排水ホース エアーホース φ３２ｍｍ×３（Ｂ）編上式 エアーホース 径３２ｍｍ×３（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933011008 吸排水ホース エアーホース φ３８ｍｍ×３（Ｂ）編上式 エアーホース 径３８ｍｍ×３（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933011010 吸排水ホース エアーホース φ５０ｍｍ×３（Ｂ）編上式 エアーホース 径５０ｍｍ×３（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933011504 吸排水ホース 酸素ホース φ５ｍｍ×２（Ｂ）編上式 酸素ホース 径５ｍｍ×２（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933011506 吸排水ホース 酸素ホース φ６ｍｍ×２（Ｂ）編上式 酸素ホース 径６ｍｍ×２（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933011508 吸排水ホース 酸素ホース φ８ｍｍ×２（Ｂ）編上式 酸素ホース 径８ｍｍ×２（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933011502 吸排水ホース 酸素ホース φ９ｍｍ×２（Ｂ）編上式 酸素ホース 径９ｍｍ×２（Ｂ）　編上式 ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933012002 吸排水ホース ビニールサクションホース φ２５ｍｍ ビニールサクションホース 径２５ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933012004 吸排水ホース ビニールサクションホース φ３８ｍｍ ビニールサクションホース 径３８ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933012006 吸排水ホース ビニールサクションホース φ５０ｍｍ ビニールサクションホース 径５０ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933012012 吸排水ホース ビニールサクションホース φ６５ｍｍ ビニールサクションホース 径６５ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933012008 吸排水ホース ビニールサクションホース φ７５ｍｍ ビニールサクションホース 径７５ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933012010 吸排水ホース ビニールサクションホース φ１００ｍｍ ビニールサクションホース 径１００ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933012014 吸排水ホース ビニールサクションホース φ１２５ｍｍ ビニールサクションホース 径１２５ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933012016 吸排水ホース ビニールサクションホース φ１５０ｍｍ ビニールサクションホース 径１５０ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933012018 吸排水ホース ビニールサクションホース φ２００ｍｍ ビニールサクションホース 径２００ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933012510 吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ４０ｍｍ 塩ビ送水ホース 径４０ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース
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吸排水ホース 6933012502 吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ５０ｍｍ 塩ビ送水ホース 径５０ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933012512 吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ６５ｍｍ 塩ビ送水ホース 径６５ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933012504 吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ７５ｍｍ 塩ビ送水ホース 径７５ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933012506 吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ１００ｍｍ 塩ビ送水ホース 径１００ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933012514 吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ１２５ｍｍ 塩ビ送水ホース 径１２５ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933012508 吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ１５０ｍｍ 塩ビ送水ホース 径１５０ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933012516 吸排水ホース 塩ビ送水ホース φ２００ｍｍ 塩ビ送水ホース 径２００ｍｍ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933013006 吸排水ホース 消防用合繊ホース φ４０ｍｍ　使用圧７ｋｇ　２０ｍ 金具、接手含まず 消防用合繊ホース 径４０ｍｍ　使用圧７ｋｇ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933013012 吸排水ホース 消防用合繊ホース φ４０ｍｍ　使用圧１３ｋｇ　２０ｍ 金具、接手含まず 消防用合繊ホース 径４０ｍｍ　使用圧１３ｋｇ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933013010 吸排水ホース 消防用合繊ホース φ４０ｍｍ　使用圧１６ｋｇ　２０ｍ 金具、接手含まず 消防用合繊ホース 径４０ｍｍ　使用圧１６ｋｇ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933013008 吸排水ホース 消防用合繊ホース φ４０ｍｍ　使用圧２０ｋｇ　２０ｍ 金具、接手含まず 消防用合繊ホース 径４０ｍｍ　使用圧２０ｋｇ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933013020 吸排水ホース 消防用合繊ホース φ５０ｍｍ　使用圧９ｋｇ　２０ｍ 金具、接手含まず 消防用合繊ホース 径５０ｍｍ　使用圧９ｋｇ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933013018 吸排水ホース 消防用合繊ホース φ５０ｍｍ　使用圧１３ｋｇ　２０ｍ 金具、接手含まず 消防用合繊ホース 径５０ｍｍ　使用圧１３ｋｇ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933013016 吸排水ホース 消防用合繊ホース φ５０ｍｍ　使用圧１６ｋｇ　２０ｍ 金具、接手含まず 消防用合繊ホース 径５０ｍｍ　使用圧１６ｋｇ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933013014 吸排水ホース 消防用合繊ホース φ５０ｍｍ　使用圧２０ｋｇ　２０ｍ 金具、接手含まず 消防用合繊ホース 径５０ｍｍ　使用圧２０ｋｇ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933013024 吸排水ホース 消防用合繊ホース φ６５ｍｍ　使用圧９ｋｇ　２０ｍ 金具、接手含まず 消防用合繊ホース 径６５ｍｍ　使用圧９ｋｇ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933013004 吸排水ホース 消防用合繊ホース φ６５ｍｍ　使用圧１３ｋｇ　２０ｍ 金具、接手含まず 消防用合繊ホース 径６５ｍｍ　使用圧１３ｋｇ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

吸排水ホース 6933013002 吸排水ホース 消防用合繊ホース φ６５ｍｍ　使用圧１６ｋｇ　２０ｍ 金具、接手含まず 消防用合繊ホース 径６５ｍｍ　使用圧１６ｋｇ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース
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吸排水ホース 6933013022 吸排水ホース 消防用合繊ホース φ６５ｍｍ　使用圧２０ｋｇ　２０ｍ 金具、接手含まず 消防用合繊ホース 径６５ｍｍ　使用圧２０ｋｇ ｍ 784 ○ ○ 6933 ホース

測量資機材―ブランド品― 6203031516 測量資機材 水準儀 オートレベル ＡＥ－７　三脚付き ニコン・トリンブル オートレベル ＡＥ－７　三脚付　ニコン 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203031522 測量資機材 水準儀 オートレベル ＡＰ－８　三脚付き ニコン・トリンブル オートレベル ＡＰ－８　三脚付　ニコン 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203032034 測量資機材 水準儀 オートレベル ＡＬ－Ｍ３２　本体のみ ＴＩアサヒ オートレベル ＡＬ－Ｍ３２　本体　ＴＩアサヒ 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203032036 測量資機材 水準儀 オートレベル ＡＬ－Ｍ３０　本体のみ ＴＩアサヒ オートレベル ＡＬ－Ｍ３０　本体　ＴＩアサヒ 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203032038 測量資機材 水準儀 オートレベル ＡＬ－Ｍ２８　本体のみ ＴＩアサヒ オートレベル ＡＬ－Ｍ２８　本体　ＴＩアサヒ 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203032040 測量資機材 水準儀 オートレベル ＡＬ－Ｍ２４　本体のみ ＴＩアサヒ オートレベル ＡＬ－Ｍ２４　本体　ＴＩアサヒ 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203032502 測量資機材 水準儀 オートレベル ＮＡ７２０　本体のみ ライカジオシステムズ オートレベル ＮＡ７２０　本体　ライカ 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203030522 測量資機材 水準儀 デジタルレベル ＳＤＬ１Ｘ　本体のみ トプコンソキアポジショニングジャパン デジタルレベル ＳＤＬ１Ｘ　本体　トプコン 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203030524 測量資機材 水準儀 デジタルレベル ＳＤＬ３０　本体のみ トプコンソキアポジショニングジャパン デジタルレベル ＳＤＬ３０　本体　トプコン 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203011036 測量資機材 角度計 デジタルセオドライト ＤＴ－３０５ＬＦ　三脚付き トプコンソキアポジショニングジャパン デジタルセオドライト ＤＴ－３０５ＬＦ三脚付トプコン 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203011038 測量資機材 角度計 デジタルセオドライト ＤＴ－３０７ＬＦ　三脚付き トプコンソキアポジショニングジャパン デジタルセオドライト ＤＴ－３０７ＬＦ三脚付トプコン 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203011040 測量資機材 角度計 デジタルセオドライト ＤＴ－３０９ＬＦ　三脚付き トプコンソキアポジショニングジャパン デジタルセオドライト ＤＴ－３０９ＬＦ三脚付トプコン 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203011512 測量資機材 角度計 電子セオドライト ＮＥ－１０ＲＣⅡ　三脚付き ニコン・トリンブル 電子セオドライト ＮＥ－１０ＲＣ２三脚付　ニコン 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203011520 測量資機材 角度計 電子セオドライト ＮＥ－２０ＳＣⅡ　三脚付き ニコン・トリンブル 電子セオドライト ＮＥ－２０ＳＣ２三脚付　ニコン 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203012028 測量資機材 角度計 電子セオドライト ＥＴＨ－５０７Ｃ　本体のみ ＴＩアサヒ 電子セオドライト ＥＴＨ５０７Ｃ　本体ＴＩアサヒ 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203012030 測量資機材 角度計 電子セオドライト ＥＴＨ－５１０Ｃ　本体のみ ＴＩアサヒ 電子セオドライト ＥＴＨ５１０Ｃ　本体ＴＩアサヒ 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203012032 測量資機材 角度計 電子セオドライト ＥＴＨ－５２０Ｃ　本体のみ ＴＩアサヒ 電子セオドライト ＥＴＨ５２０Ｃ　本体ＴＩアサヒ 台 785 ○ ○ 6203 測量機材
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測量資機材―ブランド品― 6203041056 測量資機材 距離計 ライトスピード（携帯型レーザー距離測定器） エンゲージ１７００　ケース付き 阪神交易 距離計　ライトスピード エンゲージ１７００　阪神交易 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203041058 測量資機材 距離計 ライトスピード（携帯型レーザー距離測定器） ニトロ１６００　ケース付き 阪神交易 距離計　ライトスピード ニトロ１６００　阪神交易 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203041050 測量資機材 距離計 ライトスピード（携帯型レーザー距離測定器） フュージョン１０　ケース付き 阪神交易 距離計　ライトスピード フュージョン１０　阪神交易 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203041052 測量資機材 距離計 ライトスピード（携帯型レーザー距離測定器） フュージョン１２ＥＸ　ケース付き 阪神交易 距離計　ライトスピード フュージョン１２ＥＸ　阪神交易 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203041060 測量資機材 距離計 ライトスピード（携帯型レーザー距離測定器） プライム１３００ＤＸ　ケース付き 阪神交易 距離計　ライトスピード プライム１３００ＤＸ　阪神交易 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203041038 測量資機材 距離計 トゥルーパルス（携帯型レーザー距離測定器） トゥルーパルス２００　ケース付き 阪神交易 距離計　トゥルーパルス トゥルーパルス２００　阪神交易 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203041046 測量資機材 距離計 トゥルーパルス（携帯型レーザー距離測定器） トゥルーパルス２００Ｌ　ケース付き 阪神交易 距離計　トゥルーパルス トゥルーパルス２００Ｌ阪神交易 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203122038
測量資機材 トータルステーション トータルステーション（画像付き・自動追尾・ノンプリズム） ＩＳ３０５　本体の
み トプコンソキアポジショニングジャパン

トータルステーション ＩＳ３０５　本体　トプコン 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203121528 測量資機材 トータルステーション トータルステーション ＮＳＴ－４０５Ｃ　本体のみ ニコン・トリンブル トータルステーション ＮＳＴ－４０５Ｃ　本体　ニコン 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203121530 測量資機材 トータルステーション トータルステーション Ｎｉｖｏ－Ｚ２　本体のみ ニコン・トリンブル トータルステーション Ｎｉｖｏ－Ｚ２　本体　ニコン 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203122040 測量資機材 トータルステーション トータルステーション Ｖ－２８０Ｐｃ　本体のみ ＴＩアサヒ トータルステーション Ｖ－２８０Ｐｃ本体　ＴＩアサヒ 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203122042 測量資機材 トータルステーション トータルステーション（ノンプリズム） Ｒ－４３０ＮＭ　本体のみ ＴＩアサヒ トータルステーション Ｒ－４３０ＮＭ本体　ＴＩアサヒ 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203122044 測量資機材 トータルステーション トータルステーション（ノンプリズム） Ｒ－４５０ＮＭ　本体のみ ＴＩアサヒ トータルステーション Ｒ－４５０ＮＭ本体　ＴＩアサヒ 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203122046 測量資機材 トータルステーション トータルステーション（ノンプリズム） Ｒ－４６０ＮＭ　本体のみ ＴＩアサヒ トータルステーション Ｒ－４６０ＮＭ本体　ＴＩアサヒ 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203122048 測量資機材 トータルステーション トータルステーション（ノンプリズム） Ｖ－２８０ＮＳｃ　本体のみ ＴＩアサヒ トータルステーション Ｖ－２８０ＮＳｃ本体ＴＩアサヒ 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203031030 測量資機材 レーザー 重機用レベルセンサー ＬＳ－Ｂ１１０Ｗ トプコンソキアポジショニングジャパン 重機用レベルセンサー ＬＳ－Ｂ１１０Ｗトプコンソキア 台 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203070004
測量資機材 測量杭 測量境界杭（プラスチック）　ＪＩＳ　Ｋ　６９３２ デルタＡ４５　４５×４５×４５０ｍｍ リ
プロ

測量境界杭 デルタＡ４５　リプロ 本 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203070006
測量資機材 測量杭 測量境界杭（プラスチック）　ＪＩＳ　Ｋ　６９３２ カールイＡ６０　４５×４５×６００ｍｍ
リプロ

測量境界杭 カールイＡ６０　リプロ 本 785 ○ ○ 6203 測量機材
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測量資機材―ブランド品― 6203070008
測量資機材 測量杭 測量境界杭（プラスチック）　ＪＩＳ　Ｋ　６９３２ カールイＢＡ４５　７０×７０×４５０ｍｍ
リプロ

測量境界杭 カールイＢＡ４５　リプロ 本 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203070010
測量資機材 測量杭 測量境界杭（プラスチック）　ＪＩＳ　Ｋ　６９３２ カールイＢＡ６０　７０×７０×６００ｍｍ
リプロ

測量境界杭 カールイＢＡ６０　リプロ 本 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203070012 測量資機材 測量杭 測量境界杭（プラスチック）　ＪＩＳ　Ｋ　６９３２ 図根点杭　９０×９０×７００ｍｍ リプロ 測量境界杭 図根点杭　リプロ 本 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203070020
測量資機材 測量杭 測量境界杭（プラスチック）　ＪＩＳ　Ｋ　６９３２ デルタミニ４０　３０×３０×４００ｍｍ
リプロ

測量境界杭 デルタミニ４０　リプロ 本 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203070022 測量資機材 測量杭 測量境界杭（プラスチック）　ＪＩＳ外品 デルタミニ３０　３０×３０×３００ｍｍ リプロ 測量境界杭 デルタミニ３０ＪＩＳ外品リプロ 本 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203070016 測量資機材 測量杭 測量境界杭（プラスチック）　ＪＩＳ外品 仮杭（赤）　４×３５×４００ｍｍ リプロ 測量境界杭 仮杭（赤）　ＪＩＳ外品　リプロ 本 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203070018 測量資機材 測量杭 測量境界杭（プラスチック）　ＪＩＳ外品 仮杭（白）　４×３５×４００ｍｍ リプロ 測量境界杭 仮杭（白）　ＪＩＳ外品　リプロ 本 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203071002
測量資機材 測量杭 高速道路型用地境界杭（プラスチック）　ＪＩＳ　Ｋ　６９３２ 「高速道路」４面入り　９０×９
０×９００ｍｍ リプロ

高速道路型用地境界杭 高速道路４面入り　リプロ 本 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203071004
測量資機材 測量杭 高速道路型道路敷界杭（プラスチック）　ＪＩＳ　Ｋ　６９３２ 「高速道路」４面入り　４５×４
５×６００ｍｍ リプロ

高速道路型道路敷界杭 高速道路４面入り　リプロ 本 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203070024 測量資機材 測量杭 情報杭 ＲＦＩＤタグ入り　４５×４５×４５０ｍｍ リプロ 情報杭　ＲＦＩＤタグ入り ４５×４５×４５０ｍｍ　リプロ 本 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203070026 測量資機材 測量杭 情報杭 ＲＦＩＤタグ入り　９０×９０×９００ｍｍ リプロ 情報杭　ＲＦＩＤタグ入り ９０×９０×９００ｍｍ　リプロ 本 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203080006 測量資機材 測量鋲 真鍮製基準点鋲　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ ＢＳ３０　φ３０×高８ｍｍ カクマル 真鍮製基準点鋲 ＢＳ３０　径３０ｍｍ　カクマル 個 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203080004 測量資機材 測量鋲 真鍮製基準点鋲　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ ＢＳ５０　φ５０×高１０ｍｍ カクマル 真鍮製基準点鋲 ＢＳ５０　径５０ｍｍ　カクマル 個 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203080008 測量資機材 測量鋲 真鍮製基準点鋲　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ ＢＳ６０　φ６０×高１０ｍｍ カクマル 真鍮製基準点鋲 ＢＳ６０　径６０ｍｍ　カクマル 個 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203080014 測量資機材 測量鋲 真鍮製基準点鋲　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ ＢＳ６３　φ６３×高１０ｍｍ カクマル 真鍮製基準点鋲 ＢＳ６３　径６３ｍｍ　カクマル 個 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203080010 測量資機材 測量鋲 真鍮製基準点鋲　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ ＢＳ７５　φ７５×高１０ｍｍ カクマル 真鍮製基準点鋲 ＢＳ７５　径７５ｍｍ　カクマル 個 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203080002 測量資機材 測量鋲 真鍮製基準点鋲　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ ＢＳ８０　φ８０×高１２ｍｍ カクマル 真鍮製基準点鋲 ＢＳ８０　径８０ｍｍ　カクマル 個 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203080012 測量資機材 測量鋲 真鍮製基準点鋲　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ ＢＳ１００　φ１００×高１５ｍｍ カクマル 真鍮製基準点鋲 ＢＳ１００径１００ｍｍカクマル 個 785 ○ ○ 6203 測量機材
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測量資機材―ブランド品― 6203080016 測量資機材 測量鋲 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外品 ＢＭ３０　φ３０×高９ｍｍ カクマル 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外 ＢＭ３０　径３０ｍｍ　カクマル 個 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203080018 測量資機材 測量鋲 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外品 ＢＭ５０　φ５０×高１１ｍｍ カクマル 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外 ＢＭ５０　径５０ｍｍ　カクマル 個 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203080020 測量資機材 測量鋲 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外品 ＢＭ６３　φ６３×高１２ｍｍ カクマル 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外 ＢＭ６３　径６３ｍｍ　カクマル 個 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203080022 測量資機材 測量鋲 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外品 ＢＭ７０　φ７０×高１５．５ｍｍ カクマル 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外 ＢＭ７０　径７０ｍｍ　カクマル 個 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203080024 測量資機材 測量鋲 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外品 ＢＭ７５　φ７５×高１５．５ｍｍ カクマル 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外 ＢＭ７５　径７５ｍｍ　カクマル 個 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203080026 測量資機材 測量鋲 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外品 ＢＭ８０　φ８０×高１５ｍｍ カクマル 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外 ＢＭ８０　径８０ｍｍ　カクマル 個 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203080028 測量資機材 測量鋲 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外品 ＢＭ１００　φ１００×高１５ｍｍ カクマル 真鍮製水準点鋲　ＪＩＳ外 ＢＭ１００径１００ｍｍカクマル 個 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203081010 測量資機材 真鍮製基準点鋲　１文字代 カクマル 真鍮製基準点鋲 １文字代　カクマル 点 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203090012
測量資機材 境界用標示板，境界プレート アルミ製境界用標示板　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ Ａ５０Ａ　角５０×高４
ｍｍ カクマル

アルミ製境界用標示板 Ａ５０Ａ　５０×４　カクマル 枚 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203090014
測量資機材 境界用標示板，境界プレート アルミ製境界用標示板　ＪＩＳ　Ｂ　７９１４－２ Ａ３５Ａ　角３５×高３
ｍｍ カクマル

アルミ製境界用標示板 Ａ３５Ａ　３５×３　カクマル 枚 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203090004 測量資機材 境界用標示板，境界プレート 真鍮製境界用標示板　ＪＩＳ外品 Ｂ５０Ａ　角５０×高２ｍｍ カクマル 真鍮製境界用標示板　ＪＩＳ外 Ｂ５０Ａ　５０×２　カクマル 枚 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203090006 測量資機材 境界用標示板，境界プレート 真鍮製境界用標示板　ＪＩＳ外品 Ｂ３５Ａ　角３５×高２ｍｍ カクマル 真鍮製境界用標示板　ＪＩＳ外 Ｂ３５Ａ　３５×２　カクマル 枚 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203090008
測量資機材 境界用標示板，境界プレート 真鍮製境界用標示板（市，町，村名入り）　ＪＩＳ外品 角５０×高２ｍｍ
カクマル

真鍮製境界用標示板　市町村名入 ＪＩＳ外品　５０×２　カクマル 枚 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203090010
測量資機材 境界用標示板，境界プレート 真鍮製境界用標示板（市，町，村名入り）　ＪＩＳ外品 角３５×高２ｍｍ
カクマル

真鍮製境界用標示板　市町村名入 ＪＩＳ外品　３５×２　カクマル 枚 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203091010 測量資機材 境界用標示板，境界プレート 境界用標示板穴あけ加工 カクマル 境界用標示板 穴あけ加工　カクマル 穴 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203090002
測量資機材 境界用標示板，境界プレート 国土交通省道路境界プレート　ＪＩＳ外品 縦４０×横１００×高２ｍｍ カ
クマル

国土交通省道路境界プレート ４０×１００×２ｍｍ　カクマル 枚 785 ○ ○ 6203 測量機材

測量資機材―ブランド品― 6203090502 測量資機材 境界用標示板，境界プレート 金属標リング φ８０用 リプロ 金属標リング 径８０用　リプロ 個 785 ○ ○ 6203 測量機材

旗ポール 6947011002 旗ポール ロープ埋込式 地上高５ｍ 旗ポール　ロープ埋込式 ５ｍ 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

2847 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

旗ポール 6947011004 旗ポール ロープ埋込式 地上高６ｍ 旗ポール　ロープ埋込式 ６ｍ 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947011006 旗ポール ロープ埋込式 地上高７ｍ 旗ポール　ロープ埋込式 ７ｍ 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947011008 旗ポール ロープ埋込式 地上高８ｍ 旗ポール　ロープ埋込式 ８ｍ 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947011010 旗ポール ロープ埋込式 地上高９ｍ 旗ポール　ロープ埋込式 ９ｍ 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947011012 旗ポール ロープ埋込式 地上高１０ｍ 旗ポール　ロープ埋込式 １０ｍ 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947011014 旗ポール ロープ埋込式 地上高１１ｍ 旗ポール　ロープ埋込式 １１ｍ 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947011016 旗ポール ロープ埋込式 地上高１２ｍ 旗ポール　ロープ埋込式 １２ｍ 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947015002 旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高５ｍ 旗ポールロープベース・バンド式 ５ｍ　アンカーボルト除く 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947015004 旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高６ｍ 旗ポールロープベース・バンド式 ６ｍ　アンカーボルト除く 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947015006 旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高７ｍ 旗ポールロープベース・バンド式 ７ｍ　アンカーボルト除く 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947015008 旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高８ｍ 旗ポールロープベース・バンド式 ８ｍ　アンカーボルト除く 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947015010 旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高９ｍ 旗ポールロープベース・バンド式 ９ｍ　アンカーボルト除く 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947015012 旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高１０ｍ 旗ポールロープベース・バンド式 １０ｍ　アンカーボルト除く 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947015014 旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高１１ｍ 旗ポールロープベース・バンド式 １１ｍ　アンカーボルト除く 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947015016 旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高１２ｍ 旗ポールロープベース・バンド式 １２ｍ　アンカーボルト除く 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947016001 旗ポール ハンドル埋込式 地上高５ｍ 旗ポール　ハンドル埋込式 ５ｍ 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947016002 旗ポール ハンドル埋込式 地上高６ｍ 旗ポール　ハンドル埋込式 ６ｍ 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947016003 旗ポール ハンドル埋込式 地上高７ｍ 旗ポール　ハンドル埋込式 ７ｍ 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール
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旗ポール 6947016004 旗ポール ハンドル埋込式 地上高８ｍ 旗ポール　ハンドル埋込式 ８ｍ 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947016005 旗ポール ハンドル埋込式 地上高９ｍ 旗ポール　ハンドル埋込式 ９ｍ 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947016006 旗ポール ハンドル埋込式 地上高１０ｍ 旗ポール　ハンドル埋込式 １０ｍ 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947016007 旗ポール ハンドル埋込式 地上高１１ｍ 旗ポール　ハンドル埋込式 １１ｍ 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947016008 旗ポール ハンドル埋込式 地上高１２ｍ 旗ポール　ハンドル埋込式 １２ｍ 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947017001 旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高５ｍ 旗ポール　ハンドルベース式 ５ｍ　アンカーボルト除く 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947017002 旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高６ｍ 旗ポール　ハンドルベース式 ６ｍ　アンカーボルト除く 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947017003 旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高７ｍ 旗ポール　ハンドルベース式 ７ｍ　アンカーボルト除く 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947017004 旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高８ｍ 旗ポール　ハンドルベース式 ８ｍ　アンカーボルト除く 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947017005 旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高９ｍ 旗ポール　ハンドルベース式 ９ｍ　アンカーボルト除く 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947017006 旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高１０ｍ 旗ポール　ハンドルベース式 １０ｍ　アンカーボルト除く 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947017007 旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高１１ｍ 旗ポール　ハンドルベース式 １１ｍ　アンカーボルト除く 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947017008 旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高１２ｍ 旗ポール　ハンドルベース式 １２ｍ　アンカーボルト除く 本 786 ○ ○ 6947 旗ポール

試験器・測定器【公表価格】 6201230006 試験器・測定器 地盤工学会型一面せん断試験機 ＭＩＳ－２３３－１－０４型 容量２ｋＮ マルイ 地盤工学会型一面せん断試験機 ＭＩＳ－２３３－１－０４型 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201230008
試験器・測定器 土の自動三軸圧縮試験機「ハイマルチ」 ＭＩＳ－２３５－１－７６型 ４連タイプ　垂直荷重１ｋＮ×
４連 マルイ

土の自動三軸圧縮試験機 ＭＩＳ－２３５－１－７６型 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201150014
試験器・測定器 土の自動三軸圧縮試験機「ハイマルチⅡ」 ＭＩＳ－２３５－１－７８型 ４連タイプ　垂直荷重５ｋＮ
×４連 マルイ

土の自動三軸圧縮試験機 ＭＩＳ－２３５－１－７８型 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201120009 試験器・測定器 ひずみ計（測温機能付き） ＢＳ－２５ＢＴ ひずみゲージ式 共和電業 ひずみ計 ＢＳ－２５ＢＴ測温機能付　共和 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201120002 試験器・測定器 ひずみ計（測温機能付き） ＢＳ－８ＦＴ ひずみゲージ式 共和電業 ひずみ計 ＢＳ－８ＦＴ　測温機能付　共和 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

2849 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

試験器・測定器【公表価格】 6201130001 試験器・測定器 継目計（測温機能付き） ＢＪ－５ＡＴ ひずみゲージ式 共和電業 継目計 ＢＪ－５ＡＴ　測温機能付　共和 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201130002 試験器・測定器 継目計（測温機能付き） ＢＪ－１０ＡＴ ひずみゲージ式 共和電業 継目計 ＢＪ－１０ＡＴ測温機能付　共和 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201140001 試験器・測定器 鉄筋計（測温機能付き） ＢＦ－１０ＣＴ ひずみゲージ式　鉄筋径１０ｍｍ 共和電業 鉄筋計 ＢＦ－１０ＣＴ測温機能付　共和 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201140002 試験器・測定器 鉄筋計（測温機能付き） ＢＦ－１３ＣＴ ひずみゲージ式　鉄筋径１３ｍｍ 共和電業 鉄筋計 ＢＦ－１３ＣＴ測温機能付　共和 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201140003 試験器・測定器 鉄筋計（測温機能付き） ＢＦ－１６ＣＴ ひずみゲージ式　鉄筋径１６ｍｍ 共和電業 鉄筋計 ＢＦ－１６ＣＴ測温機能付　共和 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201220003 試験器・測定器 センターホール型荷重計 ＢＬ－５００ＫＢ～５ＴＢ ひずみゲージ式　５～５０ｋＮ 共和電業 センターホール型荷重計 ＢＬ５００ＫＢ～５ＴＢ共和電業 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201220004 試験器・測定器 センターホール型荷重計 ＢＬ－１０ＴＢ ひずみゲージ式　１００ｋＮ 共和電業 センターホール型荷重計 ＢＬ１０ＴＢ　共和電業 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201220005 試験器・測定器 センターホール型荷重計 ＢＬ－２０ＴＢ，５０ＴＢ ひずみゲージ式　２００～５００ｋＮ 共和電業 センターホール型荷重計 ＢＬ２０ＴＢ　５０ＴＢ共和電業 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201150013 試験器・測定器 土圧計 ＢＥＥ－Ａ－２００ＫＰ ひずみゲージ式　２００ｋＰａ 共和電業 土圧計 ＢＥＥ－Ａ－２００ＫＰ共和電業 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201150012 試験器・測定器 土圧計 ＢＥＥ－Ａ－５００ＫＰ ひずみゲージ式　５００ｋＰａ 共和電業 土圧計 ＢＥＥ－Ａ－５００ＫＰ共和電業 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201270002 試験器・測定器 水圧計 ＢＰＢ－Ａ－２００ＫＰ ２００ｋＰａ 共和電業 水圧計 ＢＰＢ－Ａ－２００ＫＰ共和電業 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201150008 試験器・測定器 壁面用土圧計 ＥＥＰ－５１００Ｇ １～１２ｋｇｆ／ｃｍ２　差動トランス式 坂田電機 壁面用土圧計 ＥＥＰ－５１００Ｇ　坂田電機 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201150015 試験器・測定器 土中用土圧計 ＥＥＰ－５３００Ｃ－７ １～１０ｋｇｆ／ｃｍ２ 坂田電機 土中用土圧計 ＥＥＰ－５３００Ｃ－７坂田電機 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201260002 試験器・測定器 土中用間隙水圧計 ＥＰＰ－５６０１～５６１０ １～１０ｋｇｆ／ｃｍ２ 坂田電機 土中用間隙水圧計 ＥＰＰ－５６０１～５６１０坂田 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201170002 試験器・測定器 変位計 ＥＤＬ－５０１０Ｗ　防水型 ±５．０ｍｍ 坂田電機 変位計 ＥＤＬ－５０１０Ｗ　坂田電機 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201250002 試験器・測定器 温度計 ＥＴＨ－５２０８Ｔ －２０～＋８０℃ 坂田電機 温度計 ＥＴＨ－５２０８Ｔ　坂田電機 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201120003 試験器・測定器 ひずみ計 ＥＳＮ－５１５ＢＣ コンクリート用　±１０００μ 坂田電機 ひずみ計 ＥＳＮ－５１５ＢＣ　坂田電機 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201120005 試験器・測定器 ひずみ計 ＥＳＮ－５２０ＡＵ 打込み用　±５００μ 坂田電機 ひずみ計 ＥＳＮ－５２０ＡＵ　坂田電機 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

2850 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

試験器・測定器【公表価格】 6201160010 試験器・測定器 挿入式傾斜計 ＥＩＮ－５０３０Ｇ ケーブル３０ｍ付き 坂田電機 挿入式傾斜計 ＥＩＮ－５０３０Ｇ　坂田電機 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201140005 試験器・測定器 鉄筋計 ＥＳＲ－５２９Ａ，Ｂ，Ｃ 鉄筋径２９ｍｍ 坂田電機 鉄筋計 ＥＳＲ－５２９Ａ・Ｂ・Ｃ　坂田 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201120010 試験器・測定器 差動トランス式ひずみ計 ＭＳＴ－２１０Ａ 耐水標準型　±０．５ｍｍ 自動制御技術研究所 差動トランス式ひずみ計 ＭＳＴ－２１０Ａ　自動制御 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201120011
試験器・測定器 差動トランス式ひずみ計 ＭＳＴ－２１０Ｂ 圧力バランス耐振耐水型　±０．５ｍｍ 自動制御技術研
究所

差動トランス式ひずみ計 ＭＳＴ－２１０Ｂ　自動制御 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201140010 試験器・測定器 差動トランス式鉄筋計 ＢＳ－Ｄ２９－Ｂ 鉄筋棒Ｄ２９用　±３４５Ｎ／ｍｍ２ 自動制御技術研究所 差動トランス式鉄筋計 ＢＳ－Ｄ２９－Ｂ　自動制御 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201270004 試験器・測定器 差動トランス式間隙水圧計 Ｐ－７ ボーリング孔用φ５０　０．７ＭＰａ 自動制御技術研究所 差動トランス式間隙水圧計 Ｐ－７　自動制御 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201270006 試験器・測定器 差動トランス式間隙水圧計 Ｐ－２０－φ６０ ボーリング孔用φ６０　２ＭＰａ 自動制御技術研究所 差動トランス式間隙水圧計 Ｐ－２０－φ６０　自動制御 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201160020
試験器・測定器 差動トランス式固定型傾斜計 ＩＮＡ－６０ 最大±１（度）分解能１／５０００（度） 自動制御技術
研究所

差動トランス式固定型傾斜計 ＩＮＡ－６０　自動制御 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201160022
試験器・測定器 差動トランス式固定型傾斜計 ＩＮＡ－１５０ 最大±２．５（度）分解能１／２０００（度） 自動制
御技術研究所

差動トランス式固定型傾斜計 ＩＮＡ－１５０　自動制御 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201160024
試験器・測定器 差動トランス式固定型傾斜計 ＩＮＡ－３００ 最大±５（度）分解能１／１０００（度） 自動制御技
術研究所

差動トランス式固定型傾斜計 ＩＮＡ－３００　自動制御 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201160026
試験器・測定器 差動トランス式ローラー型傾斜計 ＩＮＡ－３００Ｒ 最大±５（度）分解能１／１０００（度） 自動
制御技術研究所

差動トランス式ローラー型傾斜計 ＩＮＡ－３００Ｒ　自動制御 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201160028
試験器・測定器 自動ローラー型傾斜計 ＡＲＫ－１２０Ｂ 最大±２．５（度）分解能１／２０００（度） 自動制御技
術研究所

自動ローラー型傾斜計 ＡＲＫ－１２０Ｂ　自動制御 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201220006 試験器・測定器 センターホール型荷重計 ＫＣＥ－５００ＫＮＡ 容量５００ｋＮ 東京測器研究所 センターホール型荷重計 ＫＣＥ－５００ＫＮＡ　東京測器 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201220007 試験器・測定器 センターホール型荷重計 ＫＣＥ－１ＭＮＡ 容量１ＭＮ 東京測器研究所 センターホール型荷重計 ＫＣＥ－１ＭＮＡ　東京測器 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201120012 試験器・測定器 埋込型ひずみ計 ＫＭ－１００Ｂ ±５０００×１０－６ひずみ 東京測器研究所 埋込型ひずみ計 ＫＭ－１００Ｂ　東京測器 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201140013 試験器・測定器 鉄筋計 ＫＳＡＴ－１０Ａ，１３Ａ，１６Ａ Ｄ１０，Ｄ１３，Ｄ１６用　測温機能付 東京測器研究所 鉄筋計 ＫＳＡＴ－１０Ａ１３Ａ１６Ａ 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201140014 試験器・測定器 鉄筋計 ＫＳＡＴ－１９Ａ，２２Ａ，２５Ａ Ｄ１９，Ｄ２２，Ｄ２５用　測温機能付 東京測器研究所 鉄筋計 ＫＳＡＴ－１９Ａ２２Ａ２５Ａ 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201170008 試験器・測定器 高感度変位計 ＣＤＰ－１０，２５ 容量１０，２５ｍｍ 東京測器研究所 高感度変位計 ＣＤＰ－１０・２５　東京測器 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材
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試験器・測定器【公表価格】 6201170009 試験器・測定器 高感度変位計 ＣＤＰ－１０Ｂ，２５Ｂ 容量１０，２５ｍｍ　防滴型 東京測器研究所 高感度変位計 ＣＤＰ－１０Ｂ・２５Ｂ東京測器 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201010036 試験器・測定器 万能材料試験機 ＭＲＡ－１００－Ｆ２ 全自動型　容量１０００ｋＮ 前川試験機製作所 万能材料試験機 ＭＲＡ－１００－Ｆ２　前川 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201010040 試験器・測定器 万能材料試験機 ＭＲＡ－１００Ｂ－Ｆ２ 全自動型　容量１０００ｋＮ 前川試験機製作所 万能材料試験機 ＭＲＡ－１００Ｂ－Ｆ２　前川 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201010038 試験器・測定器 万能材料試験機 ＭＲＡ－２００Ｂ－Ｆ２ 全自動型　容量２０００ｋＮ 前川試験機製作所 万能材料試験機 ＭＲＡ－２００Ｂ－Ｆ２　前川 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201020042 試験器・測定器 耐圧試験機 ＡＣＡ－１００Ａ－Ｂ２ 全自動型　容量１０００ｋＮ 前川試験機製作所 耐圧試験機 ＡＣＡ－１００Ａ－Ｂ２　前川 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201020036 試験器・測定器 耐圧試験機 ＡＣＡ－２００Ａ－Ｂ２ 全自動型　容量２０００ｋＮ 前川試験機製作所 耐圧試験機 ＡＣＡ－２００Ａ－Ｂ２　前川 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201020044 試験器・測定器 耐圧試験機 ＡＣＡ－３００Ａ－Ｂ２ 全自動型　容量３０００ｋＮ 前川試験機製作所 耐圧試験機 ＡＣＡ－３００Ａ－Ｂ２　前川 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201020040 試験器・測定器 耐圧試験機 ＡＣＡ－５００Ｄ－Ｆ３１ 全自動型　容量５０００ｋＮ 前川試験機製作所 耐圧試験機 ＡＣＡ－５００Ｄ－Ｆ３１　前川 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201180003 試験器・測定器 突固め試験装置 ＳＧ－１０ ＪＩＳ型 丸東製作所 突固め試験装置 ＳＧ－１０　丸東製作所 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201180005 試験器・測定器 自動突固め試験装置 ＳＧ－１７ 標準型 丸東製作所 自動突固め試験装置 ＳＧ－１７　丸東製作所 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201200010 試験器・測定器 変水位透水試験装置 Ｓ１２－Ｊ ＪＩＳ型 丸東製作所 変水位透水試験装置 Ｓ１２－Ｊ　丸東製作所 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201200011 試験器・測定器 定水位透水試験装置 Ｓ１２－１ ＪＩＳ型 丸東製作所 定水位透水試験装置 Ｓ１２－１　丸東製作所 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201210003 試験器・測定器 圧密試験器 Ｓ４３－２ＵＬ－１ 標準・軽量型２連 丸東製作所 圧密試験機 Ｓ４３－２ＵＬ－１　丸東製作所 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201210004 試験器・測定器 圧密試験器 Ｓ４３－３ＵＬ－１ 標準・軽量型３連 丸東製作所 圧密試験機 Ｓ４３－３ＵＬ－１　丸東製作所 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201240002 試験器・測定器 コーン・ペネトロメーター Ｓ４４ １００ｋｇ 丸東製作所 コーン・ペネトロメーター Ｓ４４　丸東製作所 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201240001 試験器・測定器 スウェーデン式貫入試験器 Ｓ６４ 丸東製作所 スウェーデン式貫入試験器 Ｓ６４　丸東製作所 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201070002 試験器・測定器 ハンドオーガー Ｓ１５－１Ｂ 径１０ｃｍ 丸東製作所 ハンドオーガー Ｓ１５－１Ｂ　丸東製作所 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201190004 試験器・測定器 ＣＢＲ試験装置 Ｓ４７ Ｓ４７型 丸東製作所 ＣＢＲ試験装置 Ｓ４７　丸東製作所 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材
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試験器・測定器【公表価格】 6201190005 試験器・測定器 ＣＢＲ試験装置 Ｓ０３ Ｓ０３型 丸東製作所 ＣＢＲ試験装置 Ｓ０３　丸東製作所 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201030002 試験器・測定器 円柱状型枠 Ｃ１９Ａ φ１５×３０ｃｍ 丸東製作所 供試体型枠　円柱状型枠 Ｃ１９Ａ　丸東製作所 個 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201040002 試験器・測定器 スランプ試験機 Ｃ２１ コンクリート用 丸東製作所 スランプ試験機 Ｃ２１　コンクリ用　丸東製作所 個 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201050004 試験器・測定器 エアーメーター Ｃ１３ＷＰ ７ｌ 丸東製作所 エアーメーター Ｃ１３ＷＰ　丸東製作所 台 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201290004 試験器・測定器 埋設ケーブル探索機 ５０１ 探索可能距離２ｋｍ グッドマン 埋設ケーブル探索機 ５０１　グッドマン セット 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201290008 試験器・測定器 デジタル式埋設ケーブル探索機 ＢＬＭ２０１５ ０Ｖ～高圧線対応 グッドマン デジタル式埋設ケーブル探索機 ＢＬＭ２０１５　グッドマン セット 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201290012 試験器・測定器 リチウムパワートレーサー ＰＴＲ６００ＲＣ ０～６００ＶＡＣ対応 グッドマン リチウムパワートレーサー ＰＴＲ６００ＲＣ　グッドマン セット 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201290014 試験器・測定器 多心線対照機 ＣＭＴ４２ＤＳ 非接触送信 グッドマン 多心線対照機 ＣＭＴ４２ＤＳ　グッドマン セット 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

試験器・測定器【公表価格】 6201290016 試験器・測定器 フォルトキャスター ＦＣ２００ 測長距離２ｋｍ グッドマン フォルトキャスター ＦＣ２００　グッドマン セット 786 ○ ○ 6201 試験・測定器材

ロープ用金物 6935020602 ロープ用金物 ターンバックル（両フック型） ６ｍｍ×１００ｍｍ ロープ用金物　ターンバックル 両フック型　６×１００ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935020604 ロープ用金物 ターンバックル（両フック型） ９ｍｍ×１５０ｍｍ ロープ用金物　ターンバックル 両フック型　９×１５０ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935020606 ロープ用金物 ターンバックル（両フック型） １２ｍｍ×２００ｍｍ ロープ用金物　ターンバックル 両フック型　１２×２００ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935020608 ロープ用金物 ターンバックル（両フック型） １６ｍｍ×２５０ｍｍ ロープ用金物　ターンバックル 両フック型　１６×２５０ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935020610 ロープ用金物 ターンバックル（両フック型） １９ｍｍ×３００ｍｍ ロープ用金物　ターンバックル 両フック型　１９×３００ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935020612 ロープ用金物 ターンバックル（両フック型） ２２ｍｍ×３２５ｍｍ ロープ用金物　ターンバックル 両フック型　２２×３２５ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935020614 ロープ用金物 ターンバックル（両フック型） ２５ｍｍ×３５０ｍｍ ロープ用金物　ターンバックル 両フック型　２５×３５０ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935020616 ロープ用金物 ターンバックル（両フック型） ３２ｍｍ×４００ｍｍ ロープ用金物　ターンバックル 両フック型　３２×４００ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935020618 ロープ用金物 ターンバックル（両フック型） ３８ｍｍ×４５０ｍｍ ロープ用金物　ターンバックル 両フック型　３８×４５０ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ
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ロープ用金物 6935021002 ロープ用金物 並シャックル（黒ねじ込み） ９ｍｍ ロープ用金物　並シャックル 黒ねじ込み　９ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021004 ロープ用金物 並シャックル（黒ねじ込み） １２ｍｍ ロープ用金物　並シャックル 黒ねじ込み　１２ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021006 ロープ用金物 並シャックル（黒ねじ込み） １６ｍｍ ロープ用金物　並シャックル 黒ねじ込み　１６ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021008 ロープ用金物 並シャックル（黒ねじ込み） １９ｍｍ ロープ用金物　並シャックル 黒ねじ込み　１９ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021010 ロープ用金物 並シャックル（黒ねじ込み） ２２ｍｍ ロープ用金物　並シャックル 黒ねじ込み　２２ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021012 ロープ用金物 並シャックル（黒ねじ込み） ２５ｍｍ ロープ用金物　並シャックル 黒ねじ込み　２５ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021014 ロープ用金物 並シャックル（黒ねじ込み） ３２ｍｍ ロープ用金物　並シャックル 黒ねじ込み　３２ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021502 ロープ用金物 ワイヤクリップ １２ｍｍ鋳物 ロープ用金物　ワイヤクリップ 鋳物　１２ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021504 ロープ用金物 ワイヤクリップ １６ｍｍ鋳物 ロープ用金物　ワイヤクリップ 鋳物　１６ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021506 ロープ用金物 ワイヤクリップ １９ｍｍ鋳物 ロープ用金物　ワイヤクリップ 鋳物　１９ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021508 ロープ用金物 ワイヤクリップ ２２ｍｍ鋳物 ロープ用金物　ワイヤクリップ 鋳物　２２ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021510 ロープ用金物 ワイヤクリップ ２５ｍｍ鋳物 ロープ用金物　ワイヤクリップ 鋳物　２５ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021516 ロープ用金物 ワイヤクリップ １０ｍｍ鍛造（ＦＲ型） ロープ用金物　ワイヤクリップ 鍛造　ＦＲ型　１０ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021518 ロープ用金物 ワイヤクリップ １２ｍｍ鍛造（ＦＲ型） ロープ用金物　ワイヤクリップ 鍛造　ＦＲ型　１２ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021520 ロープ用金物 ワイヤクリップ １６ｍｍ鍛造（ＦＲ型） ロープ用金物　ワイヤクリップ 鍛造　ＦＲ型　１６ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021522 ロープ用金物 ワイヤクリップ １８ｍｍ鍛造（ＦＲ型） ロープ用金物　ワイヤクリップ 鍛造　ＦＲ型　１８ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021524 ロープ用金物 ワイヤクリップ ２５ｍｍ鍛造（ＦＲ型） ロープ用金物　ワイヤクリップ 鍛造　ＦＲ型　２５ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021526 ロープ用金物 ワイヤクリップ ３８ｍｍ鍛造（ＦＲ型） ロープ用金物　ワイヤクリップ 鍛造　ＦＲ型　３８ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ
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ロープ用金物 6935021528 ロープ用金物 ワイヤクリップ ５０ｍｍ鍛造（ＦＲ型） ロープ用金物　ワイヤクリップ 鍛造　ＦＲ型　５０ｍｍ 個 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ加工品 6935022002 ロープ加工品 ワイヤモッコ １２ｍｍ×９ｍｍ×１，２００ｍｍ ロープ加工品　ワイヤモッコ １２×９×１２００ｍｍ 枚 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ加工品 6935022004 ロープ加工品 ワイヤモッコ １２ｍｍ×９ｍｍ×１，５００ｍｍ ロープ加工品　ワイヤモッコ １２×９×１５００ｍｍ 枚 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ加工品 6935022006 ロープ加工品 ワイヤモッコ １２ｍｍ×９ｍｍ×１，８００ｍｍ ロープ加工品　ワイヤモッコ １２×９×１８００ｍｍ 枚 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ加工品 6935022008 ロープ加工品 ワイヤモッコ １２ｍｍ×９ｍｍ×２，１００ｍｍ ロープ加工品　ワイヤモッコ １２×９×２１００ｍｍ 枚 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ加工品 6935022502 ロープ加工品 台付きワイヤ １２ｍｍ×４ｍ ロープ加工品　台付きワイヤ １２ｍｍ×４ｍ 本 787 ○ ○ 6935 ロープ

ロープ加工品 6935022504 ロープ加工品 台付きワイヤ １６ｍｍ×５ｍ ロープ加工品　台付きワイヤ １６ｍｍ×５ｍ 本 787 ○ ○ 6935 ロープ

繊維ロープ 6935010504 繊維ロープ ナイロンロープ マルチフィラメント 径９ｍｍ ナイロンロープ 径９ｍｍ ｋｇ 787 ○ ○ 6935 ロープ

繊維ロープ 6935010502 繊維ロープ ナイロンロープ マルチフィラメント 径１０ｍｍ（以上） ナイロンロープ 径１０ｍｍ以上 ｋｇ 787 ○ ○ 6935 ロープ

繊維ロープ 6935011002 繊維ロープ ポリエチレンロープ モノフィラメント 径１０ｍｍ（以上） ポリエチレンロープ 径１０ｍｍ以上 ｋｇ 787 ○ ○ 6935 ロープ

繊維ロープ 6935011502 繊維ロープ ビニロンロープ スパン索 径１０ｍｍ（以上） ビニロンロープ スパン索　径１０ｍｍ以上 ｋｇ 787 ○ ○ 6935 ロープ

繊維ロープ 6935012002 繊維ロープ ポリプロピレンロープ スパン索 径１０ｍｍ（以上） ポリプロピレンロープ スパン索　径１０ｍｍ以上 ｋｇ 787 ○ ○ 6935 ロープ

繊維ロープ 6935012004 繊維ロープ ポリプロピレンロープ マルチフィラメント 径１０ｍｍ（以上） ポリプロピレンロープ 径１０ｍｍ以上 ｋｇ 787 ○ ○ 6935 ロープ

繊維ロープ 6935012502 繊維ロープ マニラロープ 上級１類１種 径１０ｍｍ（以上） マニラロープ マニラ　上級　径１０ｍｍ以上 ｋｇ 787 ○ ○ 6935 ロープ

繊維ロープ 6935012504 繊維ロープ マニラロープ 中級２類１種 径１０ｍｍ（以上） マニラロープ マニラ　中級　径１０ｍｍ以上 ｋｇ 787 ○ ○ 6935 ロープ

繊維ロープ 6935012506 繊維ロープ マニラロープ 下級２類２種 径１０ｍｍ（以上） マニラロープ マニラ　下級　径１０ｍｍ以上 ｋｇ 787 ○ ○ 6935 ロープ

繊維ロープ 6935012510 繊維ロープ サイザルロープ 径１０ｍｍ（以上） サイザルロープ 径１０ｍｍ以上 ｋｇ 787 ○ ○ 6935 ロープ

繊維ロープ 6935030002 繊維ロープ トラロープ 径９ｍｍ トラロープ ９ｍｍ ｋｇ 787 ○ ○ 6935 ロープ
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燃料油 0933012010 燃料油 ガソリン レギュラー ローリー レギュラーガソリン ローリー リットル 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933021010 燃料油 灯油 白灯油，業務用 ローリー 白灯油 業務用　ローリー リットル 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933030010 燃料油 軽油 ローリー 軽油 ローリー リットル 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933041115 燃料油 重油 Ａ重油（陸上）硫黄分０．１％以下 ローリー Ａ重油　陸上 硫黄分０．１％以下　ローリー リットル 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933041015 燃料油 重油 Ａ重油（陸上）硫黄分０．５％以下 ローリー Ａ重油　陸上 硫黄分０．５％以下　ローリー リットル 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933043015 燃料油 重油 Ｃ重油（陸上）硫黄分２．５％以下 ローリー Ｃ重油　陸上 硫黄分２．５％以下　ローリー リットル 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933041055 燃料油 重油 Ａ重油（海上）硫黄分０．５％以下 バージ Ａ重油　海上 硫黄分０．５％以下　バージ リットル 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933043115 燃料油 重油 Ｃ重油（海上）硫黄分０．５％以下 バージ Ｃ重油　海上 硫黄分０．５％以下　バージ リットル 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933043055 燃料油 重油 Ｃ重油（海上）硫黄分３．０％以下 バージ Ｃ重油　海上 硫黄分３％以下　バージ リットル 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933021020 燃料油 灯油 白灯油，業務用 小型ローリー 白灯油 業務用　小型ローリー リットル 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933030020 燃料油 軽油 小型ローリー 軽油 小型ローリー リットル 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933030050 燃料油 軽油 パトロール給油 小型ローリー 軽油 パトロール給油　小型ローリー リットル 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933041125 燃料油 重油 Ａ重油（陸上）硫黄分０．１％以下 小型ローリー Ａ重油　陸上 硫黄分０．１％以下小型ローリー リットル 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933041025 燃料油 重油 Ａ重油（陸上）硫黄分０．５％以下 小型ローリー Ａ重油　陸上 硫黄分０．５％以下小型ローリー リットル 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933011040 燃料油 ガソリン ハイオク（無鉛） スタンド ハイオクガソリン　無鉛 スタンド リットル 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933012040 燃料油 ガソリン レギュラー スタンド レギュラーガソリン スタンド リットル 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933021040 燃料油 灯油 白灯油（１８ｌ缶） スタンド 白灯油 １８Ｌ缶入　スタンド 缶 788 ○ ○ 0933 燃料

燃料油 0933030040 燃料油 軽油 スタンド 軽油 スタンド リットル 788 ○ ○ 0933 燃料
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建設機械用潤滑油 0935010140 建設機械用潤滑油 ガソリンエンジン油 ＳＬ級 陸用３種 ドラム ガソリンエンジン油 ＳＬ級　陸用３種　ドラム リットル 790 ○ ○ 0935 潤滑油

建設機械用潤滑油 0935010170 建設機械用潤滑油 ガソリンエンジン油 ＳＭ級 陸用３種 ドラム ガソリンエンジン油 ＳＭ級　陸用３種　ドラム リットル 790 ○ ○ 0935 潤滑油

建設機械用潤滑油 0935010180 建設機械用潤滑油 ガソリンエンジン油 ＳＮ級 陸用３種 ドラム ガソリンエンジン油 ＳＮ級　陸用３種　ドラム リットル 790 ○ ○ 0935 潤滑油

建設機械用潤滑油 0935010050 建設機械用潤滑油 ガソリンエンジン油 ２サイクル 陸用３種 ドラム ガソリンエンジン油 ２サイクル　ドラム リットル 790 ○ ○ 0935 潤滑油

建設機械用潤滑油 0935020030 建設機械用潤滑油 ディーゼルエンジン油 ＣＤ級 ドラム ディーゼルエンジン油 ＣＤ級　ドラム リットル 790 ○ ○ 0935 潤滑油

建設機械用潤滑油 0935020080 建設機械用潤滑油 ディーゼルエンジン油 ＣＤ級　マルチグレード ドラム ディーゼルエンジン油 ＣＤ級　マルチグレード　ドラム リットル 790 ○ ○ 0935 潤滑油

建設機械用潤滑油 0935020100 建設機械用潤滑油 ディーゼルエンジン油 ＣＥ級 ドラム ディーゼルエンジン油 ＣＥ級　ドラム リットル 790 ○ ○ 0935 潤滑油

建設機械用潤滑油 0935020090 建設機械用潤滑油 ディーゼルエンジン油 ＣＥ級　マルチグレード ドラム ディーゼルエンジン油 ＣＥ級　マルチグレード　ドラム リットル 790 ○ ○ 0935 潤滑油

建設機械用潤滑油 0935020160 建設機械用潤滑油 ディーゼルエンジン油 ＣＦ－４級 ドラム ディーゼルエンジン油 ＣＦ－４級　ドラム リットル 790 ○ ○ 0935 潤滑油

建設機械用潤滑油 0935030010 建設機械用潤滑油 ギヤー油 ＧＬ－３　自動車１種 ＳＡＥ９０ ドラム ギヤー油 ＧＬ－３　１種ＳＡＥ９０ドラム リットル 790 ○ ○ 0935 潤滑油

建設機械用潤滑油 0935030020 建設機械用潤滑油 ギヤー油 ＧＬ－４　自動車２種 ＳＡＥ９０ ドラム ギヤー油 ＧＬ－４　２種ＳＡＥ９０ドラム リットル 790 ○ ○ 0935 潤滑油

建設機械用潤滑油 0935030030 建設機械用潤滑油 ギヤー油 ＧＬ－５　自動車３種 ＳＡＥ９０ ドラム ギヤー油 ＧＬ－５　３種ＳＡＥ９０ドラム リットル 790 ○ ○ 0935 潤滑油

建設機械用潤滑油 0935030040 建設機械用潤滑油 ギヤー油 ＧＬ－５　自動車３種 ＳＡＥ１４０ ドラム ギヤー油 ＧＬ－５　ＳＡＥ１４０　ドラム リットル 790 ○ ○ 0935 潤滑油

建設機械用潤滑油 0943010010 建設機械用潤滑油 油圧作動油 Ｒ＆Ｏ型 ３２ｃＳｔ ドラム 油圧作動油 Ｒ＆Ｏ型　３２ｃＳｔ　ドラム リットル 790 ○ ○ 0943 特殊潤滑油

建設機械用潤滑油 0943010020 建設機械用潤滑油 油圧作動油 Ｒ＆Ｏ型 ６８ｃＳｔ（５６ｃＳｔ） ドラム 油圧作動油 Ｒ＆Ｏ型　６８ｃＳｔ　ドラム リットル 790 ○ ○ 0943 特殊潤滑油

建設機械用潤滑油 0943010030 建設機械用潤滑油 油圧作動油 低流動点型 ３２ｃＳｔ ドラム 油圧作動油 低流動点型　３２ｃＳｔ　ドラム リットル 790 ○ ○ 0943 特殊潤滑油

建設機械用潤滑油 0943010040 建設機械用潤滑油 油圧作動油 耐摩耗性型 ３２ｃＳｔ ドラム 油圧作動油 耐摩耗性型　３２ｃＳｔ　ドラム リットル 790 ○ ○ 0943 特殊潤滑油

建設機械用潤滑油 0943020010 建設機械用潤滑油 コンプレッサー油 往復動用 ６８ｃＳｔ（５６ｃＳｔ） ドラム コンプレッサー油 往復動用　６８ｃＳｔ　ドラム リットル 790 ○ ○ 0943 特殊潤滑油
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建設機械用潤滑油 0943020020 建設機械用潤滑油 コンプレッサー油 往復動用 １００ｃＳｔ ドラム コンプレッサー油 往復動用　１００ｃＳｔ　ドラム リットル 790 ○ ○ 0943 特殊潤滑油

建設機械用潤滑油 0943020030 建設機械用潤滑油 コンプレッサー油 ロータリー用 ３２ｃＳｔ ドラム コンプレッサー油 ロータリー用３２ｃＳｔ　ドラム リットル 790 ○ ○ 0943 特殊潤滑油

建設機械用潤滑油 0943030010 建設機械用潤滑油 トルクコンバータ油 トルクフルード ドラム トルクコンバーター油 トルクフルード　ドラム リットル 790 ○ ○ 0943 特殊潤滑油

建設機械用潤滑油 0941010010 建設機械用潤滑油 さび止め油 ＮＰ－１　溶剤希釈形 硬質膜 ドラム さび止め油 ＮＰ－１　硬質膜　ドラム リットル 790 ○ ○ 0941 さび止め剤

建設機械用潤滑油 0941010020 建設機械用潤滑油 さび止め油 ＮＰ－２　溶剤希釈形 軟質膜 ドラム さび止め油 ＮＰ－２　軟質膜　ドラム リットル 790 ○ ○ 0941 さび止め剤

建設機械用潤滑油 0941010030 建設機械用潤滑油 さび止め油 ＮＰ－３－１　溶剤希釈形 水置換性軟質膜 ドラム さび止め油 ＮＰ－３－１　軟質膜　ドラム リットル 790 ○ ○ 0941 さび止め剤

建設機械用潤滑油 0941010040 建設機械用潤滑油 さび止め油 ＮＰ－９　潤滑油形 一般機械用 ドラム さび止め油 ＮＰ－９　一般機械用　ドラム リットル 790 ○ ○ 0941 さび止め剤

建設機械用グリース 0949090010 建設機械用グリース マルティパーパス Ｌｉ－基 ドラム マルティパーパスグリース Ｌｉ－基　ドラム ｋｇ 790 ○ ○ 0949 グリース

建設機械用グリース 0949020010 建設機械用グリース 転がり軸受グリース １種１号 汎用 ドラム 転がり軸受グリース １種１号　汎用　ドラム ｋｇ 790 ○ ○ 0949 グリース

建設機械用グリース 0949020020 建設機械用グリース 転がり軸受グリース １種２号 汎用 ドラム 転がり軸受グリース １種２号　汎用　ドラム ｋｇ 790 ○ ○ 0949 グリース

建設機械用グリース 0949020030 建設機械用グリース 転がり軸受グリース ２種１号 低温用 ドラム 転がり軸受グリース ２種１号　低温用　ドラム ｋｇ 790 ○ ○ 0949 グリース

建設機械用グリース 0949030010 建設機械用グリース シャシーグリース １種０号 Ｃａ－基 ドラム シャシーグリース １種０号　Ｃａ－基　ドラム ｋｇ 790 ○ ○ 0949 グリース

建設機械用グリース 0949040010 建設機械用グリース ホイールベアリンググリース １種２号 Ｌｉ－基 ドラム ホイールベアリンググリース １種２号　Ｌｉ－基　ドラム ｋｇ 790 ○ ○ 0949 グリース

建設機械用グリース 0949050010 建設機械用グリース 集中給油用グリース １種０号 Ｃａ－基（中荷重用） ドラム 集中給油グリース １種０号　Ｃａ基中荷重用ドラム ｋｇ 790 ○ ○ 0949 グリース

建設機械用グリース 0949050020 建設機械用グリース 集中給油用グリース １種１号 Ｃａ－基（中荷重用） ドラム 集中給油グリース １種１号　Ｃａ基中荷重用ドラム ｋｇ 790 ○ ○ 0949 グリース

建設機械用グリース 0949050030 建設機械用グリース 集中給油用グリース ４種０号 Ｌｉ－基（高荷重用） ドラム 集中給油グリース ４種０号　Ｌｉ基高荷重用ドラム ｋｇ 790 ○ ○ 0949 グリース

建設機械用グリース 0949050040 建設機械用グリース 集中給油用グリース ４種１号 Ｌｉ－基（高荷重用） ドラム 集中給油グリース ４種１号　Ｌｉ基高荷重用ドラム ｋｇ 790 ○ ○ 0949 グリース

建設機械用グリース 0949060010 建設機械用グリース 高荷重用グリース １種２号 衝撃高荷重用 ドラム 高荷重用グリース １種２号　衝撃高荷重用　ドラム ｋｇ 790 ○ ○ 0949 グリース
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ガス 0951010010 ガス 酸素 ボンベ 酸素ガス ボンベ ｍ３ 791 ○ ○ 0951 高圧ガス

ガス 0951020010 ガス 水素 ボンベ 水素ガス ボンベ ｍ３ 791 ○ ○ 0951 高圧ガス

ガス 0951030010 ガス 窒素 ボンベ 窒素ガス ボンベ ｍ３ 791 ○ ○ 0951 高圧ガス

ガス 0951040010 ガス アルゴン ボンベ アルゴンガス ボンベ ｍ３ 791 ○ ○ 0951 高圧ガス

ガス 0951050010 ガス ヘリウム ボンベ ヘリウムガス ボンベ ｍ３ 791 ○ ○ 0951 高圧ガス

ガス 0951060010 ガス アセチレン ボンベ アセチレンガス ボンベ ｋｇ 791 ○ ○ 0951 高圧ガス

ガス 0951100010 ガス 液化炭酸 ローリー 液化炭酸 ローリー ｋｇ 791 ○ ○ 0951 高圧ガス

ガス 0951100020 ガス 液化炭酸 ボンベ 液化炭酸 ボンベ ｋｇ 791 ○ ○ 0951 高圧ガス

ガス 0951070010 ガス 液体酸素 ローリー 液体酸素 ローリー ｋｇ 791 ○ ○ 0951 高圧ガス

ガス 0951080010 ガス 液体窒素 ローリー 液体窒素 ローリー ｋｇ 791 ○ ○ 0951 高圧ガス

ガス 0951090010 ガス 液体アルゴン ローリー 液体アルゴン ローリー ｍ３ 791 ○ ○ 0951 高圧ガス

ガス 0933050010 ガス プロパンガス ローリー プロパンガス ローリー ｋｇ 791 ○ ○ 0933 燃料

ガス 0933050060 ガス プロパンガス （工業用・業務用） ボンベ プロパンガス 工業用・業務用　ボンベ ｋｇ 791 ○ ○ 0933 燃料

ガス 0933050070 ガス プロパンガス （家庭用） ボンベ プロパンガス 家庭用　ボンベ ｍ３ 791 ○ ○ 0933 燃料

鉄スクラップ 6939010002 鉄スクラップ 配合（可鍛コロ） 鉄スクラップ 配合（可鍛コロ） ｔ 794 ○ ○ 6939 スクラップ

鉄スクラップ 6939010005 鉄スクラップ ヘビー ＨＳ 鉄スクラップ ヘビー　ＨＳ ｔ 794 ○ ○ 6939 スクラップ

鉄スクラップ 6939010006 鉄スクラップ ヘビー Ｈ１ 鉄スクラップ ヘビー　Ｈ１ ｔ 794 ○ ○ 6939 スクラップ

鉄スクラップ 6939010008 鉄スクラップ ヘビー Ｈ２ 鉄スクラップ ヘビー　Ｈ２ ｔ 794 ○ ○ 6939 スクラップ
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鉄スクラップ 6939010010 鉄スクラップ ヘビー Ｈ３ 鉄スクラップ ヘビー　Ｈ３ ｔ 794 ○ ○ 6939 スクラップ

鉄スクラップ 6939010012 鉄スクラップ ヘビー Ｈ４ 鉄スクラップ ヘビー　Ｈ４ ｔ 794 ○ ○ 6939 スクラップ

鉄スクラップ 6939010016 鉄スクラップ 新断 プレス　Ａ 鉄スクラップ 新断　プレスＡ ｔ 794 ○ ○ 6939 スクラップ

鉄スクラップ 6939010024 鉄スクラップ 新断 バラ　Ａ 鉄スクラップ 新断　バラＡ ｔ 794 ○ ○ 6939 スクラップ

鉄スクラップ 6939010034 鉄スクラップ 鋼ダライ粉 Ａ 鉄スクラップ 鋼ダライ粉　Ａ ｔ 794 ○ ○ 6939 スクラップ

鉄スクラップ 6939010042 鉄スクラップ 故銑 Ａ 鉄スクラップ 故銑　Ａ ｔ 794 ○ ○ 6939 スクラップ

鉄スクラップ 6939010044 鉄スクラップ 故銑 Ｂ 鉄スクラップ 故銑　Ｂ ｔ 794 ○ ○ 6939 スクラップ

鉄スクラップ 6939090002 銑スクラップ 銑ダライ粉 Ａ 鉄スクラップ 銑ダライ粉　Ａ ｔ 794 ○ ○ 6939 スクラップ

鉄スクラップ 6939020002 ステンレススクラップ 新断 １８Ｃｒ：８Ｎｉ ステンレススクラップ 新断　１８Ｃｒ：８Ｎｉ ｋｇ 794 ○ ○ 6939 スクラップ

鉄スクラップ 6939020004 ステンレススクラップ 新断 １３Ｃｒ ステンレススクラップ 新断　１３Ｃｒ ｋｇ 794 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939030002 銅スクラップ １号銅線 銅スクラップ １号銅線 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939030004 銅スクラップ ２号銅線 銅スクラップ ２号銅線 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939030006 銅スクラップ 上銅 銅スクラップ 上銅 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939030008 銅スクラップ 並銅 銅スクラップ 並銅 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939030010 銅スクラップ 下銅 銅スクラップ 下銅 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939040006 黄銅スクラップ １号新黄銅 黄銅スクラップ １号新黄銅 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939040007 黄銅スクラップ ２号新黄銅 黄銅スクラップ ２号新黄銅 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939040008 黄銅スクラップ 新黄銅棒コロ 黄銅スクラップ 新黄銅棒コロ ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ
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非鉄スクラップ 6939040010 黄銅スクラップ 並黄銅 黄銅スクラップ 並黄銅 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939040012 黄銅スクラップ 黄銅削り粉 黄銅スクラップ 黄銅削り粉 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939040014 黄銅スクラップ 黄銅鋳物 黄銅スクラップ 黄銅鋳物 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939040016 黄銅スクラップ 黄銅ラジエーター（半銅） 黄銅スクラップ 黄銅ラジエーター　半銅 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939040018 洋白スクラップ 洋白 洋白スクラップ 洋白 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939050006 青銅スクラップ 青銅鋳物 青銅スクラップ 青銅鋳物 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939050010 青銅スクラップ 青銅鋳物削り粉 青銅スクラップ 青銅鋳物削り粉 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939060002 鉛スクラップ 鉛管板 鉛スクラップ 鉛管板 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939070002 亜鉛スクラップ 新切亜鉛 亜鉛スクラップ 新切亜鉛 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939080002 アルミスクラップ 新切１級 アルミスクラップ 新切１級 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939080006 アルミスクラップ 込みガラ アルミスクラップ 込みガラ ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939080008 アルミスクラップ 機械鋳物 アルミスクラップ 機械鋳物 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

非鉄スクラップ 6939080014 アルミスクラップ 新切合金 アルミスクラップ 新切合金 ｋｇ 797 ○ ○ 6939 スクラップ

清掃保守材【公表価格】 6901010252 清掃保守材 電気真空掃除機 業務用小型掃除機 ＣＶＣ－１０３ 山崎産業 電気真空掃除機　業務用小型 ＣＶＣ－１０３ 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901010448 清掃保守材 電気真空掃除機 業務用掃除機 ＣＶ－９６Ｈ　ハイパワー３６０Ｗ 日立産機システム 電気真空掃除機　業務用 ＣＶ－９６Ｈハイパワー３６０Ｗ 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901010442 清掃保守材 電気真空掃除機 業務用掃除機 ＣＶ－９６ＨＳ　静音タイプ 日立産機システム 電気真空掃除機　業務用 ＣＶ－９６ＨＳ　静音タイプ 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901010450 清掃保守材 電気真空掃除機 業務用掃除機 ＣＶ－Ｇ１０４Ｃ　クリーンルーム用 日立産機システム 電気真空掃除機　業務用 ＣＶＧ１０４Ｃクリーンルーム用 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901010250 清掃保守材 電気真空掃除機 業務用掃除機 ＣＶ－ＰＳ５０ＷＤ　（乾湿両用） 日立産機システム 電気真空掃除機　業務用 ＣＶ－ＰＳ５０ＷＤ　乾湿両用 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材
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清掃保守材【公表価格】 6901010446 清掃保守材 電気真空掃除機 業務用掃除機 ＣＶ－９８ＷＨ２　吸水型専用 日立産機システム 電気真空掃除機　業務用 ＣＶ－９８ＷＨ２　吸水型専用 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901010660 清掃保守材 電気真空掃除機 業務用掃除機（付属品共） ＭＣ－Ｇ３０００Ｐ　１００Ｖ－１１５０Ｗ パナソニック 電気真空掃除機　業務用 ＭＣ－Ｇ３０００Ｐ　付属品共 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901010670
清掃保守材 電気真空掃除機 業務用掃除機（付属品共） ＭＣ－Ｇ４０００Ｐ　１００Ｖ－４９０・１１５０Ｗ パナソ
ニック

電気真空掃除機　業務用 ＭＣ－Ｇ４０００Ｐ　付属品共 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901010680 清掃保守材 電気真空掃除機 業務用掃除機（付属品共） ＭＣ－Ｇ５０００Ｐ　１００Ｖ－１１５０Ｗ パナソニック 電気真空掃除機　業務用 ＭＣ－Ｇ５０００Ｐ　付属品共 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901010690
清掃保守材 電気真空掃除機 業務用掃除機（付属品共） ＭＣ－Ｇ６０００Ｐ　１００Ｖ－４９０・１１５０Ｗ パナソ
ニック

電気真空掃除機　業務用 ＭＣ－Ｇ６０００Ｐ　付属品共 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901150020 清掃保守材 プール清掃機 スイトール ＳＰ－８３Ｌ型 浮上式プール水底掃除機 四柳 プール清掃機 スイトールＳＰ－８３Ｌ型 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901150030 清掃保守材 プール清掃機 スイトールミニ ＳＰ－６４型 超小型浮上式プール水底掃除機 四柳 プール清掃機 スイトールミニＳＰ－６４型 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901020210 清掃保守材 ポリッシャー コンドル電気ポリシャー ＣＰ－８　スタンダード 山崎産業 コンドル電気ポリシャー ＣＰ－８　スタンダード 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901020220 清掃保守材 ポリッシャー コンドル電気ポリシャー ＣＰ－８　階段用 山崎産業 コンドル電気ポリシャー ＣＰ－８　階段用 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901020230 清掃保守材 ポリッシャー コンドル電気ポリシャー ＣＰ－１２Ｋ　高速タイプ 山崎産業 コンドル電気ポリシャー ＣＰ－１２Ｋ　高速タイプ 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901020240 清掃保守材 ポリッシャー コンドル電気ポリシャー ＣＰ－１４　スタンダード 山崎産業 コンドル電気ポリシャー ＣＰ－１４　スタンダード 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901020250 清掃保守材 ポリッシャー コンドル電気ポリシャー ＣＰ－１６　スタンダード 山崎産業 コンドル電気ポリシャー ＣＰ－１６　スタンダード 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901030010 清掃保守材 モップ フロアードライヤー ４５ｃｍ　床汚水取り ミヅシマ工業 フロアードライヤー ４５ｃｍ　床汚水取り 本 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901040010 清掃保守材 ほうき ミリオン近代箒 先端ブラシが自由に曲る　＃３０ ミヅシマ工業 ミリオン近代ほうき ＃３０ 本 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901060010 清掃保守材 くずかご・くず入れ センターパック ♯１００ 小４５ｃｍ×３３ｃｍ×６２ｃｍ ミヅシマ工業 センターパック♯１００ 小　４５×３３×６２ 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901060020 清掃保守材 くずかご・くず入れ センターパック ♯１００ 大５０ｃｍ×３８ｃｍ×７４ｃｍ ミヅシマ工業 センターパック♯１００ 大　５０×３８×７４ 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901060030 清掃保守材 くずかご・くず入れ クリンボックス ２２ｃｍ×３２ｃｍ×５９．５ｃｍ　Ｍ１０１ ミヅシマ工業 クリンボックス Ｍ１０１　２２×３２×５９．５ 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901060040
清掃保守材 くずかご・くず入れ スカイダスト Ｌ－１ １１４．５ｃｍ×５３．５ｃｍ×４９．５ｃｍ　スチール粉体
塗装 山崎産業

スカイダストＬ－１ １１４．５×５３．５×４９．５ 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材
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清掃保守材【公表価格】 6901060070
清掃保守材 くずかご・くず入れ ハイスカイダスト Ｋ－Ｌ－１ １１５ｃｍ×５７ｃｍ×４３ｃｍ　スチール粉体塗装
山崎産業

ハイスカイダストＫ－Ｌ－１ １１５×５７×４３ｃｍ 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901060050 清掃保守材 くずかご・くず入れ パークくずいれ ７０ φ４７ｃｍ×６３．５ｃｍ　スタンダード 山崎産業 パークくずいれ７０ 径４７×６３．５　スタンダード 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901070030 清掃保守材 吸いがら入れ スモークリン（灰皿屑入） ＤＳ－１２００ 山崎産業 スモークリン ＤＳ－１２００　灰皿屑入 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901070040 清掃保守材 吸いがら入れ スモークリン（灰皿屑入） ＤＳ－１３００ 山崎産業 スモークリン ＤＳ－１３００　灰皿屑入 台 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901090210 清掃保守材 マット エンペラーマット ９０ｃｍ×１８０ｃｍ　玄関，廊下マット ミヅシマ工業 エンペラーマット ９０×１８０ｃｍ　玄関・廊下用 枚 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901090220 清掃保守材 マット エンペラーマット フリーサイズ　玄関，廊下マット ミヅシマ工業 エンペラーマット フリーサイズ　玄関・廊下用 ｍ２ 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901090250 清掃保守材 マット ストレートラインマット ７ｍｍ　厚１３ｍｍ　玄関マット ミヅシマ工業 ストレートラインマット ７ｍｍ　Ｔ１３ｍｍ　玄関用 ｍ２ 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901090260 清掃保守材 マット フレッシュラインマット ムク　厚１５ｍｍ　玄関マット ミヅシマ工業 フレッシュラインマット ムク　Ｔ１５ｍｍ　玄関用 ｍ２ 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901090270 清掃保守材 マット ステータスＡＰラインマット ７ｍｍ　１ｍ２質量２０ｋｇ　金属タイプ ミヅシマ工業 ステータスＡＰラインマット Ｔ７ｍｍ　２０ｋｇ　金属タイプ ｍ２ 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901090280 清掃保守材 マット ステータスＡＰラインマット ７ｍｍ　１ｍ２質量１３ｋｇ　オールアルミ ミヅシマ工業 ステータスＡＰラインマット Ｔ７ｍｍ　１３ｋｇオールアルミ ｍ２ 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901090290 清掃保守材 マット ステンレスラインマット ＲＭ１５０７　１ｍ２質量１９ｋｇ　ステンレス ミヅシマ工業 ステンレスラインマット ＲＭ１５０７　１９ｋｇ ｍ２ 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901090300 清掃保守材 マット ステンレスラインマット ＲＭ２００７　１ｍ２質量２９ｋｇ　ステンレス ミヅシマ工業 ステンレスラインマット ＲＭ２００７　２９ｋｇ ｍ２ 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901090410 清掃保守材 マット サンラインマット 厚１３ｍｍ　塩化ビニル製 山崎産業 サンラインマット Ｔ１３ｍｍ　塩化ビニル製 ｍ２ 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901090500 清掃保守材 マット ロンステップ吸水マット ３００ ９０ｃｍ×１５０ｃｍ 山崎産業 ロンステップ吸水マット３００ ９０×１５０ｃｍ 枚 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901090420 清掃保守材 マット ロンステップマット Ｎｏ．１ ３６ｃｍ×６０ｃｍ　ジュータン状 山崎産業 ロンステップマット ＮＯ．１　３６×６０ｃｍ 枚 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901090430 清掃保守材 マット ロンステップマット Ｎｏ．３ ４５ｃｍ×７５ｃｍ　ジュータン状 山崎産業 ロンステップマット ＮＯ．３　４５×７５ｃｍ 枚 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901090440 清掃保守材 マット ロンステップマット Ｎｏ．６ ６０ｃｍ×９０ｃｍ　ジュータン状 山崎産業 ロンステップマット ＮＯ．６　６０×９０ｃｍ 枚 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901090450 清掃保守材 マット ロンステップマット Ｎｏ．１２ ９０ｃｍ×１２０ｃｍ　ジュータン状 山崎産業 ロンステップマット ＮＯ．１２　９０×１２０ｃｍ 枚 798 ○ ○ 6901 清掃保守材
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清掃保守材【公表価格】 6901090460 清掃保守材 マット ロンステップマット Ｎｏ．１５ ９０ｃｍ×１５０ｃｍ　ジュータン状 山崎産業 ロンステップマット ＮＯ．１５　９０×１５０ｃｍ 枚 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901090470 清掃保守材 マット ロンステップマット Ｎｏ．１８ ９０ｃｍ×１８０ｃｍ　ジュータン状 山崎産業 ロンステップマット ＮＯ．１８　９０×１８０ｃｍ 枚 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901090485 清掃保守材 マット ロンステップランナー １８０ｃｍ×１０ｍ　ジュータン状 山崎産業 ロンステップランナー １８０ｃｍ×１０ｍ ｍ 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901091005 清掃保守材 マット ステンレス製玄関マット ＤＭ１５－９００×６００　ノンスリップタイプ カネソウ ステンレス製玄関マット ＤＭ１５－９００×６００ 枚 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901091010 清掃保守材 マット ステンレス製玄関マット ＭＹＲ－Ｈ－１５－９００×６００ カネソウ ステンレス製玄関マット ＭＹＲ－Ｈ１５－９００×６００ 枚 798 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901100010 清掃保守材 すのこ ストレートスノコ ６０ｃｍ×８５ｃｍ　キャップなし　プール，風呂場 ミヅシマ工業 ストレートスノコ ６０×８５ｃｍ 枚 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901100020 清掃保守材 すのこ ストレートスノコ ６０ｃｍ×９５ｃｍ　キャップなし　プール，風呂場 ミヅシマ工業 ストレートスノコ ６０×９５ｃｍ 枚 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901100070 清掃保守材 すのこ 取水マット １０ｍｍ×９１０ｍｍ×５０００ｍｍ みずわ工業 すのこ　取水マット １０×９１０×５０００ｍｍ 本 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901100060 清掃保守材 すのこ ロールスノコ １５ｍｍ×６００ｍｍ×５０００ｍｍ みずわ工業 すのこ　ロールスノコ １５×６００×５０００ｍｍ 巻 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901100040 清掃保守材 すのこ サンソフトマット ３０ｃｍ×３０ｃｍ×１．４ｃｍ 山崎産業 すのこ　サンソフトマット ３０×３０×１．４ｃｍ 枚 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901120610 清掃保守材 ワックス 硝子磨き グラスターポリッシュ　３００ｇ 日本磨料工業 ワックス　グラスターポリッシュ 硝子磨き　３００ｇ 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901120620 清掃保守材 ワックス 硝子磨き グラスターポリッシュ　５００ｇ 日本磨料工業 ワックス　グラスターポリッシュ 硝子磨き　５００ｇ 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901120630 清掃保守材 ワックス 真ちゅう磨き ピカール液　１８０ｇ 日本磨料工業 ワックス　ピカール液 真ちゅう磨き　１８０ｇ 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901120640 清掃保守材 ワックス 真ちゅう磨き ピカール液　３００ｇ 日本磨料工業 ワックス　ピカール液 真ちゅう磨き　３００ｇ 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901120910 清掃保守材 ワックス セミック 半樹脂ワックス　１８ｌ ユーホーニイタカ ワックス　セミック 半樹脂ワックス　１８Ｌ 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901120915 清掃保守材 ワックス ホスピタルコートゼロ 殺菌剤配合樹脂ワックス　１８ｌ ユーホーニイタカ ワックス　ホスピタルコートゼロ 殺菌剤配合樹脂ワックス　１８Ｌ 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901120925 清掃保守材 ワックス プロテクトゼロ シックハウス対応型高性能樹脂ワックス　１８ｌ ユーホーニイタカ ワックス　プロテクトゼロ シックハウス対応型　１８Ｌ 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901120935
清掃保守材 ワックス プロテクトゼロ フローリング用 シックハウス対応型高性能樹脂ワックス　１８ｌ ユーホーニイ
タカ

ワックス　プロテクトゼロ フローリング用　１８Ｌ 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材
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清掃保守材【公表価格】 6901130202 清掃保守材 洗剤 がいし清掃剤 ＳＣ　Ｎｏ．１５０　４ｋｇ 大都工業 がいし清掃剤 ＳＣ　ＮＯ．１５０　４ｋｇ入 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901130204 清掃保守材 洗剤 がいし清掃剤 ＳＣ　Ｎｏ．１５０　１６ｋｇ 大都工業 がいし清掃剤 ＳＣ　ＮＯ．１５０　１６ｋｇ入 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901130210 清掃保守材 洗剤 シリコン除去剤 ＳＯＣ　１６ｌ 大都工業 シリコン除去剤 ＳＯＣ　１６Ｌ入 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901130402 清掃保守材 洗剤 シャボネット石けん液ユ・ム Ｂ．Ｉ．Ｂ　７～１０倍希釈，手指殺菌洗浄　１８ｋｇ サラヤ シャボネット石けん液ユ・ム Ｂ．Ｉ．Ｂ　１８ｋｇ入 箱 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901131202 清掃保守材 洗剤 フラワズ水石けんＧ Ｂ．Ｉ．Ｂ　２～３倍希釈，手指洗浄　１８ｋｇ サラヤ フラワズ水石けんＧ Ｂ．Ｉ．Ｂ　１８ｋｇ入 箱 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901131204 清掃保守材 洗剤 フラワズ石けん液Ｇ Ｂ．Ｉ．Ｂ　７～１０倍希釈，手指洗浄　１８ｋｇ サラヤ フラワズ石けん液Ｇ Ｂ．Ｉ．Ｂ　１８ｋｇ入 箱 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901131408 清掃保守材 洗剤 カーペットシャンプー 中性ジュータン専用洗浄剤　１０ｌ ユーホーニイタカ カーペットシャンプー １０Ｌ入 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901131436 清掃保守材 洗剤 トイレットクリーナー 中性トイレ用洗剤　１ｌ ユーホーニイタカ トイレットクリーナー １Ｌ入 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901131448 清掃保守材 洗剤 エコクリン 中性環境適応型表面洗浄剤　１８ｌ ユーホーニイタカ エコクリン １８Ｌ入 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901131421 清掃保守材 洗剤 バスクリーナー中性 浴室・タイル等の洗浄剤　１８ｌ ユーホーニイタカ バスクリーナー　中性 １８Ｌ入 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901131440 清掃保守材 洗剤 壁洗剤 強力内壁用洗剤　１８ｌ ユーホーニイタカ 壁洗剤 １８Ｌ入 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901131426 清掃保守材 洗剤 水石鹸ノーブル ５～１０倍うすめ水石けん　１８ｌ ユーホーニイタカ 水石鹸ノーブル １８Ｌ入 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901131442 清掃保守材 洗剤 強力ハイパークリーンエコ 中性万能洗剤　１８ｌ ユーホーニイタカ 強力ハイパークリーンエコ １８Ｌ入 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901131444 清掃保守材 洗剤 ブレイクスループラス 強力万能洗剤　１８ｌ ユーホーニイタカ ブレイクスループラス １８Ｌ入 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901131446 清掃保守材 洗剤 中性リムーバー増粘タイプ 水に弱い床材用はく離剤　１８ｌ ユーホーニイタカ 中性リムーバー増粘タイプ １８Ｌ入 缶 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

清掃保守材【公表価格】 6901140020 清掃保守材 芳香防臭剤 トイレ用芳香防臭剤 男子用トイレボールカラー 白元アース 芳香消臭剤 男子用トイレボールカラー 袋 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

管内洗浄材【公表価格】 6901170002
管内洗浄材 アイスピグ管内洗浄工法 特殊アイスシャーベット 圧力管専用　適用管径５０～４００ｍｍ 東亜グラウト
工業

管内洗浄特殊アイスシャーベット 圧力管専用適用管径５０～４００ ｔ 799 ○ ○ 6901 清掃保守材

ＩＣＴ施工対応型　建設機械賃貸料金 8021640002
ＩＣＴ施工対応型　建設機械賃貸料金 ブルドーザ ＩＣＴブルドーザ 湿地　７ｔ級 排出ガス対策型～２０１１年基準
賃貸期間１０日以上１カ月未満

ＩＣＴブルドーザ（賃貸） 湿地　７ｔ級 台・日 800 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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ＩＣＴ施工対応型　建設機械賃貸料金 8021640004
ＩＣＴ施工対応型　建設機械賃貸料金 ブルドーザ ＩＣＴブルドーザ 湿地　１６ｔ級 排出ガス対策型～２０１１年基
準 賃貸期間１０日以上１カ月未満

ＩＣＴブルドーザ（賃貸） 湿地　１６ｔ級 台・日 800 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ＩＣＴ施工対応型　建設機械賃貸料金 8021640006
ＩＣＴ施工対応型　建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 ＩＣＴバックホウ（クローラ型クレーン付） 標準バケット容
量：山積０．８（平積０．６）ｍ３　吊能力２．９ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１１年基準 賃貸
期間１０日以上１カ月未満

ＩＣＴバックホウ賃貸クレーン付 容量０．８（０．６）ｍ３ 台・日 800 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ＩＣＴ施工対応型　建設機械賃貸料金 8021990030 ＩＣＴ施工対応型　建設機械賃貸料金 建設機械長期割引率（賃貸期間１カ月以上） ＩＣＴ　建機長期割引率（賃貸） １カ月以上 ％ 800 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021020002
建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 普通　３ｔ級 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間
１カ月未満

ブルドーザ（賃貸） 普通　３ｔ級 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021020004
建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 普通　６ｔ級 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間
１カ月未満

ブルドーザ（賃貸） 普通　６ｔ級 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021020006
建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 普通　９～１０ｔ級 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃
貸期間１カ月未満

ブルドーザ（賃貸） 普通　９～１０ｔ級 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021020008 建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 普通　１１ｔ級 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満 ブルドーザ（賃貸） 普通　１１ｔ級 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021020012
建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 湿地　３．５～４．０ｔ級 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基
準 賃貸期間１カ月未満

ブルドーザ（賃貸） 湿地　３．５～４ｔ級 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021020014
建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 湿地　７ｔ級 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間
１カ月未満

ブルドーザ（賃貸） 湿地　７ｔ級 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021020016 建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 湿地　９～１０ｔ級 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満 ブルドーザ（賃貸） 湿地　９～１０ｔ級 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021020018 建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 湿地　１３ｔ級 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満 ブルドーザ（賃貸） 湿地　１３ｔ級 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021020019 建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 湿地　１６ｔ級 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満 ブルドーザ（賃貸） 湿地　１６ｔ級 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021020038 建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 湿地　２０ｔ級 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満 ブルドーザ（賃貸） 湿地　２０ｔ級 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090032
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 小型バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．０４４（平積０．０
３）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～１次基準 賃貸期間１カ月未満

小型バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．０４４（０．０３）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090034
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 小型バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．０８（平積０．０
６）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

小型バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．０８（０．０６）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090014
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 小型バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．１１（平積０．０
８）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

小型バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．１１（０．０８）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090016
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 小型バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．１３（平積０．１
０）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

小型バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．１３（０．１）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090066
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．０９（平積
０．０７）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

後方超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．０９（０．０７）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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建設機械賃貸料金 8021090047
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．２８（平積
０．２）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満

後方超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．２８（０．２）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090068
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．４５（平積
０．３５）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

後方超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．４５（０．３５）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090064
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付） 標準バケット容量：山積０．
０９（平積０．０７）ｍ３　吊能力０．９ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

後方超小旋回バックホウクレーン 容量０．０９（０．０７）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090070
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付） 標準バケット容量：山積０．
４５（平積０．３５）ｍ３　吊能力２．９ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

後方超小旋回バックホウクレーン 容量０．４５（０．３５）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090040
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．０５５（平積
０．０４）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．０５５（０．０４）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090042
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．０８（平積０．
０６）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．０８（０．０６）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090043
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．１１（平積０．
０８）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．１１（０．０８）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090044
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．２２（平積０．
１６）ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．２２（０．１６）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090046
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 超小旋回バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．２８（平積０．
２２）ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２０１１年基準 賃貸期間１カ月未満

超小旋回バックホウ（賃貸） 容量０．２８（０．２２）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090062
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 超小旋回バックホウ（クローラ型クレーン付） 標準バケット容量：山積０．２８
（平積０．２）ｍ３　吊能力１．７ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満

超小旋回バックホウクレーン賃貸 容量０．２８（０．２）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090002
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．２８（平積０．２）ｍ３
騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．２８（０．２）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090004
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．４５（平積０．３５）ｍ
３ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．４５（０．３５）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090006
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．５（平積０．４）ｍ３
騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．５（０．４）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090008
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．６（平積０．５）ｍ３
騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２０１１年基準 賃貸期間１カ月未満

バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．６（０．５）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090010
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型） 標準バケット容量：山積０．８（平積０．６）ｍ３
騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１１年基準 賃貸期間１カ月未満

バックホウ（賃貸）クローラ 容量０．８（０．６）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090058
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型クレーン付） 標準バケット容量：山積０．２８（平積
０．２）ｍ３　吊能力１．７ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

バックホウ（賃貸）クレーン付 容量０．２８（０．２）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090056
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型クレーン付） 標準バケット容量：山積０．４５（平積
０．３５）ｍ３　吊能力２．９ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

バックホウ（賃貸）クレーン付 容量０．４５（０．３５）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021090060
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型クレーン付） 標準バケット容量：山積０．５（平積０．
４）ｍ３　吊能力２．９ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

バックホウ（賃貸）クレーン付 容量０．５（０．４）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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建設機械賃貸料金 8021090054
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 バックホウ（クローラ型クレーン付） 標準バケット容量：山積０．８（平積０．
６）ｍ３　吊能力２．９ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２０１１年基準 賃貸期間１カ月未満

バックホウ（賃貸）クレーン付 容量０．８（０．６）ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021620002
建設機械賃貸料金 クラムシェル クラムシェル（テレスコピック式・クローラ型） 平積　０．４ｍ３ 騒音対策型～低
騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

クラムシェル（賃貸） 平積０．４ｍ３ 台・日 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021990010 建設機械賃貸料金 建設機械長期割引率（賃貸期間１カ月以上） 建設機械割引率（賃貸） １カ月以上 ％ 801 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021100002 建設機械賃貸料金 積込み機械 クローラローダ（普通） 標準バケット容量：山積０．４ｍ３ 賃貸期間１カ月未満 積込機械クローラローダ（賃貸） 容量０．４ｍ３　普通 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021100004 建設機械賃貸料金 積込み機械 クローラローダ（普通） 標準バケット容量：山積０．８ｍ３ 賃貸期間１カ月未満 積込機械クローラローダ（賃貸） 容量０．８ｍ３　普通 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021100010 建設機械賃貸料金 積込み機械 クローラローダ（湿地用） 標準バケット容量：山積０．４ｍ３ 賃貸期間１カ月未満 積込機械クローラローダ（賃貸） 容量０．４ｍ３　湿地用 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021100012 建設機械賃貸料金 積込み機械 クローラローダ（湿地用） 標準バケット容量：山積０．８ｍ３ 賃貸期間１カ月未満 積込機械クローラローダ（賃貸） 容量０．８ｍ３　湿地用 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021100014
建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積０．３４ｍ３ 騒音対策型～低騒音型
排出ガス対策型～１次基準 賃貸期間１カ月未満

積込機械ホイールローダ（賃貸） 容量０．３４ｍ３　普通 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021100016
建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積０．６ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排
出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

積込機械ホイールローダ（賃貸） 容量０．６ｍ３　普通 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021100020
建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積０．８ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排
出ガス対策型～１次基準 賃貸期間１カ月未満

積込機械ホイールローダ（賃貸） 容量０．８ｍ３　普通 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021100022
建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積０．９～１．０ｍ３ 騒音対策型～低
騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

積込機械ホイールローダ（賃貸） 容量０．９～１．０ｍ３　普通 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021100024
建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積１．２ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排
出ガス対策型～１次基準 賃貸期間１カ月未満

積込機械ホイールローダ（賃貸） 容量１．２ｍ３　普通 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021100026
建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積１．３～１．４ｍ３ 騒音対策型～低
騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

積込機械ホイールローダ（賃貸） 容量１．３～１．４ｍ３　普通 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021100028
建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積１．５～１．７ｍ３ 騒音対策型～低
騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

積込機械ホイールローダ（賃貸） 容量１．５～１．７ｍ３　普通 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021100030
建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積２．１ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 排
出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

積込機械ホイールローダ（賃貸） 容量２．１ｍ３　普通 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021100032
建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積２．３ｍ３ 騒音対策型～低騒音型 賃
貸期間１カ月未満

積込機械ホイールローダ（賃貸） 容量２．３ｍ３　普通 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021100034
建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積２．４～２．６ｍ３ 騒音対策型～低
騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

積込機械ホイールローダ（賃貸） 容量２．４～２．６ｍ３　普通 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021100036
建設機械賃貸料金 積込み機械 ホイールローダ（普通） 標準バケット容量：山積２．７～２．９ｍ３ 騒音対策型～低
騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

積込機械ホイールローダ（賃貸） 容量２．７～２．９ｍ３　普通 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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建設機械賃貸料金 8021120002 建設機械賃貸料金 運搬機械 ダンプトラック ２ｔ車 賃貸期間１カ月未満 ダンプトラック（賃貸） ２ｔ車 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021120004 建設機械賃貸料金 運搬機械 ダンプトラック ４ｔ車 賃貸期間１カ月未満 ダンプトラック（賃貸） ４ｔ車 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021120006 建設機械賃貸料金 運搬機械 ダンプトラック 三転式　２ｔ車 賃貸期間１カ月未満 ダンプトラック（賃貸） ２ｔ車　三転式 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021080002 建設機械賃貸料金 運搬機械 トラック（クレーン装置付） ２ｔ車　２．９ｔ吊り 賃貸期間１カ月未満 クレーン装置付トラック（賃貸） ２ｔ車　２．９ｔ吊り 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021080004 建設機械賃貸料金 運搬機械 トラック（クレーン装置付） ４ｔ車　２．９ｔ吊り 賃貸期間１カ月未満 クレーン装置付トラック（賃貸） ４ｔ車　２．９ｔ吊り 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021110502 建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（ホイール型油圧式） 積載質量　１．０ｔ 賃貸期間１カ月未満 キャリアダンプ（賃貸） ホイール　油圧式　１ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021110002 建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（ホイール型油圧式） 積載質量　１．５ｔ 賃貸期間１カ月未満 キャリアダンプ（賃貸） ホイール　油圧式　１．５ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021110504 建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（ホイール型油圧式） 積載質量　１．８ｔ 賃貸期間１カ月未満 キャリアダンプ（賃貸） ホイール　油圧式　１．８ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021110018 建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（ホイール型油圧式） 積載質量　２．０ｔ 賃貸期間１カ月未満 キャリアダンプ（賃貸） ホイール　油圧式　２ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021110506 建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（ホイール型油圧式） 積載質量　３．０ｔ 賃貸期間１カ月未満 キャリアダンプ（賃貸） ホイール　油圧式　３ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021110009
建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型油圧式） 積載質量　１．０ｔ 排出ガス対策型～２次基
準 賃貸期間１カ月未満

キャリアダンプ（賃貸） クローラ　油圧式　１ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021110020
建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型油圧式） 積載質量　２．０ｔ 排出ガス対策型～２次基
準 賃貸期間１カ月未満

キャリアダンプ（賃貸） クローラ　油圧式　２ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021110024
建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型油圧式） 積載質量　２．５ｔ 排出ガス対策型～２次基
準 賃貸期間１カ月未満

キャリアダンプ（賃貸） クローラ　油圧式　２．５ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021110013 建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型油圧式） 積載質量　３．０ｔ 賃貸期間１カ月未満 キャリアダンプ（賃貸） クローラ　油圧式　３ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021110015
建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型油圧式） 積載質量　４．０ｔ 排出ガス対策型～１次基
準 賃貸期間１カ月未満

キャリアダンプ（賃貸） クローラ　油圧式　４ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021110026
建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型油圧式） 積載質量　６．０～７．０ｔ　全旋回式 排出
ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

キャリアダンプ（賃貸）全旋回式 クローラ　油圧式　６～７ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021110028
建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型油圧式） 積載質量　１０．０～１１．０ｔ　全旋回式
排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

キャリアダンプ（賃貸）全旋回式 クローラ　油圧式　１０～１１ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021111002
建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型クレーン装置付） 積載質量　１．７ｔ 賃貸期間１カ月
未満

キャリアダンプ（賃貸） クローラ　クレーン付　１．７ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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建設機械賃貸料金 8021111004
建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型クレーン装置付） 積載質量　２．０ｔ 賃貸期間１カ月
未満

キャリアダンプ（賃貸） クローラ　クレーン付　２ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021111006
建設機械賃貸料金 不整地運搬車 キャリアダンプ（クローラ型クレーン装置付） 積載質量　２．５ｔ 賃貸期間１カ月
未満

キャリアダンプ（賃貸） クローラ　クレーン付　２．５ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021610002
建設機械賃貸料金 クローラクレーン クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型） ４．９ｔ吊り 騒音対策型～低騒音型 排出
ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

クローラクレーン（賃貸） ４．９ｔ吊り 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021070004 建設機械賃貸料金 荷役機械 フォークリフト エンジン駆動　最大積載　１．０ｔ 賃貸期間１カ月未満 フォークリフト（賃貸） エンジン駆動　最大積載１ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021070005 建設機械賃貸料金 荷役機械 フォークリフト エンジン駆動　最大積載　１．５ｔ 賃貸期間１カ月未満 フォークリフト（賃貸） エンジン駆動　最大積載１．５ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021070006 建設機械賃貸料金 荷役機械 フォークリフト エンジン駆動　最大積載　２．０ｔ 賃貸期間１カ月未満 フォークリフト（賃貸） エンジン駆動　最大積載２ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021070008 建設機械賃貸料金 荷役機械 フォークリフト エンジン駆動　最大積載　２．５ｔ 賃貸期間１カ月未満 フォークリフト（賃貸） エンジン駆動　最大積載２．５ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021070010 建設機械賃貸料金 荷役機械 フォークリフト エンジン駆動　最大積載　３．０ｔ 賃貸期間１カ月未満 フォークリフト（賃貸） エンジン駆動　最大積載３ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021070012 建設機械賃貸料金 荷役機械 フォークリフト エンジン駆動　最大積載　５．０ｔ 賃貸期間１カ月未満 フォークリフト（賃貸） エンジン駆動　最大積載５ｔ 台・日 802 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010024
建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（バケット，ブーム型） 作業床高　８～１０ｍ 賃貸期間１カ月未
満

トラック架装リフト（賃貸） バケット・ブーム型　８～１０ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010026 建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（バケット，ブーム型） 作業床高　１２ｍ 賃貸期間１カ月未満 トラック架装リフト（賃貸） バケット・ブーム型　床高１２ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010028
建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（バケット，ブーム型） 作業床高　１３～１４ｍ 賃貸期間１カ月
未満

トラック架装リフト（賃貸） バケット・ブーム型１３～１４ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010062 建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（バケット，ブーム型） 作業床高　１６ｍ 賃貸期間１カ月未満 トラック架装リフト（賃貸） バケット・ブーム型　床高１６ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010030
建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（バケット，ブーム型） 作業床高　１８～１８．５ｍ 賃貸期間１
カ月未満

トラック架装リフト（賃貸） バケット・ブーム１８～１８．５ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010032
建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（バケット，ブーム型） 作業床高　２２～２３ｍ 賃貸期間１カ月
未満

トラック架装リフト（賃貸） バケット・ブーム型２２～２３ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010033 建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（バケット，ブーム型） 作業床高　２４ｍ 賃貸期間１カ月未満 トラック架装リフト（賃貸） バケット・ブーム型　床高２４ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010064
建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（幅広デッキ，ブーム型） 作業床高　８～１０ｍ未満 賃貸期間１
カ月未満

トラック架装リフト（賃貸） 幅広デッキ・ブーム型１０ｍ未満 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010066
建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（幅広デッキ，ブーム型） 作業床高　１０～１２ｍ 賃貸期間１カ
月未満

トラック架装リフト（賃貸） 幅広デッキ・ブーム１０～１２ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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建設機械賃貸料金 8021010068
建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（幅広デッキ，ブーム型） 作業床高　１４～１５ｍ 賃貸期間１カ
月未満

トラック架装リフト（賃貸） 幅広デッキ・ブーム１４～１５ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010070
建設機械賃貸料金 高所作業車 トラック架装リフト（幅広デッキ，ブーム型） 作業床高　１９～２０ｍ 賃貸期間１カ
月未満

トラック架装リフト（賃貸） 幅広デッキ・ブーム１９～２０ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010042 建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（ホイール，垂直型） 作業床高　６ｍ 賃貸期間１カ月未満 自走式リフト（賃貸） ホイール・垂直型　作業床高６ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010044 建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（ホイール，垂直型） 作業床高　８～９ｍ 賃貸期間１カ月未満 自走式リフト（賃貸） ホイール・垂直型　床高８～９ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010046 建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（ホイール，垂直型） 作業床高　１１～１２ｍ 賃貸期間１カ月未満 自走式リフト（賃貸） ホイール・垂直型　１１～１２ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010010 建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（ホイール，ブーム型） 作業床高　９ｍ 賃貸期間１カ月未満 自走式リフト（賃貸） ホイール・ブーム型　床高９ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010012 建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（ホイール，ブーム型） 作業床高　１２ｍ 賃貸期間１カ月未満 自走式リフト（賃貸） ホイール・ブーム型　床高１２ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010014 建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（ホイール，ブーム型） 作業床高　１５ｍ 賃貸期間１カ月未満 自走式リフト（賃貸） ホイール・ブーム型　床高１５ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010016 建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（ホイール，ブーム型） 作業床高　２１ｍ 賃貸期間１カ月未満 自走式リフト（賃貸） ホイール・ブーム型　床高２１ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010049 建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，垂直型） 作業床高　３ｍ 賃貸期間１カ月未満 自走式リフト（賃貸） クローラ・垂直型　作業床高３ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010050 建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，垂直型） 作業床高　４ｍ 賃貸期間１カ月未満 自走式リフト（賃貸） クローラ・垂直型　作業床高４ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010051 建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，垂直型） 作業床高　６ｍ 賃貸期間１カ月未満 自走式リフト（賃貸） クローラ・垂直型　作業床高６ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010052 建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，垂直型） 作業床高　９ｍ 賃貸期間１カ月未満 自走式リフト（賃貸） クローラ・垂直型　作業床高９ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010054 建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，垂直型） 作業床高　１１～１２ｍ 賃貸期間１カ月未満 自走式リフト（賃貸） クローラ・垂直型　１１～１２ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010056 建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，ブーム型） 作業床高　１２ｍ 賃貸期間１カ月未満 自走式リフト（賃貸） クローラ・ブーム型　床高１２ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010060 建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，ブーム型） 作業床高　１８ｍ 賃貸期間１カ月未満 自走式リフト（賃貸） クローラ・ブーム型　床高１８ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010061 建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，ブーム型） 作業床高　２１ｍ 賃貸期間１カ月未満 自走式リフト（賃貸） クローラ・ブーム型　床高２１ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010072 建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト（クローラ，屈伸ブーム型） 作業床高　６．８ｍ 賃貸期間１カ月未満 自走式リフト（賃貸） クローラ屈伸ブーム床高６．８ｍ 台・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

2871 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

建設機械賃貸料金 8021200006 建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力３．０ｔ　出力　３．７ｋＷ 賃貸期間１カ月未満 バイブロハンマ（賃貸） 起振力３ｔ 基・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021200008 建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力５～７ｔ　出力７．５ｋＷ 賃貸期間１カ月未満 バイブロハンマ（賃貸） 起振力５～７ｔ 基・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021200010 建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力１１～１３ｔ　出力１５ｋＷ 賃貸期間１カ月未満 バイブロハンマ（賃貸） 起振力１１～１３ｔ 基・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021200012 建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力１４～１７ｔ　出力２２ｋＷ 賃貸期間１カ月未満 バイブロハンマ（賃貸） 起振力１４～１７ｔ 基・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021200014 建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力２３～２４ｔ　出力３０ｋＷ 賃貸期間１カ月未満 バイブロハンマ（賃貸） 起振力２３～２４ｔ 基・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021200016 建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力２８～３０ｔ　出力４０ｋＷ 賃貸期間１カ月未満 バイブロハンマ（賃貸） 起振力２８～３０ｔ 基・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021200018 建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力３５～３７ｔ　出力４５ｋＷ 賃貸期間１カ月未満 バイブロハンマ（賃貸） 起振力３５～３７ｔ 基・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021200020 建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力４７～４９ｔ　出力６０ｋＷ 賃貸期間１カ月未満 バイブロハンマ（賃貸） 起振力４７～４９ｔ 基・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021200022 建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ 起振力６８～７４ｔ　出力９５ｋＷ 賃貸期間１カ月未満 バイブロハンマ（賃貸） 起振力６８～７４ｔ 基・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021200024
建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ（公害対策機） 起振力１１～１３ｔ　出力１５ｋＷ 賃貸期間１カ
月未満

バイブロハンマ（賃貸）公害対策 起振力１１～１３ｔ 基・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021200026
建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ（公害対策機） 起振力２２～２５ｔ　出力３０ｋＷ 賃貸期間１カ
月未満

バイブロハンマ（賃貸）公害対策 起振力２２～２５ｔ 基・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021200028
建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ（公害対策機） 起振力３５～３８ｔ　出力４６ｋＷ 賃貸期間１カ
月未満

バイブロハンマ（賃貸）公害対策 起振力３５～３８ｔ 基・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021200030
建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 バイブロハンマ（公害対策機） 起振力５２～５５ｔ　出力６０ｋＷ 賃貸期間１カ
月未満

バイブロハンマ（賃貸）公害対策 起振力５２～５５ｔ 基・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021460012
建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 ウォータジェットカッタ 出力９９ｋＷ　吐出量３２５ｌ／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月
未満

ウォータジェットカッタ（賃貸） ９９ｋＷ　３２５Ｌ／分 基・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021460014
建設機械賃貸料金 基礎工事用機械 ウォータジェットカッタ 出力２２０ｋＷ　吐出量８９５ｌ／ｍｉｎ 賃貸期間１カ
月未満

ウォータジェットカッタ（賃貸） ２２０ｋＷ　８９５Ｌ／分 基・日 803 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021470008 建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．１ｍ３　アタッチメントのみ 賃貸期間１カ月未満 油圧ブレーカ（賃貸） ０．１ｍ３　アタッチメントのみ 基・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021470010 建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．２ｍ３　アタッチメントのみ 賃貸期間１カ月未満 油圧ブレーカ（賃貸） ０．２ｍ３　アタッチメントのみ 基・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021470012
建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．２５～０．３ｍ３　アタッチメントのみ 賃貸期間１カ月
未満

油圧ブレーカ（賃貸） ０．２５～０．３アタッチメント 基・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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建設機械賃貸料金 8021470014 建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．４ｍ３　アタッチメントのみ 賃貸期間１カ月未満 油圧ブレーカ（賃貸） ０．４ｍ３　アタッチメントのみ 基・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021470016 建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．７ｍ３　アタッチメントのみ 賃貸期間１カ月未満 油圧ブレーカ（賃貸） ０．７ｍ３　アタッチメントのみ 基・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021470018
建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．１ｍ３　ベースマシン含む 騒音対策型～超低騒音型 排出
ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

油圧ブレーカ（賃貸） ０．１ｍ３　ベースマシン含む 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021470020
建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．２ｍ３　ベースマシン含む 騒音対策型～低騒音型 排出ガ
ス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

油圧ブレーカ（賃貸） ０．２ｍ３　ベースマシン含む 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021470022
建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．２５～０．３ｍ３　ベースマシン含む 騒音対策型～低騒
音型 排出ガス対策型～２０１１年基準 賃貸期間１カ月未満

油圧ブレーカ（賃貸） ０．２５～０．３ベースマシン含 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021470024
建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．４ｍ３　ベースマシン含む 騒音対策型～低騒音型 排出ガ
ス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

油圧ブレーカ（賃貸） ０．４ｍ３　ベースマシン含む 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021470026
建設機械賃貸料金 ブレーカ 油圧ブレーカ バケット容量０．７ｍ３　ベースマシン含む 騒音対策型～超低騒音型 排出
ガス対策型～２０１１年基準 賃貸期間１カ月未満

油圧ブレーカ（賃貸） ０．７ｍ３　ベースマシン含む 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021470002 建設機械賃貸料金 ブレーカ コンクリートブレーカ ２０ｋｇ級 賃貸期間１カ月未満 コンクリートブレーカ（賃貸） ２０ｋｇ級 基・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021470004 建設機械賃貸料金 ブレーカ コンクリートブレーカ ３０ｋｇ級 賃貸期間１カ月未満 コンクリートブレーカ（賃貸） ３０ｋｇ級 基・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021480002 建設機械賃貸料金 ブレーカ コールピック 質量７．２ｋｇ　ホース径　１９ｍｍ 賃貸期間１カ月未満 ピックハンマ（賃貸） コールピック　ホース径１９ｍｍ 基・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021370002 建設機械賃貸料金 ブレーカ さく岩機 質量１５ｋｇ　ホース径　１９ｍｍ 賃貸期間１カ月未満 さく岩機（賃貸） 質量１５ｋｇ　ホース径１９ｍｍ 基・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021130004 建設機械賃貸料金 路盤用機械 モータグレーダ ブレード長　２．８ｍ 排出ガス対策型～１次基準 賃貸期間１カ月未満 モータグレーダ（賃貸） ブレード長　２．８ｍ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021130006 建設機械賃貸料金 路盤用機械 モータグレーダ ブレード長　３．１ｍ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満 モータグレーダ（賃貸） ブレード長　３．１ｍ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021130008 建設機械賃貸料金 路盤用機械 モータグレーダ ブレード長　３．７ｍ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満 モータグレーダ（賃貸） ブレード長　３．７ｍ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021130010 建設機械賃貸料金 路盤用機械 モータグレーダ ブレード長　４ｍ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満 モータグレーダ（賃貸） ブレード長　４ｍ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021140012 建設機械賃貸料金 締固め機械 ロードローラ（マカダム） 質量　８～１０ｔ 賃貸期間１カ月未満 ロードローラ（賃貸）　マカダム 質量８～１０ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021140014
建設機械賃貸料金 締固め機械 ロードローラ（マカダム） 質量　１０～１２ｔ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１
カ月未満

ロードローラ（賃貸）　マカダム 質量１０～１２ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021140016
建設機械賃貸料金 締固め機械 ロードローラ（マカダム両輪） 質量　１０～１２ｔ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期
間１カ月未満

ロードローラ賃貸　マカダム両輪 質量１０～１２ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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建設機械賃貸料金 8021140022
建設機械賃貸料金 締固め機械 ロードローラ（マカダム両輪） 質量　１１～１５ｔ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期
間１カ月未満

ロードローラ賃貸　マカダム両輪 質量１１～１５ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021141002 建設機械賃貸料金 締固め機械 ロードローラ（タンデム） 質量　６～８ｔ 賃貸期間１カ月未満 ロードローラ（賃貸）　タンデム 質量６～８ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021141004 建設機械賃貸料金 締固め機械 ロードローラ（タンデム） 質量　８～１０ｔ 賃貸期間１カ月未満 ロードローラ（賃貸）　タンデム 質量８～１０ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021150002
建設機械賃貸料金 締固め機械 タイヤローラ 質量　３～４ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃
貸期間１カ月未満

タイヤローラ（賃貸） 質量３～４ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021150004 建設機械賃貸料金 締固め機械 タイヤローラ 質量　６～８ｔ 賃貸期間１カ月未満 タイヤローラ（賃貸） 質量６～８ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021150006
建設機械賃貸料金 締固め機械 タイヤローラ 質量　８～２０ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２０１１年基
準 賃貸期間１カ月未満

タイヤローラ（賃貸） 質量８～２０ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021150010 建設機械賃貸料金 締固め機械 タイヤローラ 質量　２１～３０ｔ 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満 タイヤローラ（賃貸） 質量２１～３０ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021160033 建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（ハンドガイド式） 質量　０．５～０．６ｔ 賃貸期間１カ月未満 振動ローラ（賃貸）ハンドガイド ０．５～０．６ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021160034 建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（ハンドガイド式） 質量　０．６～０．７ｔ 賃貸期間１カ月未満 振動ローラ（賃貸）ハンドガイド ０．６～０．７ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021160036 建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（ハンドガイド式） 質量　０．７～０．７５ｔ 賃貸期間１カ月未満 振動ローラ（賃貸）ハンドガイド ０．７～０．７５ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021160038 建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（ハンドガイド式） 質量　０．８～１．１ｔ 賃貸期間１カ月未満 振動ローラ（賃貸）ハンドガイド ０．８～１．１ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021160002
建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　１．２～１．５ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出
ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

振動ローラ（賃貸）　搭乗式 タンデム型　１．２～１．５ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021160004
建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　２．４～２．８ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出
ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

振動ローラ（賃貸）　搭乗式 タンデム型　２．４～２．８ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021160006
建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　３～５ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策
型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

振動ローラ（賃貸）　搭乗式 タンデム型　３～５ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021160024
建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　６～７．５ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス
対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

振動ローラ（賃貸）　搭乗式 タンデム型　６～７．５ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021161002
建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　８～１０ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対
策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

振動ローラ（賃貸）　搭乗式 タンデム型　８～１０ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021161004
建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式タンデム型） 質量　１０．５～１２ｔ 排出ガス対策型～２次基準
賃貸期間１カ月未満

振動ローラ（賃貸）　搭乗式 タンデム型　１０．５～１２ｔ 台・日 804 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021161006
建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（土工用）（フラットシングルドラム型） 質量　１１～１２ｔ 騒音対策型
～低騒音型 排出ガス対策型～２０１４年基準 賃貸期間１カ月未満

振動ローラ（賃貸） フラットシングルドラム型１２ｔ 台・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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建設機械賃貸料金 8021162002
建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 質量　１．２～１．５ｔ 騒音対策型～低騒音型
排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

振動ローラ（賃貸）　搭乗式 コンバインド型１．２～１．５ｔ 台・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021160028
建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 質量　２．４～２．６ｔ 騒音対策型～低騒音型
排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

振動ローラ（賃貸）　搭乗式 コンバインド型２．４～２．６ｔ 台・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021160008
建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 質量　３～４ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス
対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

振動ローラ（賃貸）　搭乗式 コンバインド型　３～４ｔ 台・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021162004
建設機械賃貸料金 締固め機械 振動ローラ（搭乗式コンバインド型） 質量　５～７ｔ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス
対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

振動ローラ（賃貸）　搭乗式 コンバインド型　５～７ｔ 台・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021170002 建設機械賃貸料金 締固め機械 タンパ（ランマ） 質量　６０～８０ｋｇ 賃貸期間１カ月未満 タンパ（賃貸） 質量６０～８０ｋｇ 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021180002 建設機械賃貸料金 締固め機械 振動コンパクタ 質量　７０～８０ｋｇ 賃貸期間１カ月未満 振動コンパクタ（賃貸） 質量７０～８０ｋｇ 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021190007
建設機械賃貸料金 舗装機械 アスファルトフィニッシャ（ホイール型・クローラ型） 舗装幅　１．４～３ｍ 騒音対策
型～低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

アスファルトフィニッシャ　賃貸 ホイールクローラ　１．４～３ｍ 台・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021190010
建設機械賃貸料金 舗装機械 アスファルトフィニッシャ（ホイール型・クローラ型） 舗装幅　２～４．５ｍ 騒音対策
型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

アスファルトフィニッシャ　賃貸 ホイールクローラ　２～４．５ｍ 台・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021190018
建設機械賃貸料金 舗装機械 アスファルトフィニッシャ（ホイール型・クローラ型） 舗装幅　２．３～６ｍ 騒音対策
型～低騒音型 排出ガス対策型～２０１１年基準 賃貸期間１カ月未満

アスファルトフィニッシャ　賃貸 ホイールクローラ　２．３～６ｍ 台・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021440002 建設機械賃貸料金 舗装機械 コンクリートカッタ（手動式） ブレード径３０ｃｍ　本体のみ 賃貸期間１カ月未満 コンクリートカッタ（賃貸） ブレード径３０ｃｍ　本体のみ 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021440004 建設機械賃貸料金 舗装機械 コンクリートカッタ（手動式） ブレード径３０ｃｍ　ブレード付き 賃貸期間１カ月未満 コンクリートカッタ（賃貸） ブレード径３０ｃｍ　ブレード付 組・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021440006 建設機械賃貸料金 舗装機械 ハンドカッタ モータ式　ブレード別 賃貸期間１カ月未満 コンクリートカッタ（賃貸） ハンドカッタ　モータ式 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021440008 建設機械賃貸料金 舗装機械 ハンドカッタ エンジン式　ブレード別 賃貸期間１カ月未満 コンクリートカッタ（賃貸） ハンドカッタ　エンジン式 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270004
建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量　２．０ｍ３／ｍｉｎ　吐出圧力０．７ＭＰａ 騒音対策
型～超低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

エンジンコンプレッサ（賃貸） ２ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270005
建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量　２．５ｍ３／ｍｉｎ　吐出圧力０．７ＭＰａ 騒音対策
型～超低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

エンジンコンプレッサ（賃貸） ２．５ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270006
建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量　３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ　吐出圧力０．７ＭＰａ
騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

エンジンコンプレッサ（賃貸） ３．５～３．７ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270008
建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量　５．０ｍ３／ｍｉｎ　吐出圧力０．７ＭＰａ 騒音対策
型～超低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

エンジンコンプレッサ（賃貸） ５ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270010
建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量　７．５～７．８ｍ３／ｍｉｎ　吐出圧力０．７ＭＰａ
騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

エンジンコンプレッサ（賃貸） ７．５～７．８ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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建設機械賃貸料金 8021270012
建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量　１０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ　吐出圧力０．７ＭＰ
ａ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

エンジンコンプレッサ（賃貸） １０．５～１１ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270013
建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量　１４．２ｍ３／ｍｉｎ　吐出圧力０．７ＭＰａ 騒音対
策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

エンジンコンプレッサ（賃貸） １４．２ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270014
建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量　１７．０ｍ３／ｍｉｎ　吐出圧力０．７ＭＰａ 騒音対
策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

エンジンコンプレッサ（賃貸） １７ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270015
建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ 吐出量　１８．０～１９．０ｍ３／ｍｉｎ　吐出圧力０．７ＭＰ
ａ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

エンジンコンプレッサ（賃貸） １８～１９ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270036
建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ（高圧） 吐出量　１５．０ｍ３／ｍｉｎ　吐出圧力１．０５ＭＰ
ａ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

エンジンコンプレッサ高圧　賃貸 １５ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270020 建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量　０．４～０．４５ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満 電動コンプレッサ（賃貸） ０．４～０．４５ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270022 建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量　０．７５～１．０ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満 電動コンプレッサ（賃貸） ０．７５～１ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270024 建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量　１．４ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満 電動コンプレッサ（賃貸） １．４ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270025 建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量　２．２ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満 電動コンプレッサ（賃貸） ２．２ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270026 建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量　３．７ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満 電動コンプレッサ（賃貸） ３．７ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270027 建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量　５．２ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満 電動コンプレッサ（賃貸） ５．２ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270028 建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量　６．０ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満 電動コンプレッサ（賃貸） ６ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270030 建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量　９．０ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満 電動コンプレッサ（賃貸） ９ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021270032 建設機械賃貸料金 空気圧縮機 電動コンプレッサ 吐出量　１２．０ｍ３／ｍｉｎ 賃貸期間１カ月未満 電動コンプレッサ（賃貸） １２ｍ３／分 基・日 805 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021330003
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ５０ｍｍ　出力　０．７５ｋＷ 揚程　１０ｍ程度
賃貸期間１カ月未満

水中ポンプ（賃貸） 径５０ｍｍ　０．７５ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021330005
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ７５（８０）ｍｍ　出力　１．５ｋＷ 揚程　１０
ｍ程度 賃貸期間１カ月未満

水中ポンプ（賃貸） 径７５（８０）ｍｍ　１．５ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021330007
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ１００ｍｍ　出力　３．７ｋＷ 揚程　１０ｍ程度
賃貸期間１カ月未満

水中ポンプ（賃貸） 径１００ｍｍ　３．７ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021330009
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ１５０ｍｍ　出力　７．５ｋＷ 揚程　１０ｍ程度
賃貸期間１カ月未満

水中ポンプ（賃貸） 径１５０ｍｍ　７．５ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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建設機械賃貸料金 8021330012
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ２００ｍｍ　出力　１１．０ｋＷ 揚程　１０ｍ程
度 賃貸期間１カ月未満

水中ポンプ（賃貸） 径２００ｍｍ　１１ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021330014
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ５０ｍｍ　出力　１．５ｋＷ 揚程　１５ｍ程度 賃
貸期間１カ月未満

水中ポンプ（賃貸） 径５０ｍｍ　１．５ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021330016
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ７５（８０）ｍｍ　出力　３．７ｋＷ 揚程　１５
ｍ程度 賃貸期間１カ月未満

水中ポンプ（賃貸） 径７５（８０）ｍｍ　３．７ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021330018
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ１００ｍｍ　出力　５．５ｋＷ 揚程　１５ｍ程度
賃貸期間１カ月未満

水中ポンプ（賃貸） 径１００ｍｍ　５．５ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021330020
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ１５０ｍｍ　出力　１１．０ｋＷ 揚程　１５ｍ程
度 賃貸期間１カ月未満

水中ポンプ（賃貸） 径１５０ｍｍ　１１ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021330022
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ２００ｍｍ　出力　１５．０ｋＷ 揚程　１５ｍ程
度 賃貸期間１カ月未満

水中ポンプ（賃貸） 径２００ｍｍ　１５ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021340002
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ５０ｍｍ　出力　３．７ｋＷ 揚程　３０ｍ程度 賃
貸期間１カ月未満

水中ポンプ（賃貸） 径５０ｍｍ　３．７ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021340004
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ７５（８０）ｍｍ　出力　５．５ｋＷ 揚程　３０
ｍ程度 賃貸期間１カ月未満

水中ポンプ（賃貸） 径７５（８０）ｍｍ　５．５ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021340006
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ１００ｍｍ　出力　１１．０ｋＷ 揚程　３０ｍ程
度 賃貸期間１カ月未満

水中ポンプ（賃貸） 径１００ｍｍ　１１ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021340008
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中ポンプ φ１５０ｍｍ　出力　２２．０ｋＷ 揚程　３０ｍ程
度 賃貸期間１カ月未満

水中ポンプ（賃貸） 径１５０ｍｍ　２２ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021331003
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中サンドポンプ φ５０ｍｍ　出力　１．５（ｋＷ）ｋＷ 揚程
１０ｍ程度 賃貸期間１カ月未満

水中サンドポンプ（賃貸） 径５０ｍｍ　１．５ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021331005
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中サンドポンプ φ７５（８０）ｍｍ　出力　３．７ｋＷ 揚程
１０ｍ程度 賃貸期間１カ月未満

水中サンドポンプ（賃貸） 径７５（８０）ｍｍ　３．７ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021331006
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中サンドポンプ φ１００ｍｍ　出力　５．５ｋＷ 揚程　１０
ｍ程度 賃貸期間１カ月未満

水中サンドポンプ（賃貸） 径１００ｍｍ　５．５ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021331008
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 水中サンドポンプ φ１５０ｍｍ　出力　１１．０ｋＷ 揚程　１
０ｍ程度 賃貸期間１カ月未満

水中サンドポンプ（賃貸） 径１５０ｍｍ　１１ｋＷ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021350002
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） エンジンポンプ φ５０ｍｍ 揚程　１０ｍ程度 賃貸期間１カ月未
満

エンジンポンプ（賃貸） 径５０ｍｍ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021350004
建設機械賃貸料金 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） エンジンポンプ φ７５（８０）ｍｍ 揚程　３０ｍ程度 賃貸期間
１カ月未満

エンジンポンプ（賃貸） 径７５（８０）ｍｍ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021290010 建設機械賃貸料金 発動発電機 ガソリン発電機 出力　２．０ｋＶＡ 騒音対策型～低騒音型 賃貸期間１カ月未満 ガソリン発電機（賃貸） 出力２ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021290012 建設機械賃貸料金 発動発電機 ガソリン発電機 出力　３．０ｋＶＡ 騒音対策型～低騒音型 賃貸期間１カ月未満 ガソリン発電機（賃貸） 出力３ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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建設機械賃貸料金 8021280001 建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　５ｋＶＡ 騒音対策型～超低騒音型 賃貸期間１カ月未満 ディーゼル発電機（賃貸） 出力５ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280003
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　８ｋＶＡ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準
賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力８ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280002
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　１０ｋＶＡ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基準
賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力１０ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280005
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　１５ｋＶＡ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基
準 賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力１５ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280021
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　２０ｋＶＡ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基
準 賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力２０ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280022
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　２５ｋＶＡ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基
準 賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力２５ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280023
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　３５ｋＶＡ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～１次基
準 賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力３５ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280008
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　４５ｋＶＡ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基
準 賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力４５ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280010
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　６０ｋＶＡ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基
準 賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力６０ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280011
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　７５ｋＶＡ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基
準 賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力７５ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280014
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　１００ｋＶＡ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次
基準 賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力１００ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280016
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　１２５ｋＶＡ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次
基準 賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力１２５ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280026
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　１５０ｋＶＡ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次
基準 賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力１５０ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280019
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　２００ｋＶＡ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基
準 賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力２００ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280029
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　２５０ｋＶＡ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基
準 賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力２５０ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280020
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　３００ｋＶＡ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～３次基
準 賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力３００ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280032
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　３５０ｋＶＡ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～２次基
準 賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力３５０ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021280030
建設機械賃貸料金 発動発電機 ディーゼル発電機 出力　４００ｋＶＡ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～３次基
準 賃貸期間１カ月未満

ディーゼル発電機（賃貸） 出力４００ｋＶＡ 基・日 806 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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建設機械賃貸料金 8021320016 建設機械賃貸料金 ウインチ類 ベビーウインチ 吊上荷重　～１５０ｋｇ 賃貸期間１カ月未満 ウインチ（賃貸）ベビーウインチ 吊上荷重～１５０ｋｇ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021320018 建設機械賃貸料金 ウインチ類 ベビーウインチ 吊上荷重　～２００ｋｇ 賃貸期間１カ月未満 ウインチ（賃貸）ベビーウインチ 吊上荷重～２００ｋｇ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021320004 建設機械賃貸料金 ウインチ類 チェーンブロック 吊上荷重　１ｔ 賃貸期間１カ月未満 ウインチ賃貸　チェーンブロック 吊上荷重１ｔ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021320006 建設機械賃貸料金 ウインチ類 チェーンブロック 吊上荷重　３ｔ 賃貸期間１カ月未満 ウインチ賃貸　チェーンブロック 吊上荷重３ｔ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021320008 建設機械賃貸料金 ウインチ類 レバーブロック 吊上荷重　０．７５～１．５ｔ 賃貸期間１カ月未満 ウインチ（賃貸）レバーブロック 吊上荷重０．７５～１．５ｔ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021320010 建設機械賃貸料金 ウインチ類 レバーブロック 吊上荷重　３ｔ 賃貸期間１カ月未満 ウインチ（賃貸）レバーブロック 吊上荷重３ｔ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021320012 建設機械賃貸料金 ウインチ類 チルホール 吊上荷重　１．６ｔ 賃貸期間１カ月未満 ウインチ（賃貸）チルホール 吊上荷重１．６ｔ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021320014 建設機械賃貸料金 ウインチ類 チルホール 吊上荷重　３ｔ 賃貸期間１カ月未満 ウインチ（賃貸）チルホール 吊上荷重３ｔ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021400008 建設機械賃貸料金 ジャッキ 爪付きジャッキ 揚力　１５ｔ　手動式 賃貸期間１カ月未満 爪付きジャッキ（賃貸） 揚力１５ｔ　手動式 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021400004 建設機械賃貸料金 ジャッキ ジャーナルジャッキ 揚力　２５ｔ　手動式 中揚程 賃貸期間１カ月未満 ジャーナルジャッキ（賃貸） 揚力２５ｔ　手動式　中揚程 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021400006 建設機械賃貸料金 ジャッキ ジャーナルジャッキ 揚力　５０ｔ　手動式 中揚程 賃貸期間１カ月未満 ジャーナルジャッキ（賃貸） 揚力５０ｔ　手動式　中揚程 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021360020
建設機械賃貸料金 コンクリート機械 高周波バイブレータ（振動部） φ３０～４０　ホース６（ｍ） 賃貸期間１カ月
未満

高周波バイブレータ（賃貸） 径３０～４０ｍｍ　６ｍ　振動部 本・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021360022
建設機械賃貸料金 コンクリート機械 高周波バイブレータ（振動部） φ５０～６０　ホース６（ｍ） 賃貸期間１カ月
未満

高周波バイブレータ（賃貸） 径５０～６０ｍｍ　６ｍ　振動部 本・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021360024 建設機械賃貸料金 コンクリート機械 高周波発電機 エンジン式　２．４～２．５ｋＶＡ 賃貸期間１カ月未満 高周波発電機（賃貸） エンジン式２．４～２．５ｋＶＡ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021360026 建設機械賃貸料金 コンクリート機械 高周波発電機コンバーター ２００Ｖ　３．０ｋＶＡ 賃貸期間１カ月未満 高周波コンバーター（賃貸） ２００Ｖ　３ｋＶＡ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021360028
建設機械賃貸料金 コンクリート機械 高周波発電機インバーター １００Ｖ　１．２～１．３ｋＶＡ 賃貸期間１カ月未
満

高周波インバーター（賃貸） １００Ｖ　１．２～１．３ｋＶＡ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021360016
建設機械賃貸料金 コンクリート機械 標準コンクリートバイブレータ（棒状） モータ式　１００Ｖ 賃貸期間１カ月未
満

コンクリートバイブレータ・賃貸 標準　モータ式　１００Ｖ　棒状 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021360018
建設機械賃貸料金 コンクリート機械 標準コンクリートバイブレータ（棒状） モータ式　２００Ｖ 賃貸期間１カ月未
満

コンクリートバイブレータ・賃貸 標準　モータ式　２００Ｖ　棒状 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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建設機械賃貸料金 8021360012 建設機械賃貸料金 コンクリート機械 標準コンクリートバイブレータ（棒状） エンジン式 賃貸期間１カ月未満 コンクリートバイブレータ・賃貸 標準　エンジン式 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021560002 建設機械賃貸料金 コンクリート機械 コンクリートバケット ０．５ｍ３ 賃貸期間１カ月未満 コンクリートバケット（賃貸） ０．５ｍ３ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021560004 建設機械賃貸料金 コンクリート機械 コンクリートバケット １．０ｍ３ 賃貸期間１カ月未満 コンクリートバケット（賃貸） １ｍ３ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021380006 建設機械賃貸料金 コンクリート機械 モルタルミキサ ２．５切 賃貸期間１カ月未満 モルタルミキサ（賃貸） ２．５切 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021380008 建設機械賃貸料金 コンクリート機械 モルタルミキサ ３．５切 賃貸期間１カ月未満 モルタルミキサ（賃貸） ３．５切 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021300004 建設機械賃貸料金 溶接機械 エンジンウェルダ 溶接電流　２３０～２５０Ａ 賃貸期間１カ月未満 エンジンウェルダ（賃貸） 溶接電流２３０～２５０Ａ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021300006 建設機械賃貸料金 溶接機械 エンジンウェルダ 溶接電流　２７０～２８０Ａ 賃貸期間１カ月未満 エンジンウェルダ（賃貸） 溶接電流２７０～２８０Ａ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021300008 建設機械賃貸料金 溶接機械 エンジンウェルダ 溶接電流　３００～３５０Ａ 賃貸期間１カ月未満 エンジンウェルダ（賃貸） 溶接電流３００～３５０Ａ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021310014 建設機械賃貸料金 溶接機械 アーク溶接機 定格二次電流　２００～２５０Ａ 賃貸期間１カ月未満 アーク溶接機（賃貸） 定格二次電流２００～２５０Ａ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021310008 建設機械賃貸料金 溶接機械 アーク溶接機 定格二次電流　３００Ａ 賃貸期間１カ月未満 アーク溶接機（賃貸） 定格二次電流３００Ａ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021310010 建設機械賃貸料金 溶接機械 アーク溶接機 定格二次電流　４００Ａ 賃貸期間１カ月未満 アーク溶接機（賃貸） 定格二次電流４００Ａ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021310012 建設機械賃貸料金 溶接機械 アーク溶接機 定格二次電流　５００Ａ 賃貸期間１カ月未満 アーク溶接機（賃貸） 定格二次電流５００Ａ 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021060002 建設機械賃貸料金 特装車両類 投光車 １０００Ｗ×４～６灯　２ｔ車 賃貸期間１カ月未満 投光車（賃貸） １０００Ｗ×４～６灯　２ｔ車 台・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021060004 建設機械賃貸料金 特装車両類 投光機 ４００Ｗ×２灯 賃貸期間１カ月未満 投光機（賃貸） ４００Ｗ×２灯 基・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021010039 建設機械賃貸料金 特装車両類 橋梁点検車 作業高約６ｍ　積載質量２００ｋｇ 賃貸期間１カ月未満 橋梁点検車（賃貸） 作業Ｈ約６ｍ　積載２００ｋｇ 台・日 807 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021490002 建設機械賃貸料金 汎用機械 コアカッタ モータ式　φ１００ｍｍ　本体のみ 賃貸期間１カ月未満 コアカッタ（賃貸） 径１００ｍｍ　モータ式　本体 基・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021500010 建設機械賃貸料金 汎用機械 パイルカッタ φ３００～５００ｍｍ 賃貸期間１カ月未満 パイルカッタ（賃貸） 径３００～５００ｍｍ 基・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8023010002 建設機械賃貸料金 汎用機械 チェンソー エンジン式３００～４００ｍｍ　刃付き 賃貸期間１カ月未満 チェンソー（賃貸）　エンジン式 ３００～４００ｍｍ　刃付き 基・日 808 ○ ○ 8023 機械工具（賃貸）
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建設機械賃貸料金 8023010004 建設機械賃貸料金 汎用機械 チェンソー エンジン式３００～４００ｍｍ　刃なし 賃貸期間１カ月未満 チェンソー（賃貸）　エンジン式 ３００～４００ｍｍ　刃なし 基・日 808 ○ ○ 8023 機械工具（賃貸）

建設機械賃貸料金 8023020002 建設機械賃貸料金 汎用機械 草刈機 肩掛式 賃貸期間１カ月未満 草刈機（賃貸） 肩掛式 基・日 808 ○ ○ 8023 機械工具（賃貸）

建設機械賃貸料金 8021410006 建設機械賃貸料金 汎用機械 ベルトコンベア モータ式　長５ｍ 賃貸期間１カ月未満 ベルトコンベア（賃貸） モーター式　Ｌ５ｍ 基・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021410008 建設機械賃貸料金 汎用機械 ベルトコンベア モータ式　長７ｍ 賃貸期間１カ月未満 ベルトコンベア（賃貸） モーター式　Ｌ７ｍ 基・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021590002 建設機械賃貸料金 汎用機械 ジェットヒーター １２６ＭＪ／ｈ（３０１００ｋｃａｌ／ｈ） 賃貸期間１カ月未満 ジェットヒーター（賃貸） １２６ＭＪ／ｈ 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021600002
建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用３ｔ・３転ダンプ 狭軌　積載重量　１．９～２．６ｔ　鉄輪走行 賃貸期間１カ
月未満

軌陸車両（賃貸）　狭軌 鉄道用３ｔ・３転ダンプ 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021600004
建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用３ｔ・３転ダンプ 標準軌　積載重量　１．９～２．６ｔ　鉄輪走行 賃貸期間１
カ月未満

軌陸車両（賃貸）　標準軌 鉄道用３ｔ・３転ダンプ 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021600022
建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用バックホウ　０．２ｍ３ 狭軌　ゴムクローラ超小旋回　非常用エンジン装備　鉄
輪走行 賃貸期間１カ月未満

軌陸車両（賃貸）　狭軌 鉄道用バックホウ０．２ｍ３ 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021600024
建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用バックホウ　０．２ｍ３ 標準軌　ゴムクローラ超小旋回　非常用エンジン装備
鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満

軌陸車両（賃貸）　標準軌 鉄道用バックホウ０．２ｍ３ 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021600026
建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用バックホウ　０．２５ｍ３ 狭軌　ゴムクローラ超小旋回　非常用エンジン装備
鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満

軌陸車両（賃貸）　狭軌 鉄道用バックホウ０．２５ｍ３ 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021600028
建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用バックホウ　０．２５ｍ３ 標準軌　ゴムクローラ超小旋回　非常用エンジン装備
鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満

軌陸車両（賃貸）　標準軌 鉄道用バックホウ０．２５ｍ３ 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021600010
建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用３ｔ吊りトラック 狭軌　積載重量　１．５～２．０ｔ　非常用エンジン装備　鉄
輪走行 賃貸期間１カ月未満

軌陸車両（賃貸）　狭軌 鉄道用３ｔ吊りトラック 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021600012
建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用３ｔ吊りトラック 標準軌　積載重量　１．５～２．０ｔ　非常用エンジン装備
鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満

軌陸車両（賃貸）　標準軌 鉄道用３ｔ吊りトラック 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021600030
建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用吊りトラ３ｔコラム伸縮 狭軌　積載重量　１．２５ｔ　非常用エンジン装備　鉄
輪走行 賃貸期間１カ月未満

軌陸車両（賃貸）　狭軌 鉄道用吊りトラ３ｔコラム伸縮 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021600014
建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用クローラクレーン超小旋回 標狭両用　２．９ｔ　４段ブーム　非常用エンジン装
備　鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満

軌陸車両（賃貸）　標狭両用 鉄道用クローラクレーン　４段 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021600016
建設機械賃貸料金 軌陸車両類 鉄道用クローラクレーン超小旋回 標狭両用　４．９ｔ　５段ブーム　非常用エンジン装
備　鉄輪走行 賃貸期間１カ月未満

軌陸車両（賃貸）　標狭両用 鉄道用クローラクレーン　５段 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021600018 建設機械賃貸料金 軌陸車両類 アルミ軽便トロ１ｔ積載 狭軌　積載重量　１．０ｔ 賃貸期間１カ月未満 軌陸車両（賃貸）　狭軌 アルミ軽便トロ１ｔ積載 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

建設機械賃貸料金 8021600020 建設機械賃貸料金 軌陸車両類 アルミ軽便トロ１ｔ積載 標準軌　積載重量　１．０ｔ 賃貸期間１カ月未満 軌陸車両（賃貸）　標準軌 アルミ軽便トロ１ｔ積載 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550020 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ かさ上げ後輪型 賃貸料 賃貸期間２カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）２カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＤＣ 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550520 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ かさ上げ後輪型 基本料 井上鋼材 泥落装置（賃貸）基本料 スパッツＸＮＩ－ＤＣ 台 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550040 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間２カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）２カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１ 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550540 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠ かさ上げ全輪型 基本料 井上鋼材 泥落装置（賃貸）基本料 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１ 台 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550070
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠＷ かさ上げ全輪ウォーター型 賃貸料 賃貸期間２カ月未満
井上鋼材

泥落装置（賃貸）２カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550570 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠＷ かさ上げ全輪ウォーター型 基本料 井上鋼材 泥落装置（賃貸）基本料 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ 台 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550050 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間２カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）２カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ２ 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550550 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ全輪型 基本料 井上鋼材 泥落装置（賃貸）基本料 スパッツＸＮＩ－ＦＣ２ 台 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021551005
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－Ａ 前後輪型　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期間２カ月未満 カ
ナモト

泥落装置（賃貸）２カ月未満 ラスカルＤＲＸ－Ａ　前後輪型 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021551505 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－Ａ 前後輪型　（排出口高２５０） 基本料 カナモト 泥落装置（賃貸）基本料 ラスカルＤＲＸ－Ａ　前後輪型 台 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021551010
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－ＡＷ 前後輪型　ウォーター式　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期
間２カ月未満 カナモト

泥落装置（賃貸）２カ月未満 ラスカルＤＲＸ－ＡＷ　前後輪型 台・日 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021551510
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－ＡＷ 前後輪型　ウォーター式　（排出口高２５０） 基本料 カナモ
ト

泥落装置（賃貸）基本料 ラスカルＤＲＸ－ＡＷ　前後輪型 台 808 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021230003
移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ４．９ｔ吊り　オペレータ付
き 期間：１カ月未満

トラッククレーン（作業料金） ４．９ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021230006
移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） １６ｔ吊り　オペレータ付き
期間：１カ月未満

トラッククレーン（作業料金） １６ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021230009
移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ２０ｔ吊り　オペレータ付き
期間：１カ月未満

トラッククレーン（作業料金） ２０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021230010
移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ２５ｔ吊り　オペレータ付き
期間：１カ月未満

トラッククレーン（作業料金） ２５ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021230012
移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ３０ｔ吊り　オペレータ付き
期間：１カ月未満

トラッククレーン（作業料金） ３０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021230015
移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ３５ｔ吊り　オペレータ付き
期間：１カ月未満

トラッククレーン（作業料金） ３５ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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移動式クレーン作業料金 8021230017
移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ４５ｔ吊り　オペレータ付き
期間：１カ月未満

トラッククレーン（作業料金） ４５ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021230024
移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ５０ｔ吊り　オペレータ付き
期間：１カ月未満

トラッククレーン（作業料金） ５０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021230026
移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） １００ｔ吊り　オペレータ付
き 分解・組立が必要 低騒音型含む 期間：１カ月未満

トラッククレーン（作業料金） １００ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021230028
移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） １２０ｔ吊り　オペレータ付
き 分解・組立が必要 低騒音型含む 期間：１カ月未満

トラッククレーン（作業料金） １２０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021230030
移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） １６０ｔ吊り　オペレータ付
き 分解・組立が必要 低騒音型含む 期間：１カ月未満

トラッククレーン（作業料金） １６０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021230034
移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ２００ｔ吊り　オペレータ付
き 分解・組立が必要 低騒音型含む 期間：１カ月未満

トラッククレーン（作業料金） ２００ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021230036
移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ３６０ｔ吊り　オペレータ付
き 分解・組立が必要 期間：１カ月未満

トラッククレーン（作業料金） ３６０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021230040
移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ５００ｔ吊り　オペレータ付
き 分解・組立が必要 期間：１カ月未満

トラッククレーン（作業料金） ５００ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021230042
移動式クレーン作業料金 日極料金 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ５５０ｔ吊り　オペレータ付
き 分解・組立が必要 期間：１カ月未満

トラッククレーン（作業料金） ５５０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021250011
移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ４．９ｔ吊り　オペ
レータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準 期間：１カ月未満

ラフテレーンクレーン・作業料金 ４．９ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021250013
移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ７ｔ吊り　オペレー
タ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～１次基準 期間：１カ月未満

ラフテレーンクレーン・作業料金 ７ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021250002
移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） １０ｔ吊り　オペ
レータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～１次基準 期間：１カ月未満

ラフテレーンクレーン・作業料金 １０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021250003
移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） １６ｔ吊り　オペ
レータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準 期間：１カ月未満

ラフテレーンクレーン・作業料金 １６ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021250020
移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ２０ｔ吊り　オペ
レータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準 期間：１カ月未満

ラフテレーンクレーン・作業料金 ２０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021250006
移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ２５ｔ吊り　オペ
レータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２０１１年基準 期間：１カ月未満

ラフテレーンクレーン・作業料金 ２５ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021250007
移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ３５ｔ吊り　オペ
レータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準 期間：１カ月未満

ラフテレーンクレーン・作業料金 ３５ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021250010
移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ４５ｔ吊り　オペ
レータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～１次基準 期間：１カ月未満

ラフテレーンクレーン・作業料金 ４５ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021250022
移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ５０ｔ吊り　オペ
レータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準 期間：１カ月未満

ラフテレーンクレーン・作業料金 ５０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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移動式クレーン作業料金 8021250024
移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ６０ｔ吊り　オペ
レータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準 期間：１カ月未満

ラフテレーンクレーン・作業料金 ６０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021250026
移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ６５ｔ吊り　オペ
レータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準 期間：１カ月未満

ラフテレーンクレーン・作業料金 ６５ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021250028
移動式クレーン作業料金 日極料金 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型） ７０ｔ吊り　オペ
レータ付き 低騒音型含む 排出ガス対策型～１次基準 期間：１カ月未満

ラフテレーンクレーン・作業料金 ７０ｔ吊　オペレータ付　日極 台・日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021240034
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ３５ｔ吊り　オペレータ
付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～１次基準

クローラクレーン（作業料金） ３５ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021240036
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ４０ｔ吊り　オペレータ
付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準

クローラクレーン（作業料金） ４０ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021240038
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ５０ｔ吊り　オペレータ
付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準

クローラクレーン（作業料金） ５０ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021240037
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ５５ｔ吊り　オペレータ
付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準

クローラクレーン（作業料金） ５５ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021240062
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ６５ｔ吊り　オペレータ
付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準

クローラクレーン（作業料金） ６５ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021240066
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ７０ｔ吊り　オペレータ
付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準

クローラクレーン（作業料金） ７０ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021240040
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ８０ｔ吊り　オペレータ
付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準

クローラクレーン（作業料金） ８０ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021240068
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ９０ｔ吊り　オペレータ
付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準

クローラクレーン（作業料金） ９０ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021240042
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） １００ｔ吊り　オペレー
タ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準

クローラクレーン（作業料金） １００ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021240070
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） １２０ｔ吊り　オペレー
タ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準

クローラクレーン（作業料金） １２０ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021240044
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） １５０ｔ吊り　オペレー
タ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準

クローラクレーン（作業料金） １５０ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021240048
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ２００ｔ吊り　オペレー
タ付き 分解・組立が必要 低騒音型含む 排出ガス対策型～２次基準

クローラクレーン（作業料金） ２００ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021240050
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ２５０ｔ吊り　オペレー
タ付き 分解・組立が必要

クローラクレーン（作業料金） ２５０ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021240052
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ３００ｔ吊り　オペレー
タ付き 分解・組立が必要

クローラクレーン（作業料金） ３００ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021240072
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ３５０ｔ吊り　オペレー
タ付き 分解・組立が必要

クローラクレーン（作業料金） ３５０ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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移動式クレーン作業料金 8021240054
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ４５０ｔ吊り　オペレー
タ付き 分解・組立が必要

クローラクレーン（作業料金） ４５０ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021240064
移動式クレーン作業料金 月極料金 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型） ５００ｔ吊り　オペレー
タ付き 分解・組立が必要

クローラクレーン（作業料金） ５００ｔ吊　オペレータ付　月極 台・月 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021580010 移動式クレーン作業料金 割増率 時間外料金割増（１時間当たり） 建設機械割増率（作業） 時間外料金割増　１時間当たり ％ 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021580020 移動式クレーン作業料金 割増率 深夜料金割増（１時間当たり） 建設機械割増率（作業） 深夜料金割増　１時間当たり ％ 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021580030 移動式クレーン作業料金 割増率 休日料金割増（１時間当たり） 建設機械割増率（作業） 休日料金割増　１時間当たり ％ 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021248002 移動式クレーン作業料金 保証日数 月極料金 クローラクレーン（作業料金） 保証日数　月極料金 日 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

移動式クレーン作業料金 8021990020 移動式クレーン作業料金 長期割引率 １カ月以上（クローラクレーンを除く） 建設機械割引率賃貸　１カ月以上 ラフテレーン・トラッククレーン ％ 809 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

仮設鋼材賃貸料金 8001010526 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内 鋼矢板（賃貸）９０日以内 ２型　４８ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010534 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内 鋼矢板（賃貸）１８０日以内 ２型　４８ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010542 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内 鋼矢板（賃貸）３６０日以内 ２型　４８ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010518 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内 鋼矢板（賃貸）７２０日以内 ２型　４８ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010550 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内 鋼矢板（賃貸）１０８０日以内 ２型　４８ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001011510 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ 整備費 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満 鋼矢板（賃貸）整備費 ２型　４８ｋｇ／ｍ ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001011010 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満 鋼矢板（賃貸）不足分弁償金 新品　２型　４８ｋｇ／ｍ ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001011018 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満 鋼矢板（賃貸）不足分弁償金 中古　２型　４８ｋｇ／ｍ ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001012010 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満 鋼矢板（賃貸）修理費　大曲 ２型　４８ｋｇ／ｍ 個 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001012016 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満 鋼矢板（賃貸）修理費　穴埋 ２型　４８ｋｇ／ｍ 個 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001012014 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型 ４８ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満 鋼矢板（賃貸）修理費　短尺補償 ２型　４８ｋｇ／ｍ ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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仮設鋼材賃貸料金 8001010528 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内 鋼矢板（賃貸）９０日以内 ３型　６０ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010536 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内 鋼矢板（賃貸）１８０日以内 ３型　６０ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010544 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内 鋼矢板（賃貸）３６０日以内 ３型　６０ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010520 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内 鋼矢板（賃貸）７２０日以内 ３型　６０ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010552 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内 鋼矢板（賃貸）１０８０日以内 ３型　６０ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001011512 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ 整備費 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満 鋼矢板（賃貸）整備費 ３型　６０ｋｇ／ｍ ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001011012 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満 鋼矢板（賃貸）不足分弁償金 新品　３型　６０ｋｇ／ｍ ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001011020 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満 鋼矢板（賃貸）不足分弁償金 中古　３型　６０ｋｇ／ｍ ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001012018 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満 鋼矢板（賃貸）修理費　大曲 ３型　６０ｋｇ／ｍ 個 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001012024 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満 鋼矢板（賃貸）修理費　穴埋 ３型　６０ｋｇ／ｍ 個 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001012022 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅲ型 ６０ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満 鋼矢板（賃貸）修理費　短尺補償 ３型　６０ｋｇ／ｍ ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010530 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内 鋼矢板（賃貸）９０日以内 ４型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010538 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内 鋼矢板（賃貸）１８０日以内 ４型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010546 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内 鋼矢板（賃貸）３６０日以内 ４型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010522 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内 鋼矢板（賃貸）７２０日以内 ４型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010554 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内 鋼矢板（賃貸）１０８０日以内 ４型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001011514 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ 整備費 標準長９～１６ｍ スクラップ長８ｍ未満 鋼矢板（賃貸）整備費 ４型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001011014 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長９～１６ｍ スクラップ長８ｍ未満 鋼矢板（賃貸）不足分弁償金 新品　４型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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仮設鋼材賃貸料金 8001011022 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長９～１６ｍ スクラップ長８ｍ未満 鋼矢板（賃貸）不足分弁償金 中古　４型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001012026 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長９～１６ｍ スクラップ長８ｍ未満 鋼矢板（賃貸）修理費　大曲 ４型　７６．１ｋｇ／ｍ 個 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001012032 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長９～１６ｍ スクラップ長８ｍ未満 鋼矢板（賃貸）修理費　穴埋 ４型　７６．１ｋｇ／ｍ 個 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001012030 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅳ型 ７６．１ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長９～１６ｍ スクラップ長８ｍ未満 鋼矢板（賃貸）修理費　短尺補償 ４型　７６．１ｋｇ／ｍ ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010532 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ⅤＬ型 １０５ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内 鋼矢板（賃貸）９０日以内 ５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010540 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ⅤＬ型 １０５ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内 鋼矢板（賃貸）１８０日以内 ５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010548 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ⅤＬ型 １０５ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内 鋼矢板（賃貸）３６０日以内 ５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010524 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ⅤＬ型 １０５ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内 鋼矢板（賃貸）７２０日以内 ５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001010556 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ⅤＬ型 １０５ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内 鋼矢板（賃貸）１０８０日以内 ５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001011516 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ⅤＬ型 １０５ｋｇ／ｍ 整備費 標準長１０～１８ｍ スクラップ長９ｍ未満 鋼矢板（賃貸）整備費 ５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001011016 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ⅤＬ型 １０５ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長１０～１８ｍ スクラップ長９ｍ未満 鋼矢板（賃貸）不足分弁償金 新品　５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001011024 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ⅤＬ型 １０５ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長１０～１８ｍ スクラップ長９ｍ未満 鋼矢板（賃貸）不足分弁償金 中古　５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001012034 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ⅤＬ型 １０５ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長１０～１８ｍ スクラップ長９ｍ未満 鋼矢板（賃貸）修理費　大曲 ５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ 個 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001012040 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ⅤＬ型 １０５ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長１０～１８ｍ スクラップ長９ｍ未満 鋼矢板（賃貸）修理費　穴埋 ５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ 個 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001012038 仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 ⅤＬ型 １０５ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長１０～１８ｍ スクラップ長９ｍ未満 鋼矢板（賃貸）修理費　短尺補償 ５Ｌ型　１０５ｋｇ／ｍ ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001020514 仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 ９０日（３カ月）以内 軽量鋼矢板（賃貸）９０日以内 １型　２型　３型 ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001020516 仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 １８０日（６カ月）以内 軽量鋼矢板（賃貸）１８０日以内 １型　２型　３型 ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001020518 仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 ３６０日（１２カ月）以内 軽量鋼矢板（賃貸）３６０日以内 １型　２型　３型 ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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仮設鋼材賃貸料金 8001020512 仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 ７２０日（２４カ月）以内 軽量鋼矢板（賃貸）７２０日以内 １型　２型　３型 ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001020520 仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 １０８０日（３６カ月）以内 軽量鋼矢板　賃貸１０８０日以内 １型　２型　３型 ｔ・日 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001021510
仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 整備費 標準長２．５～５ｍ（１型，２型）　３～５．５ｍ（３型）
スクラップ長２．５ｍ未満（１型，２型）　３ｍ未満（３型）

軽量鋼矢板（賃貸）整備費 １型　２型　３型 ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001021014
仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 不足分弁償金（新品） 標準長２．５～５ｍ（１型，２型）　３～
５．５ｍ（３型） スクラップ長２．５ｍ未満（１型，２型）　３ｍ未満（３型）

軽量鋼矢板（賃貸）不足分弁償金 新品　１型　２型　３型 ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001021016
仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 不足分弁償金（中古） 標準長２．５～５ｍ（１型，２型）　３～
５．５ｍ（３型） スクラップ長２．５ｍ未満（１型，２型）　３ｍ未満（３型）

軽量鋼矢板（賃貸）不足分弁償金 中古　１型　２型　３型 ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001022010
仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 修理費（大曲） 標準長２．５～５ｍ（１型，２型）　３～５．５ｍ
（３型） スクラップ長２．５ｍ未満（１型，２型）　３ｍ未満（３型）

軽量鋼矢板（賃貸）修理費　大曲 １型　２型　３型 個 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001022012
仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 修理費（穴埋） 標準長２．５～５ｍ（１型，２型）　３～５．５ｍ
（３型） スクラップ長２．５ｍ未満（１型，２型）　３ｍ未満（３型）

軽量鋼矢板（賃貸）修理費　穴埋 １型　２型　３型 個 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001022016
仮設鋼材賃貸料金 軽量鋼矢板 １型，２型，３型 修理費（短尺補償） 標準長２．５～５ｍ（１型，２型）　３～５．
５ｍ（３型） スクラップ長２．５ｍ未満（１型，２型）　３ｍ未満（３型）

軽量鋼矢板賃貸　修理費短尺補償 １型　２型　３型 ｔ 810 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030534 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内 Ｈ－２００ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030546 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内 Ｈ－２００ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030558 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内 Ｈ－２００ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030522 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内 Ｈ－２００ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030570 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）１０８０日以内 Ｈ－２００ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031510 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ 整備費 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）整備費 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031010
仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未
満

Ｈ形鋼（賃貸）不足分弁償金 新品　Ｈ－２００ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031022
仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未
満

Ｈ形鋼（賃貸）不足分弁償金 中古　Ｈ－２００ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001032010 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）修理費　大曲 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ 個 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001032016 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）修理費　穴埋 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ 個 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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仮設鋼材賃貸料金 8001032014 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２００ ４９．９ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長４～８ｍ スクラップ長４ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）修理費　短尺補償 Ｈ－２００　４９．９ｋｇ／ｍ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030536 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030548 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030560 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030524 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030572 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）１０８０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031512 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ 整備費 標準長６～１２ｍ スクラップ長４ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）整備費 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031012
仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長６～１２ｍ スクラップ長４ｍ
未満

Ｈ形鋼（賃貸）不足分弁償金 新品　Ｈ－２５０ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031024
仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長６～１２ｍ スクラップ長４ｍ
未満

Ｈ形鋼（賃貸）不足分弁償金 中古　Ｈ－２５０ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001032018 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長６～１２ｍ スクラップ長４ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）修理費　大曲 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ 個 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001032024 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長６～１２ｍ スクラップ長４ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）修理費　穴埋 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ 個 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001032022
仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－２５０ ７１．８ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長６～１２ｍ スクラップ長４ｍ未
満

Ｈ形鋼（賃貸）修理費　短尺補償 Ｈ－２５０　７１．８ｋｇ／ｍ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030538 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内 Ｈ－３００ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030550 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内 Ｈ－３００ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030562 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内 Ｈ－３００ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030526 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内 Ｈ－３００ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030574 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）１０８０日以内 Ｈ－３００ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031514 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ 整備費 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）整備費 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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仮設鋼材賃貸料金 8001031014 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）不足分弁償金 新品　Ｈ－３００ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031026 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）不足分弁償金 中古　Ｈ－３００ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001032026 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）修理費　大曲 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ 個 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001032032 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）修理費　穴埋 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ 個 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001032030 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３００ ９３ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長６～１２ｍ スクラップ長５ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）修理費　短尺補償 Ｈ－３００　９３ｋｇ／ｍ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030540 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内 Ｈ－３５０ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030552 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内 Ｈ－３５０ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030564 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内 Ｈ－３５０ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030528 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内 Ｈ－３５０ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030576 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）１０８０日以内 Ｈ－３５０ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031516 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ 整備費 標準長７～１５ｍ スクラップ長６ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）整備費 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031016
仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長７～１５ｍ スクラップ長６ｍ未
満

Ｈ形鋼（賃貸）不足分弁償金 新品　Ｈ－３５０ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031028
仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長７～１５ｍ スクラップ長６ｍ未
満

Ｈ形鋼（賃貸）不足分弁償金 中古　Ｈ－３５０ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001032034 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長７～１５ｍ スクラップ長６ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）修理費　大曲 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ 個 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001032040 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長７～１５ｍ スクラップ長６ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）修理費　穴埋 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ 個 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001032038 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－３５０ １３５ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長７～１５ｍ スクラップ長６ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）修理費　短尺補償 Ｈ－３５０　１３５ｋｇ／ｍ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030542 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030554 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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仮設鋼材賃貸料金 8001030566 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030530 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030578 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）１０８０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031518 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ 整備費 標準長７～１６ｍ スクラップ長６ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）整備費 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031018
仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長７～１６ｍ スクラップ長６ｍ未
満

Ｈ形鋼（賃貸）不足分弁償金 新品　Ｈ－４００ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031030
仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長７～１６ｍ スクラップ長６ｍ未
満

Ｈ形鋼（賃貸）不足分弁償金 中古　Ｈ－４００ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001032050 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長７～１６ｍ スクラップ長６ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）修理費　大曲 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ 個 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001032056 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長７～１６ｍ スクラップ長６ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）修理費　穴埋 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ 個 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001032054 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－４００ １７２ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長７～１６ｍ スクラップ長６ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）修理費　短尺補償 Ｈ－４００　１７２ｋｇ／ｍ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030544 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－５９４×３０２ １７０ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）９０日以内 Ｈ－５９４×３０２ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030556 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－５９４×３０２ １７０ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）１８０日以内 Ｈ－５９４×３０２ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030568 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－５９４×３０２ １７０ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）３６０日以内 Ｈ－５９４×３０２ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030532 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－５９４×３０２ １７０ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）７２０日以内 Ｈ－５９４×３０２ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001030580 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－５９４×３０２ １７０ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内 Ｈ形鋼（賃貸）１０８０日以内 Ｈ－５９４×３０２ ｔ・日 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031520 仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－５９４×３０２ １７０ｋｇ／ｍ 整備費 標準長８～１２ｍ スクラップ長７ｍ未満 Ｈ形鋼（賃貸）整備費 Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031020
仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－５９４×３０２ １７０ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長８～１２ｍ スクラップ
長７ｍ未満

Ｈ形鋼（賃貸）不足分弁償金 新品　Ｈ－５９４×３０２ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001031032
仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－５９４×３０２ １７０ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長８～１２ｍ スクラップ
長７ｍ未満

Ｈ形鋼（賃貸）不足分弁償金 中古　Ｈ－５９４×３０２ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001032042
仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－５９４×３０２ １７０ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長８～１２ｍ スクラップ長７ｍ
未満

Ｈ形鋼（賃貸）修理費　大曲 Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ 個 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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仮設鋼材賃貸料金 8001032048
仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－５９４×３０２ １７０ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長８～１２ｍ スクラップ長７ｍ
未満

Ｈ形鋼（賃貸）修理費　穴埋 Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ 個 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001032046
仮設鋼材賃貸料金 Ｈ形鋼 Ｈ－５９４×３０２ １７０ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長８～１２ｍ スクラップ長
７ｍ未満

Ｈ形鋼（賃貸）修理費　短尺補償 Ｈ－５９４×３０２　１７０ｋｇ ｔ 811 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040510 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０ ８０ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）９０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040520 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０ ８０ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）１８０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040530 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０ ８０ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）３６０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040540 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０ ８０ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）７２０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040550 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０ ８０ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内 鋼製山留材　賃貸１０８０日以内 Ｈ－２５０ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001041510 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０ ８０ｋｇ／ｍ 整備費 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満 鋼製山留材（賃貸）整備費 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001041010
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０ ８０ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未
満

鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金 新品　Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001041020
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０ ８０ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未
満

鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金 中古　Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001042002 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０ ８０ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満 鋼製山留材（賃貸）修理費　大曲 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ 個 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001042102 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０ ８０ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満 鋼製山留材（賃貸）修理費　穴埋 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ 個 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001042302 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－２５０ ８０ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満 鋼製山留材賃貸　修理費短尺補償 Ｈ－２５０　８０ｋｇ／ｍ ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040512 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００ １００ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）９０日以内 Ｈ－３００ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040522 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００ １００ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）１８０日以内 Ｈ－３００ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040532 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００ １００ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）３６０日以内 Ｈ－３００ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040542 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００ １００ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）７２０日以内 Ｈ－３００ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040552 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００ １００ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内 鋼製山留材　賃貸１０８０日以内 Ｈ－３００ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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仮設鋼材賃貸料金 8001041512 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００ １００ｋｇ／ｍ 整備費 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満 鋼製山留材（賃貸）整備費 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001041012
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００ １００ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ
未満

鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金 新品　Ｈ３００　１００ｋｇ／ｍ ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001041022
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００ １００ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ
未満

鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金 中古　Ｈ３００　１００ｋｇ／ｍ ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001042004 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００ １００ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満 鋼製山留材（賃貸）修理費　大曲 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ 個 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001042104 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００ １００ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満 鋼製山留材（賃貸）修理費　穴埋 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ 個 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001042304
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３００ １００ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未
満

鋼製山留材賃貸　修理費短尺補償 Ｈ－３００　１００ｋｇ／ｍ ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040514 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０ １５０ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）９０日以内 Ｈ－３５０ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040524 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０ １５０ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）１８０日以内 Ｈ－３５０ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040534 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０ １５０ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）３６０日以内 Ｈ－３５０ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040544 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０ １５０ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）７２０日以内 Ｈ－３５０ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040554 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０ １５０ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内 鋼製山留材　賃貸１０８０日以内 Ｈ－３５０ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001041514 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０ １５０ｋｇ／ｍ 整備費 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満 鋼製山留材（賃貸）整備費 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001041014
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０ １５０ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ
未満

鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金 新品　Ｈ３５０　１５０ｋｇ／ｍ ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001041024
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０ １５０ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ
未満

鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金 中古　Ｈ３５０　１５０ｋｇ／ｍ ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001042006 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０ １５０ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満 鋼製山留材（賃貸）修理費　大曲 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ 個 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001042106 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０ １５０ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満 鋼製山留材（賃貸）修理費　穴埋 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ 個 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001042306
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－３５０ １５０ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未
満

鋼製山留材賃貸　修理費短尺補償 Ｈ－３５０　１５０ｋｇ／ｍ ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040516 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ ９０日（３カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）９０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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仮設鋼材賃貸料金 8001040526 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ １８０日（６カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）１８０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040536 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ ３６０日（１２カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）３６０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040546 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ ７２０日（２４カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）７２０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040556 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ １０８０日（３６カ月）以内 鋼製山留材　賃貸１０８０日以内 Ｈ－４００ ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001041516 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ 整備費 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満 鋼製山留材（賃貸）整備費 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001041016
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（新品） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ
未満

鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金 新品　Ｈ４００　２００ｋｇ／ｍ ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001041026
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ 不足分弁償金（中古） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ
未満

鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金 中古　Ｈ４００　２００ｋｇ／ｍ ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001042008 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ 修理費（大曲） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満 鋼製山留材（賃貸）修理費　大曲 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ 個 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001042108 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ 修理費（穴埋） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満 鋼製山留材（賃貸）修理費　穴埋 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ 個 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001042308
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ－４００ ２００ｋｇ／ｍ 修理費（短尺補償） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未
満

鋼製山留材賃貸　修理費短尺補償 Ｈ－４００　２００ｋｇ／ｍ ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040518 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品 ９０日（３カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）９０日以内 部品 ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040528 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品 １８０日（６カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）１８０日以内 部品 ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040538 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品 ３６０日（１２カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）３６０日以内 部品 ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040548 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品 ７２０日（２４カ月）以内 鋼製山留材（賃貸）７２０日以内 部品 ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001040558 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品 １０８０日（３６カ月）以内 鋼製山留材　賃貸１０８０日以内 部品 ｔ・日 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001041518 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品 整備費 鋼製山留材（賃貸）整備費 部品 ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001041018 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品 不足分弁償金（新品） 鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金 新品　部品 ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001041028 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品 不足分弁償金（中古） 鋼製山留材（賃貸）不足分弁償金 中古　部品 ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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仮設鋼材賃貸料金 8001042010 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品 修理費（大曲） 鋼製山留材（賃貸）修理費　大曲 部品 個 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001042110 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品 修理費（穴埋） 鋼製山留材（賃貸）修理費　穴埋 部品 個 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8001042310 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品 修理費（短尺補償） 鋼製山留材賃貸　修理費短尺補償 部品 ｔ 812 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010510 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（従来型） ９０日（３カ月）以内 覆工板（賃貸）９０日以内 鋼製　従来型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010516 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（従来型） １８０日（６カ月）以内 覆工板（賃貸）１８０日以内 鋼製　従来型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010522 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（従来型） ３６０日（１２カ月）以内 覆工板（賃貸）３６０日以内 鋼製　従来型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010528 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（従来型） ７２０日（２４カ月）以内 覆工板（賃貸）７２０日以内 鋼製　従来型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010534 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（従来型） １０８０日（３６カ月）以内 覆工板（賃貸）１０８０日以内 鋼製　従来型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011510 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（従来型） 整備費 覆工板（賃貸）整備費 鋼製　従来型 ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011010 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（従来型） 不足分弁償金（新品） 覆工板（賃貸）不足分弁償金 新品　鋼製　従来型 ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011016 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（従来型） 不足分弁償金（中古） 覆工板（賃貸）不足分弁償金 中古　鋼製　従来型 ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010511 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（補強型） ９０日（３カ月）以内 覆工板（賃貸）９０日以内 鋼製　補強型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010517 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（補強型） １８０日（６カ月）以内 覆工板（賃貸）１８０日以内 鋼製　補強型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010523 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（補強型） ３６０日（１２カ月）以内 覆工板（賃貸）３６０日以内 鋼製　補強型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010529 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（補強型） ７２０日（２４カ月）以内 覆工板（賃貸）７２０日以内 鋼製　補強型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010535 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（補強型） １０８０日（３６カ月）以内 覆工板（賃貸）１０８０日以内 鋼製　補強型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011511 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（補強型） 整備費 覆工板（賃貸）整備費 鋼製　補強型 ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011011 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（補強型） 不足分弁償金（新品） 覆工板（賃貸）不足分弁償金 新品　鋼製　補強型 ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）
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仮設鋼材賃貸料金 8003011017 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製（補強型） 不足分弁償金（中古） 覆工板（賃貸）不足分弁償金 中古　鋼製　補強型 ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010512 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（従来型） ９０日（３カ月）以内 覆工板（賃貸）９０日以内 鋼製すべり止め　従来型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010518 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（従来型） １８０日（６カ月）以内 覆工板（賃貸）１８０日以内 鋼製すべり止め　従来型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010524 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（従来型） ３６０日（１２カ月）以内 覆工板（賃貸）３６０日以内 鋼製すべり止め　従来型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010530 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（従来型） ７２０日（２４カ月）以内 覆工板（賃貸）７２０日以内 鋼製すべり止め　従来型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010536 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（従来型） １０８０日（３６カ月）以内 覆工板（賃貸）１０８０日以内 鋼製すべり止め　従来型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011512 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（従来型） 整備費 覆工板（賃貸）整備費 鋼製すべり止め　従来型 ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011012 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（従来型） 不足分弁償金（新品） 覆工板（賃貸）不足分弁償金 新品　鋼製すべり止め　従来型 ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011018 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（従来型） 不足分弁償金（中古） 覆工板（賃貸）不足分弁償金 中古　鋼製すべり止め　従来型 ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010513 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（補強型） ９０日（３カ月）以内 覆工板（賃貸）９０日以内 鋼製すべり止め　補強型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010519 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（補強型） １８０日（６カ月）以内 覆工板（賃貸）１８０日以内 鋼製すべり止め　補強型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010525 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（補強型） ３６０日（１２カ月）以内 覆工板（賃貸）３６０日以内 鋼製すべり止め　補強型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010531 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（補強型） ７２０日（２４カ月）以内 覆工板（賃貸）７２０日以内 鋼製すべり止め　補強型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010537 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（補強型） １０８０日（３６カ月）以内 覆工板（賃貸）１０８０日以内 鋼製すべり止め　補強型 ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011513 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（補強型） 整備費 覆工板（賃貸）整備費 鋼製すべり止め　補強型 ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011013 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（補強型） 不足分弁償金（新品） 覆工板（賃貸）不足分弁償金 新品　鋼製すべり止め　補強型 ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011019 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 鋼製すべり止め（補強型） 不足分弁償金（中古） 覆工板（賃貸）不足分弁償金 中古　鋼製すべり止め　補強型 ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010515 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型２ｍ２） ９０日（３カ月）以内 覆工板（賃貸）９０日以内 コンクリ　補強型　２ｍ２ ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）
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仮設鋼材賃貸料金 8003010521 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型２ｍ２） １８０日（６カ月）以内 覆工板（賃貸）１８０日以内 コンクリ　補強型　２ｍ２ ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010527 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型２ｍ２） ３６０日（１２カ月）以内 覆工板（賃貸）３６０日以内 コンクリ　補強型　２ｍ２ ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010533 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型２ｍ２） ７２０日（２４カ月）以内 覆工板（賃貸）７２０日以内 コンクリ　補強型　２ｍ２ ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010539 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型２ｍ２） １０８０日（３６カ月）以内 覆工板（賃貸）１０８０日以内 コンクリ　補強型　２ｍ２ ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011516 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型２ｍ２） 整備費 覆工板（賃貸）整備費 コンクリ　補強型　２ｍ２ ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011015 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型２ｍ２） 不足分弁償金（新品） 覆工板（賃貸）不足分弁償金 新品　コンクリ　補強型　２ｍ２ ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011022 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型２ｍ２） 不足分弁償金（中古） 覆工板（賃貸）不足分弁償金 中古　コンクリ　補強型　２ｍ２ ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010540 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型３ｍ２） ９０日（３カ月）以内 覆工板（賃貸）９０日以内 コンクリ　補強型　３ｍ２ ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010550 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型３ｍ２） １８０日（６カ月）以内 覆工板（賃貸）１８０日以内 コンクリ　補強型　３ｍ２ ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010560 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型３ｍ２） ３６０日（１２カ月）以内 覆工板（賃貸）３６０日以内 コンクリ　補強型　３ｍ２ ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010570 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型３ｍ２） ７２０日（２４カ月）以内 覆工板（賃貸）７２０日以内 コンクリ　補強型　３ｍ２ ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003010580 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型３ｍ２） １０８０日（３６カ月）以内 覆工板（賃貸）１０８０日以内 コンクリ　補強型　３ｍ２ ｍ２・月 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011520 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型３ｍ２） 整備費 覆工板（賃貸）整備費 コンクリ　補強型　３ｍ２ ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011030 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型３ｍ２） 不足分弁償金（新品） 覆工板（賃貸）不足分弁償金 新品　コンクリ　補強型　３ｍ２ ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸料金 8003011040 仮設鋼材賃貸料金 覆工板 コンクリート製（補強型３ｍ２） 不足分弁償金（中古） 覆工板（賃貸）不足分弁償金 中古　コンクリ　補強型　３ｍ２ ｍ２ 813 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

仮設鋼材賃貸業者置場積み込み費・取り卸し費 8001080010 仮設鋼材賃貸業者置場積み込み費・取り卸し費 積み込み費 鋼矢板，軽量鋼矢板，Ｈ形鋼，鋼製山留材，覆工板 仮設鋼材積み込み費（賃貸）置場 鋼矢板・軽量鋼矢板・Ｈ形鋼他 ｔ 814 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設鋼材賃貸業者置場積み込み費・取り卸し費 8001080020 仮設鋼材賃貸業者置場積み込み費・取り卸し費 取り卸し費 鋼矢板，軽量鋼矢板，Ｈ形鋼，鋼製山留材，覆工板 仮設鋼材取り卸し費（賃貸）置場 鋼矢板・軽量鋼矢板・Ｈ形鋼他 ｔ 814 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050010 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２８９ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内 鋼板（賃貸）９０日以内 ２２×９１４×１８２９ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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敷き鉄板賃貸料金 8001050042 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２８９ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内 鋼板（賃貸）１８０日以内 ２２×９１４×１８２９ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050074 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２８９ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以内 鋼板（賃貸）３６０日以内 ２２×９１４×１８２９ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050106 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２８９ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以内 鋼板（賃貸）７２０日以内 ２２×９１４×１８２９ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050138 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２８９ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）以内 鋼板（賃貸）１０８０日以内 ２２×９１４×１８２９ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050170 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２８９ｋｇ／枚 整備費 鋼板（賃貸）整備費 ２２×９１４×１８２９ 枚 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001051010 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２８９ｋｇ／枚 不足分弁償金 鋼板（賃貸）不足分弁償金 ２２×９１４×１８２９ ｔ 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050012 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１３ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内 鋼板（賃貸）９０日以内 ２２×１２１９×２４３８ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050044 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１３ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内 鋼板（賃貸）１８０日以内 ２２×１２１９×２４３８ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050076
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１３ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以
内

鋼板（賃貸）３６０日以内 ２２×１２１９×２４３８ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050108
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１３ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以
内

鋼板（賃貸）７２０日以内 ２２×１２１９×２４３８ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050140
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１３ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）
以内

鋼板（賃貸）１０８０日以内 ２２×１２１９×２４３８ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050172 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１３ｋｇ／枚 整備費 鋼板（賃貸）整備費 ２２×１２１９×２４３８ 枚 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001051012 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１３ｋｇ／枚 不足分弁償金 鋼板（賃貸）不足分弁償金 ２２×１２１９×２４３８ ｔ 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050014 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８０２ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内 鋼板（賃貸）９０日以内 ２２×１５２４×３０４８ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050046 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８０２ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内 鋼板（賃貸）１８０日以内 ２２×１５２４×３０４８ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050078
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８０２ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以
内

鋼板（賃貸）３６０日以内 ２２×１５２４×３０４８ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050110
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８０２ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以
内

鋼板（賃貸）７２０日以内 ２２×１５２４×３０４８ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050142
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８０２ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）
以内

鋼板（賃貸）１０８０日以内 ２２×１５２４×３０４８ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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敷き鉄板賃貸料金 8001050174 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８０２ｋｇ／枚 整備費 鋼板（賃貸）整備費 ２２×１５２４×３０４８ 枚 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001051014 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８０２ｋｇ／枚 不足分弁償金 鋼板（賃貸）不足分弁償金 ２２×１５２４×３０４８ ｔ 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050016
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６０４ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以
内

鋼板（賃貸）９０日以内 ２２×１５２４×６０９６ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050048
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６０４ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）
以内

鋼板（賃貸）１８０日以内 ２２×１５２４×６０９６ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050080
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６０４ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ
月）以内

鋼板（賃貸）３６０日以内 ２２×１５２４×６０９６ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050112
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６０４ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ
月）以内

鋼板（賃貸）７２０日以内 ２２×１５２４×６０９６ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050144
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６０４ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ
月）以内

鋼板（賃貸）１０８０日以内 ２２×１５２４×６０９６ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050176 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６０４ｋｇ／枚 整備費 鋼板（賃貸）整備費 ２２×１５２４×６０９６ 枚 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001051016 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６０４ｋｇ／枚 不足分弁償金 鋼板（賃貸）不足分弁償金 ２２×１５２４×６０９６ ｔ 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050018 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ３２８ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内 鋼板（賃貸）９０日以内 ２５×９１４×１８２９ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050050 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ３２８ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内 鋼板（賃貸）１８０日以内 ２５×９１４×１８２９ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050082 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ３２８ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以内 鋼板（賃貸）３６０日以内 ２５×９１４×１８２９ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050114 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ３２８ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以内 鋼板（賃貸）７２０日以内 ２５×９１４×１８２９ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050146 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ３２８ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）以内 鋼板（賃貸）１０８０日以内 ２５×９１４×１８２９ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050178 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ３２８ｋｇ／枚 整備費 鋼板（賃貸）整備費 ２５×９１４×１８２９ 枚 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001051018 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ３２８ｋｇ／枚 不足分弁償金 鋼板（賃貸）不足分弁償金 ２５×９１４×１８２９ ｔ 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050020 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５８３ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内 鋼板（賃貸）９０日以内 ２５×１２１９×２４３８ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050052 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５８３ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内 鋼板（賃貸）１８０日以内 ２５×１２１９×２４３８ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

敷き鉄板賃貸料金 8001050084
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５８３ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以
内

鋼板（賃貸）３６０日以内 ２５×１２１９×２４３８ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050116
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５８３ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以
内

鋼板（賃貸）７２０日以内 ２５×１２１９×２４３８ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050148
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５８３ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）
以内

鋼板（賃貸）１０８０日以内 ２５×１２１９×２４３８ 枚・日 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050180 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５８３ｋｇ／枚 整備費 鋼板（賃貸）整備費 ２５×１２１９×２４３８ 枚 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001051020 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５８３ｋｇ／枚 不足分弁償金 鋼板（賃貸）不足分弁償金 ２５×１２１９×２４３８ ｔ 815 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050022 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ９１１ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内 鋼板（賃貸）９０日以内 ２５×１５２４×３０４８ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050054 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ９１１ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内 鋼板（賃貸）１８０日以内 ２５×１５２４×３０４８ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050086
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ９１１ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以
内

鋼板（賃貸）３６０日以内 ２５×１５２４×３０４８ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050118
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ９１１ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以
内

鋼板（賃貸）７２０日以内 ２５×１５２４×３０４８ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050150
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ９１１ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）
以内

鋼板（賃貸）１０８０日以内 ２５×１５２４×３０４８ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050182 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ９１１ｋｇ／枚 整備費 鋼板（賃貸）整備費 ２５×１５２４×３０４８ 枚 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001051022 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ９１１ｋｇ／枚 不足分弁償金 鋼板（賃貸）不足分弁償金 ２５×１５２４×３０４８ ｔ 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050024
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，８２３ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以
内

鋼板（賃貸）９０日以内 ２５×１５２４×６０９６ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050056
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，８２３ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）
以内

鋼板（賃貸）１８０日以内 ２５×１５２４×６０９６ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050088
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，８２３ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ
月）以内

鋼板（賃貸）３６０日以内 ２５×１５２４×６０９６ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050120
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，８２３ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ
月）以内

鋼板（賃貸）７２０日以内 ２５×１５２４×６０９６ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050152
敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，８２３ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ
月）以内

鋼板（賃貸）１０８０日以内 ２５×１５２４×６０９６ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050184 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，８２３ｋｇ／枚 整備費 鋼板（賃貸）整備費 ２５×１５２４×６０９６ 枚 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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敷き鉄板賃貸料金 8001051024 敷き鉄板賃貸料金 鋼板 厚２５ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，８２３ｋｇ／枚 不足分弁償金 鋼板（賃貸）不足分弁償金 ２５×１５２４×６０９６ ｔ 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050026 敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２９１ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以内 しま鋼板（賃貸）９０日以内 ２２×９１４×１８２９ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050058 敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２９１ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）以内 しま鋼板（賃貸）１８０日以内 ２２×９１４×１８２９ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050090
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２９１ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ月）以
内

しま鋼板（賃貸）３６０日以内 ２２×９１４×１８２９ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050122
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２９１ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ月）以
内

しま鋼板（賃貸）７２０日以内 ２２×９１４×１８２９ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050154
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２９１ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ月）
以内

しま鋼板（賃貸）１０８０日以内 ２２×９１４×１８２９ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050186 敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２９１ｋｇ／枚 整備費 しま鋼板（賃貸）整備費 ２２×９１４×１８２９ 枚 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001051026 敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺９１４ｍｍ×辺１，８２９ｍｍ ２９１ｋｇ／枚 不足分弁償金 しま鋼板（賃貸）不足分弁償金 ２２×９１４×１８２９ ｔ 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050028
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１８ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以
内

しま鋼板（賃貸）９０日以内 ２２×１２１９×２４３８ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050060
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１８ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）
以内

しま鋼板（賃貸）１８０日以内 ２２×１２１９×２４３８ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050092
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１８ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ
月）以内

しま鋼板（賃貸）３６０日以内 ２２×１２１９×２４３８ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050124
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１８ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ
月）以内

しま鋼板（賃貸）７２０日以内 ２２×１２１９×２４３８ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050156
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１８ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ
月）以内

しま鋼板（賃貸）１０８０日以内 ２２×１２１９×２４３８ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050188 敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１８ｋｇ／枚 整備費 しま鋼板（賃貸）整備費 ２２×１２１９×２４３８ 枚 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001051028 敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，２１９ｍｍ×辺２，４３８ｍｍ ５１８ｋｇ／枚 不足分弁償金 しま鋼板（賃貸）不足分弁償金 ２２×１２１９×２４３８ ｔ 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050030
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８１０ｋｇ／枚 ９０日（３カ月）以
内

しま鋼板（賃貸）９０日以内 ２２×１５２４×３０４８ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050062
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８１０ｋｇ／枚 １８０日（６カ月）
以内

しま鋼板（賃貸）１８０日以内 ２２×１５２４×３０４８ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050094
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８１０ｋｇ／枚 ３６０日（１２カ
月）以内

しま鋼板（賃貸）３６０日以内 ２２×１５２４×３０４８ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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敷き鉄板賃貸料金 8001050126
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８１０ｋｇ／枚 ７２０日（２４カ
月）以内

しま鋼板（賃貸）７２０日以内 ２２×１５２４×３０４８ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050158
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８１０ｋｇ／枚 １０８０日（３６カ
月）以内

しま鋼板（賃貸）１０８０日以内 ２２×１５２４×３０４８ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050190 敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８１０ｋｇ／枚 整備費 しま鋼板（賃貸）整備費 ２２×１５２４×３０４８ 枚 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001051030 敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺３，０４８ｍｍ ８１０ｋｇ／枚 不足分弁償金 しま鋼板（賃貸）不足分弁償金 ２２×１５２４×３０４８ ｔ 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050032
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６１２ｋｇ／枚 ９０日（３カ
月）以内

しま鋼板（賃貸）９０日以内 ２２×１５２４×６０９６ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050064
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６１２ｋｇ／枚 １８０日（６カ
月）以内

しま鋼板（賃貸）１８０日以内 ２２×１５２４×６０９６ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050096
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６１２ｋｇ／枚 ３６０日（１２
カ月）以内

しま鋼板（賃貸）３６０日以内 ２２×１５２４×６０９６ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050128
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６１２ｋｇ／枚 ７２０日（２４
カ月）以内

しま鋼板（賃貸）７２０日以内 ２２×１５２４×６０９６ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050160
敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６１２ｋｇ／枚 １０８０日（３
６カ月）以内

しま鋼板（賃貸）１０８０日以内 ２２×１５２４×６０９６ 枚・日 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001050192 敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６１２ｋｇ／枚 整備費 しま鋼板（賃貸）整備費 ２２×１５２４×６０９６ 枚 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001051032 敷き鉄板賃貸料金 しま鋼板 厚２２ｍｍ×辺１，５２４ｍｍ×辺６，０９６ｍｍ １，６１２ｋｇ／枚 不足分弁償金 しま鋼板（賃貸）不足分弁償金 ２２×１５２４×６０９６ ｔ 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001051034 敷き鉄板修理費 鋼板，しま鋼板 曲り 敷き鉄板（賃貸）修理費 曲り修理費　鋼板・しま鋼板 ｔ 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001051036 敷き鉄板修理費 鋼板，しま鋼板 穴埋 敷き鉄板（賃貸）修理費 穴埋再生費　鋼板・しま鋼板 箇所 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

敷き鉄板賃貸料金 8001051038 敷き鉄板修理費 鋼板，しま鋼板 鉄筋他溶接物除去費 １ｍ未満１本に付き 敷き鉄板（賃貸）修理費 鉄筋他溶接物除去費鋼板・縞鋼板 本 816 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020513
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ９０日
（３カ月）以内 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）９０日以内 ＳＤ２３型　３００×２０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020510
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ９０日
（３カ月）以内 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）９０日以内 ＳＤ３３型　３００×３０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020532
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ９０日
（３カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）９０日以内 ＭＤ２３型　３００×２０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020530
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ９０日
（３カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）９０日以内 ＭＤ３３型　３００×３０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）
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軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020517
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １８０日
（６カ月）以内 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）１８０日以内 ＳＤ２３型　３００×２０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020514
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １８０日
（６カ月）以内 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）１８０日以内 ＳＤ３３型　３００×３０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020536
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １８０日
（６カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）１８０日以内 ＭＤ２３型　３００×２０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020534
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １８０日
（６カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）１８０日以内 ＭＤ３３型　３００×３０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020521
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ３６０日
（１２カ月）以内 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）３６０日以内 ＳＤ２３型　３００×２０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020518
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ３６０日
（１２カ月）以内 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）３６０日以内 ＳＤ３３型　３００×３０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020540
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ３６０日
（１２カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）３６０日以内 ＭＤ２３型　３００×２０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020538
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ３６０日
（１２カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）３６０日以内 ＭＤ３３型　３００×３０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020525
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ７２０日
（２４カ月）以内 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）７２０日以内 ＳＤ２３型　３００×２０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020522
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ７２０日
（２４カ月）以内 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）７２０日以内 ＳＤ３３型　３００×３０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020544
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ７２０日
（２４カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）７２０日以内 ＭＤ２３型　３００×２０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020542
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ ７２０日
（２４カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）７２０日以内 ＭＤ３３型　３００×３０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020529
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １０８０
日（３６カ月）以内 宮地鋼機

軽量覆工板　賃貸１０８０日以内 ＳＤ２３型　３００×２０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020526
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １０８０
日（３６カ月）以内 宮地鋼機

軽量覆工板　賃貸１０８０日以内 ＳＤ３３型　３００×３０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020548
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １０８０
日（３６カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機

軽量覆工板　賃貸１０８０日以内 ＭＤ２３型　３００×２０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003020546
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ １０８０
日（３６カ月）以内 表面コーティング 宮地鋼機

軽量覆工板　賃貸１０８０日以内 ＭＤ３３型　３００×３０００ ｍ２・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030510
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．２型 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ×厚５０ｍｍ
９０日（３カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）９０日以内 ミヤマット　１．２型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030512
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．５型 幅５００ｍｍ×長１，５００ｍｍ×厚５０ｍｍ
９０日（３カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）９０日以内 ミヤマット　１．５型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）
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軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030514
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ３．５型 幅３００ｍｍ×長３，５００ｍｍ×厚１００ｍ
ｍ ９０日（３カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）９０日以内 ミヤマット　３．５型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030515
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ４．０型 幅３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚１００ｍ
ｍ ９０日（３カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）９０日以内 ミヤマット　４．０型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030518
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．２型 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ×厚５０ｍｍ
１８０日（６カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）１８０日以内 ミヤマット　１．２型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030520
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．５型 幅５００ｍｍ×長１，５００ｍｍ×厚５０ｍｍ
１８０日（６カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）１８０日以内 ミヤマット　１．５型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030522
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ３．５型 幅３００ｍｍ×長３，５００ｍｍ×厚１００ｍ
ｍ １８０日（６カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）１８０日以内 ミヤマット　３．５型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030523
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ４．０型 幅３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚１００ｍ
ｍ １８０日（６カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）１８０日以内 ミヤマット　４．０型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030526
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．２型 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ×厚５０ｍｍ
３６０日（１２カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）３６０日以内 ミヤマット　１．２型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030528
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．５型 幅５００ｍｍ×長１，５００ｍｍ×厚５０ｍｍ
３６０日（１２カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）３６０日以内 ミヤマット　１．５型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030530
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ３．５型 幅３００ｍｍ×長３，５００ｍｍ×厚１００ｍ
ｍ ３６０日（１２カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）３６０日以内 ミヤマット　３．５型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030531
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ４．０型 幅３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚１００ｍ
ｍ ３６０日（１２カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）３６０日以内 ミヤマット　４．０型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030534
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．２型 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ×厚５０ｍｍ
７２０日（２４カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）７２０日以内 ミヤマット　１．２型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030536
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．５型 幅５００ｍｍ×長１，５００ｍｍ×厚５０ｍｍ
７２０日（２４カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）７２０日以内 ミヤマット　１．５型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030538
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ３．５型 幅３００ｍｍ×長３，５００ｍｍ×厚１００ｍ
ｍ ７２０日（２４カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）７２０日以内 ミヤマット　３．５型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030539
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ４．０型 幅３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚１００ｍ
ｍ ７２０日（２４カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）７２０日以内 ミヤマット　４．０型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030542
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．２型 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ×厚５０ｍｍ
１０８０日（３６カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット　賃貸１０８０日以内 ミヤマット　１．２型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030544
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．５型 幅５００ｍｍ×長１，５００ｍｍ×厚５０ｍｍ
１０８０日（３６カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット　賃貸１０８０日以内 ミヤマット　１．５型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030546
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ３．５型 幅３００ｍｍ×長３，５００ｍｍ×厚１００ｍ
ｍ １０８０日（３６カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット　賃貸１０８０日以内 ミヤマット　３．５型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003030547
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ４．０型 幅３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚１００ｍ
ｍ １０８０日（３６カ月）以内 宮地鋼機

鋼製マット　賃貸１０８０日以内 ミヤマット　４．０型 枚・日 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）
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軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003021513
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 整備費 宮
地鋼機

軽量覆工板（賃貸）整備費 ＳＤ２３型３００×２０００ ｍ２ 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003021510
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 整備費 宮
地鋼機

軽量覆工板（賃貸）整備費 ＳＤ３３型３００×３０００ ｍ２ 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003021516
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 整備費 表
面コーティング 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）整備費 ＭＤ２３型３００×２０００ ｍ２ 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003021514
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 整備費 表
面コーティング 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）整備費 ＭＤ３３型３００×３０００ ｍ２ 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003021013
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁
償金（新品） 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）不足分弁償金 ＳＤ２３型３００×２０００新品 ｍ２ 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003021010
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁
償金（新品） 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）不足分弁償金 ＳＤ３３型３００×３０００新品 ｍ２ 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003021020
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁
償金（新品） 表面コーティング 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）不足分弁償金 ＭＤ２３型３００×２０００新品 ｍ２ 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003021018
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁
償金（新品） 表面コーティング 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）不足分弁償金 ＭＤ３３型３００×３０００新品 ｍ２ 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003021017
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁
償金（中古） 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）不足分弁償金 ＳＤ２３型３００×２０００中古 ｍ２ 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003021014
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＳＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁
償金（中古） 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）不足分弁償金 ＳＤ３３型３００×３０００中古 ｍ２ 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003021024
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ２３型 幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁
償金（中古） 表面コーティング 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）不足分弁償金 ＭＤ２３型３００×２０００中古 ｍ２ 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003021022
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板 ＭＤ３３型 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ 不足分弁
償金（中古） 表面コーティング 宮地鋼機

軽量覆工板（賃貸）不足分弁償金 ＭＤ３３型３００×３０００中古 ｍ２ 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003031510
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．２型 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ×厚５０ｍｍ
整備費 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）整備費 ミヤマット　１．２型 枚 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003031512
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．５型 幅５００ｍｍ×長１，５００ｍｍ×厚５０ｍｍ
整備費 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）整備費 ミヤマット　１．５型 枚 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003031514
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ３．５型 幅３００ｍｍ×長３，５００ｍｍ×厚１００ｍ
ｍ 整備費 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）整備費 ミヤマット　３．５型 枚 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003031515
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ４．０型 幅３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚１００ｍ
ｍ 整備費 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）整備費 ミヤマット　４．０型 枚 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003031010
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．２型 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ×厚５０ｍｍ
不足分弁償金（新品） 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）不足分弁償金 ミヤマット　１．２型　新品 枚 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003031012
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．５型 幅５００ｍｍ×長１，５００ｍｍ×厚５０ｍｍ
不足分弁償金（新品） 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）不足分弁償金 ミヤマット　１．５型　新品 枚 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）
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軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003031014
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ３．５型 幅３００ｍｍ×長３，５００ｍｍ×厚１００ｍ
ｍ 不足分弁償金（新品） 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）不足分弁償金 ミヤマット　３．５型　新品 枚 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003031015
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ４．０型 幅３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚１００ｍ
ｍ 不足分弁償金（新品） 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）不足分弁償金 ミヤマット　４．０型　新品 枚 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003031018
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．２型 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ×厚５０ｍｍ
不足分弁償金（中古） 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）不足分弁償金 ミヤマット　１．２型　中古 枚 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003031020
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） １．５型 幅５００ｍｍ×長１，５００ｍｍ×厚５０ｍｍ
不足分弁償金（中古） 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）不足分弁償金 ミヤマット　１．５型　中古 枚 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003031022
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ３．５型 幅３００ｍｍ×長３，５００ｍｍ×厚１００ｍ
ｍ 不足分弁償金（中古） 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）不足分弁償金 ミヤマット　３．５型　中古 枚 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品
―

8003031023
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 鋼製マット（ミヤマット） ４．０型 幅３００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚１００ｍ
ｍ 不足分弁償金（中古） 宮地鋼機

鋼製マット（賃貸）不足分弁償金 ミヤマット　４．０型　中古 枚 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

覆工板賃貸料金―ブランド品― 8003010610
覆工板賃貸料金 プレストレスデッキ 幅１，０００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚２００ｍｍ（すべり止め・Ｔ－２５）
９０日（３カ月）以内 大商鋼材

覆工板（賃貸）９０日以内 プレストレスデッキ ｍ２・月 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

覆工板賃貸料金―ブランド品― 8003010612
覆工板賃貸料金 プレストレスデッキ 幅１，０００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚２００ｍｍ（すべり止め・Ｔ－２５）
１８０日（６カ月）以内 大商鋼材

覆工板（賃貸）１８０日以内 プレストレスデッキ ｍ２・月 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

覆工板賃貸料金―ブランド品― 8003010614
覆工板賃貸料金 プレストレスデッキ 幅１，０００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚２００ｍｍ（すべり止め・Ｔ－２５）
３６０日（１２カ月）以内 大商鋼材

覆工板（賃貸）３６０日以内 プレストレスデッキ ｍ２・月 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

覆工板賃貸料金―ブランド品― 8003010616
覆工板賃貸料金 プレストレスデッキ 幅１，０００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚２００ｍｍ（すべり止め・Ｔ－２５）
７２０日（２４カ月）以内 大商鋼材

覆工板（賃貸）７２０日以内 プレストレスデッキ ｍ２・月 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

覆工板賃貸料金―ブランド品― 8003010618
覆工板賃貸料金 プレストレスデッキ 幅１，０００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚２００ｍｍ（すべり止め・Ｔ－２５）
１０８０日（３６カ月）以内 大商鋼材

覆工板（賃貸）１０８０日以内 プレストレスデッキ ｍ２・月 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

覆工板賃貸料金―ブランド品― 8003011530
覆工板賃貸料金 プレストレスデッキ 幅１，０００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚２００ｍｍ（すべり止め・Ｔ－２５）
整備費 大商鋼材

覆工板（賃貸）整備費 プレストレスデッキ ｍ２ 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

覆工板賃貸料金―ブランド品― 8003011050
覆工板賃貸料金 プレストレスデッキ 幅１，０００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚２００ｍｍ（すべり止め・Ｔ－２５）
不足分弁償金（新品） 大商鋼材

覆工板（賃貸）不足分弁償金 プレストレスデッキ　新品 ｍ２ 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

覆工板賃貸料金―ブランド品― 8003011060
覆工板賃貸料金 プレストレスデッキ 幅１，０００ｍｍ×長４，０００ｍｍ×厚２００ｍｍ（すべり止め・Ｔ－２５）
不足分弁償金（中古） 大商鋼材

覆工板（賃貸）不足分弁償金 プレストレスデッキ　中古 ｍ２ 817 ○ ○ 8003 舗床板（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090002 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ４５（４６）型 ９０日（３カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　９０日以内 ＯＬＹ４５（４６）型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090004 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５０（５１）型 ９０日（３カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　９０日以内 ＯＬＹ５０（５１）型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090006 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５５（５６）型 ９０日（３カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　９０日以内 ＯＬＹ５５（５６）型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090008 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ６０（６１）型 ９０日（３カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　９０日以内 ＯＬＹ６０（６１）型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090009 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ横型 ９０日（３カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　９０日以内 ＯＬＹ横型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090010 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ４５（４６）型 １８０日（６カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　１８０日以内 ＯＬＹ４５（４６）型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090012 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５０（５１）型 １８０日（６カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　１８０日以内 ＯＬＹ５０（５１）型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090014 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５５（５６）型 １８０日（６カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　１８０日以内 ＯＬＹ５５（５６）型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090016 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ６０（６１）型 １８０日（６カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　１８０日以内 ＯＬＹ６０（６１）型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090017 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ横型 １８０日（６カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　１８０日以内 ＯＬＹ横型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090018 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ４５（４６）型 ３６０日（１２カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　３６０日以内 ＯＬＹ４５（４６）型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090020 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５０（５１）型 ３６０日（１２カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　３６０日以内 ＯＬＹ５０（５１）型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090022 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５５（５６）型 ３６０日（１２カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　３６０日以内 ＯＬＹ５５（５６）型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090024 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ６０（６１）型 ３６０日（１２カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　３６０日以内 ＯＬＹ６０（６１）型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090025 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ横型 ３６０日（１２カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　３６０日以内 ＯＬＹ横型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090026 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ４５（４６）型 ７２０日（２４カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　７２０日以内 ＯＬＹ４５（４６）型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090028 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５０（５１）型 ７２０日（２４カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　７２０日以内 ＯＬＹ５０（５１）型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090030 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５５（５６）型 ７２０日（２４カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　７２０日以内 ＯＬＹ５５（５６）型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090032 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ６０（６１）型 ７２０日（２４カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　７２０日以内 ＯＬＹ６０（６１）型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001090033 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ横型 ７２０日（２４カ月）以内 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　７２０日以内 ＯＬＹ横型 ｍ・日 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001091002 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ４５（４６）型 整備費 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　整備費 ＯＬＹ４５（４６）型 ｍ 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001091004 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５０（５１）型 整備費 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　整備費 ＯＬＹ５０（５１）型 ｍ 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001091006 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ５５（５６）型 整備費 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　整備費 ＯＬＹ５５（５６）型 ｍ 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001091008 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ６０（６１）型 整備費 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　整備費 ＯＬＹ６０（６１）型 ｍ 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

鋼製Ｌ型山留賃貸料金―ブランド品― 8001091009 鋼製Ｌ型山留賃貸料金 ＯＬＹ工法用山留 ＯＬＹ横型 整備費 大盛工業 鋼製Ｌ型山留賃貸　整備費 ＯＬＹ横型 ｍ 817 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060002 重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｇ型 ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リキマン　Ｇ型　３カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060012 重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｐ型 ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リキマン　Ｐ型　３カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060022 重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｘ型 ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リキマン　Ｘ型　３カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060032 重仮設用締結金具賃貸料金 リキポスト Ｓ・Ⅱ型 ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リキポスト　Ｓ２型　３カ月以内 本・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060042 重仮設用締結金具賃貸料金 リキポスト Ｈ・Ⅰ型 ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リキポスト　Ｈ１型　３カ月以内 本・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060402 重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン Ｃ－５０型 ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ブルマン　Ｃ５０型　３カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060412 重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＮＴ型 ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ブルマン　ＮＴ型　３カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060422 重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＬＡ型 ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ブルマン　ＬＡ型　３カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060442 重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＳＰ－Ｈ型 ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ブルマンＳＰ－Ｈ型　３カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060432 重仮設用締結金具賃貸料金 ブルクリップ ＢＣ－１型 ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ブルクリップＢＣ１型３カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060004 重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｇ型 ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リキマン　Ｇ型　６カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060014 重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｐ型 ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リキマン　Ｐ型　６カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060024 重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｘ型 ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リキマン　Ｘ型　６カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060034 重仮設用締結金具賃貸料金 リキポスト Ｓ・Ⅱ型 ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リキポスト　Ｓ２型　６カ月以内 本・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060044 重仮設用締結金具賃貸料金 リキポスト Ｈ・Ⅰ型 ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リキポスト　Ｈ１型　６カ月以内 本・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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重仮設用締結金具賃貸料金 8001060404 重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン Ｃ－５０型 ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ブルマン　Ｃ５０型　６カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060414 重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＮＴ型 ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ブルマン　ＮＴ型　６カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060424 重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＬＡ型 ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ブルマン　ＬＡ型　６カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060444 重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＳＰ－Ｈ型 ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ブルマンＳＰ－Ｈ型　６カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060434 重仮設用締結金具賃貸料金 ブルクリップ ＢＣ－１型 ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ブルクリップＢＣ１型６カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060010 重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｇ型 １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リキマン　Ｇ型　１２カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060020 重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｐ型 １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リキマン　Ｐ型　１２カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060030 重仮設用締結金具賃貸料金 リキマン Ｘ型 １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リキマン　Ｘ型　１２カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060040 重仮設用締結金具賃貸料金 リキポスト Ｓ・Ⅱ型 １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リキポスト　Ｓ・２型　１２カ月 本・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060050 重仮設用締結金具賃貸料金 リキポスト Ｈ・Ⅰ型 １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リキポスト　Ｈ・１型　１２カ月 本・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060410 重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン Ｃ－５０型 １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ブルマン　Ｃ－５０型　１２カ月 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060420 重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＮＴ型 １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ブルマン　ＮＴ型　１２カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060430 重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＬＡ型 １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ブルマン　ＬＡ型　１２カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060450 重仮設用締結金具賃貸料金 ブルマン ＳＰ－Ｈ型 １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ブルマンＳＰ－Ｈ型１２カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060440 重仮設用締結金具賃貸料金 ブルクリップ ＢＣ－１型 １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ブルクリップＢＣ１型　１２カ月 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060222 重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅰ－３０型 ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ＮＳグリップ１－３０型　３カ月 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060212 重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅰ－４０型 ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ＮＳグリップ１－４０型　３カ月 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060202 重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅰ－５５型 ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ＮＳグリップ１－５５型　３カ月 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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重仮設用締結金具賃貸料金 8001060232 重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅱ型 ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ＮＳグリップ　２型　３カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060242 重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅲ型 ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ＮＳグリップ　３型　３カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001061002 重仮設用締結金具賃貸料金 リブラロック Ｈ－３００ ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リブラロックＨ－３００　３カ月 枚・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001061008 重仮設用締結金具賃貸料金 リブラロック Ｈ－４００ ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リブラロックＨ－４００　３カ月 枚・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001061012 重仮設用締結金具賃貸料金 リブラロック Ｈ－５８８ ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リブラロックＨ－５８８　３カ月 枚・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001061018 重仮設用締結金具賃貸料金 リブラロック Ｈ－９００ ３カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リブラロックＨ－９００　３カ月 枚・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060224 重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅰ－３０型 ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ＮＳグリップ１－３０型　６カ月 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060214 重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅰ－４０型 ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ＮＳグリップ１－４０型　６カ月 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060204 重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅰ－５５型 ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ＮＳグリップ１－５５型　６カ月 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060234 重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅱ型 ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ＮＳグリップ　２型　６カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060244 重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅲ型 ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ＮＳグリップ　３型　６カ月以内 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001061005 重仮設用締結金具賃貸料金 リブラロック Ｈ－３００ ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リブラロックＨ－３００　６カ月 枚・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001061010 重仮設用締結金具賃貸料金 リブラロック Ｈ－４００ ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リブラロックＨ－４００　６カ月 枚・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001061015 重仮設用締結金具賃貸料金 リブラロック Ｈ－５８８ ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リブラロックＨ－５８８　６カ月 枚・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001061020 重仮設用締結金具賃貸料金 リブラロック Ｈ－９００ ６カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リブラロックＨ－９００　６カ月 枚・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060230 重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅰ－３０型 １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ＮＳグリップ１－３０　１２カ月 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060220 重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅰ－４０型 １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ＮＳグリップ１－４０　１２カ月 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060210 重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅰ－５５型 １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ＮＳグリップ１－５５　１２カ月 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）
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重仮設用締結金具賃貸料金 8001060240 重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅱ型 １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ＮＳグリップ　２型　１２カ月 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001060250 重仮設用締結金具賃貸料金 ＮＳグリップ Ⅲ型 １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） ＮＳグリップ　３型　１２カ月 個・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001061006 重仮設用締結金具賃貸料金 リブラロック Ｈ－３００ １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リブラロックＨ３００　１２カ月 枚・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001061011 重仮設用締結金具賃貸料金 リブラロック Ｈ－４００ １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リブラロックＨ４００　１２カ月 枚・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001061016 重仮設用締結金具賃貸料金 リブラロック Ｈ－５８８ １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リブラロックＨ５８８　１２カ月 枚・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

重仮設用締結金具賃貸料金 8001061021 重仮設用締結金具賃貸料金 リブラロック Ｈ－９００ １２カ月以内 重仮設用締結金具（賃貸） リブラロックＨ９００　１２カ月 枚・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品― 8015070005 移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム エレメント　Ｌ＝１．５ｍ ９０日（３カ月）以内 エムオーテック ミニガードシステム　エレメント Ｌ＝１．５ｍ　９０日以内　賃貸 ｍ・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品― 8015070010 移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム ターミナル　Ｌ＝２．０ｍ ９０日（３カ月）以内 エムオーテック ミニガードシステム　ターミナル Ｌ＝２ｍ　９０日以内　賃貸 ｍ・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品― 8015070015
移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム エレメント　Ｌ＝１．５ｍ １８０日（６カ月）以内 エムオーテッ
ク

ミニガードシステム　エレメント Ｌ＝１．５ｍ　１８０日以内賃貸 ｍ・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品― 8015070020
移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム ターミナル　Ｌ＝２．０ｍ １８０日（６カ月）以内 エムオーテッ
ク

ミニガードシステム　ターミナル Ｌ＝２ｍ　１８０日以内　賃貸 ｍ・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品― 8015070025
移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム エレメント　Ｌ＝１．５ｍ ３６０日（１２カ月）以内 エムオー
テック

ミニガードシステム　エレメント Ｌ＝１．５ｍ　３６０日以内賃貸 ｍ・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品― 8015070030
移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム ターミナル　Ｌ＝２．０ｍ ３６０日（１２カ月）以内 エムオー
テック

ミニガードシステム　ターミナル Ｌ＝２ｍ　３６０日以内　賃貸 ｍ・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品― 8015070035
移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム エレメント　Ｌ＝１．５ｍ ７２０日（２４カ月）以内 エムオー
テック

ミニガードシステム　エレメント Ｌ＝１．５ｍ　７２０日以内賃貸 ｍ・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品― 8015070040
移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム ターミナル　Ｌ＝２．０ｍ ７２０日（２４カ月）以内 エムオー
テック

ミニガードシステム　ターミナル Ｌ＝２ｍ　７２０日以内　賃貸 ｍ・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品― 8015070045
移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム エレメント　Ｌ＝１．５ｍ １０８０日（３６カ月）以内 エムオー
テック

ミニガードシステム　エレメント Ｌ＝１．５ｍ１０８０日以内賃貸 ｍ・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品― 8015070050
移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム ターミナル　Ｌ＝２．０ｍ １０８０日（３６カ月）以内 エムオー
テック

ミニガードシステム　ターミナル Ｌ＝２ｍ　１０８０日以内　賃貸 ｍ・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品― 8015073005 移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム エレメント　Ｌ＝１．５ｍ 整備費 エムオーテック ミニガードシステム　エレメント Ｌ＝１．５ｍ　整備費　賃貸 ｍ 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品― 8015073010 移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム ターミナル　Ｌ＝２．０ｍ 整備費 エムオーテック ミニガードシステム　ターミナル Ｌ＝２ｍ　整備費　賃貸 ｍ 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）
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移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品― 8015075005 移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム エレメント　Ｌ＝１．５ｍ 不足分弁償金（新品） エムオーテック ミニガードシステム　エレメント Ｌ＝１．５ｍ不足弁償金新品賃貸 ｍ 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品― 8015075010 移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム ターミナル　Ｌ＝２．０ｍ 不足分弁償金（新品） エムオーテック ミニガードシステム　ターミナル Ｌ＝２ｍ　不足弁償金新品　賃貸 ｍ 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品― 8015075015 移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム エレメント　Ｌ＝１．５ｍ 不足分弁償金（中古） エムオーテック ミニガードシステム　エレメント Ｌ＝１．５ｍ不足弁償金中古賃貸 ｍ 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

移動式ガードレール賃貸料金―ブランド品― 8015075020 移動式ガードレール賃貸料金 ミニガードシステム ターミナル　Ｌ＝２．０ｍ 不足分弁償金（中古） エムオーテック ミニガードシステム　ターミナル Ｌ＝２ｍ　不足弁償金中古　賃貸 ｍ 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品― 8015090010
パネル式防護柵賃貸料金 賃貸料 パネル・ガイドポスト パネル　高さ５００・１，０００・１，５００×長さ３，００
０ｍｍ ９０日（３カ月）以内 エムオーテック

パネル・ガイドポスト　パネル ９０日以内　賃貸 ｍ２・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品― 8015090020 パネル式防護柵賃貸料金 賃貸料 専用固定金具 プレート・アングル ９０日（３カ月）以内 エムオーテック 専用固定金具 プレート　９０日以内　賃貸 組・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品― 8015090030
パネル式防護柵賃貸料金 賃貸料 パネル・ガイドポスト パネル　高さ５００・１，０００・１，５００×長さ３，００
０ｍｍ １８０日（６カ月）以内 エムオーテック

パネル・ガイドポスト　パネル １８０日以内　賃貸 ｍ２・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品― 8015090040 パネル式防護柵賃貸料金 賃貸料 専用固定金具 プレート・アングル １８０日（６カ月）以内 エムオーテック 専用固定金具 プレート　１８０日以内　賃貸 組・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品― 8015090050
パネル式防護柵賃貸料金 賃貸料 パネル・ガイドポスト パネル　高さ５００・１，０００・１，５００×長さ３，００
０ｍｍ ３６０日（１２カ月）以内 エムオーテック

パネル・ガイドポスト　パネル ３６０日以内　賃貸 ｍ２・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品― 8015090060 パネル式防護柵賃貸料金 賃貸料 専用固定金具 プレート・アングル ３６０日（１２カ月）以内 エムオーテック 専用固定金具 プレート　３６０日以内　賃貸 組・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品― 8015090070
パネル式防護柵賃貸料金 賃貸料 パネル・ガイドポスト パネル　高さ５００・１，０００・１，５００×長さ３，００
０ｍｍ ７２０日（２４カ月）以内 エムオーテック

パネル・ガイドポスト　パネル ７２０日以内　賃貸 ｍ２・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品― 8015090080 パネル式防護柵賃貸料金 賃貸料 専用固定金具 プレート・アングル ７２０日（２４カ月）以内 エムオーテック 専用固定金具 プレート　７２０日以内　賃貸 組・日 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品― 8015090090
パネル式防護柵賃貸料金 整備費 パネル・ガイドポスト パネル　高さ５００・１，０００・１，５００×長さ３，００
０ｍｍ エムオーテック

パネル・ガイドポスト　パネル 整備費　賃貸 ｍ２ 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

パネル式防護柵賃貸料金―ブランド品― 8015090100 パネル式防護柵賃貸料金 整備費 専用固定金具 プレート・アングル エムオーテック 専用固定金具 プレート　整備費　賃貸 組 818 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

近接施工用土留鋼材賃貸料金―ブランド品― 8001070510
近接施工用土留鋼材賃貸料金 賃貸料 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ 標準長：８～１６ｍ　スクラップ長：８ｍ未満（８７．３ｋｇ／
ｍ） ９０日（３カ月）以内 エムオーテック

ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　標準８～１６ｍ ９０日以内　賃貸 ｔ・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

近接施工用土留鋼材賃貸料金―ブランド品― 8001070512
近接施工用土留鋼材賃貸料金 賃貸料 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ 標準長：８～１６ｍ　スクラップ長：８ｍ未満（８７．３ｋｇ／
ｍ） １８０日（６カ月）以内 エムオーテック

ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　標準８～１６ｍ １８０日以内　賃貸 ｔ・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

近接施工用土留鋼材賃貸料金―ブランド品― 8001070514
近接施工用土留鋼材賃貸料金 賃貸料 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ 標準長：８～１６ｍ　スクラップ長：８ｍ未満（８７．３ｋｇ／
ｍ） ３６０日（１２カ月）以内 エムオーテック

ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　標準８～１６ｍ ３６０日以内　賃貸 ｔ・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

近接施工用土留鋼材賃貸料金―ブランド品― 8001070516
近接施工用土留鋼材賃貸料金 賃貸料 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ 標準長：８～１６ｍ　スクラップ長：８ｍ未満（８７．３ｋｇ／
ｍ） ７２０日（２４カ月）以内 エムオーテック

ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　標準８～１６ｍ ７２０日以内　賃貸 ｔ・日 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

2912 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

近接施工用土留鋼材賃貸料金―ブランド品― 8001071510
近接施工用土留鋼材賃貸料金 整備費 ＮＳ－ＳＰ－Ｊ 標準長：８～１６ｍ　スクラップ長：８ｍ未満（８７．３ｋｇ／
ｍ） エムオーテック

ＮＳ－ＳＰ－Ｊ　標準８～１６ｍ 整備費　賃貸 ｔ 818 ○ ○ 8001 仮設用鋼材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017030005 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 鋼製切梁サポート 管埋設工事用 調整長３５０～５５０ｍｍ程度 鋼製切梁サポート（賃貸） 調整長３５０～５５０ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017030010 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 鋼製切梁サポート 管埋設工事用 調整長４５０～７００ｍｍ程度 鋼製切梁サポート（賃貸） 調整長４５０～７００ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017030015 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 鋼製切梁サポート 管埋設工事用 調整長６００～１，０００ｍｍ程度 鋼製切梁サポート（賃貸） 調整長６００～１０００ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017030020 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 鋼製切梁サポート 管埋設工事用 調整長７５０～１，２５０ｍｍ程度 鋼製切梁サポート（賃貸） 調整長７５０～１２５０ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017030025 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 鋼製切梁サポート 管埋設工事用 調整長９００～１，５００ｍｍ程度 鋼製切梁サポート（賃貸） 調整長９００～１５００ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017030030 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 鋼製切梁サポート 管埋設工事用 調整長１，２００～１，８００ｍｍ程度 鋼製切梁サポート（賃貸） 調整長１２００～１８００ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017050005
仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ腹起こし 管埋設工事用 幅７０～８０ｍｍ×高１１５ｍｍ～１３０ｍｍ×長２，０
００ｍｍ程度

アルミ腹起こし（賃貸） ７０×１１５×２０００ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017050010
仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ腹起こし 管埋設工事用 幅７０～８０ｍｍ×高１１５ｍｍ～１３０ｍｍ×長３，０
００ｍｍ程度

アルミ腹起こし（賃貸） ７０×１１５×３０００ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017050015
仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ腹起こし 管埋設工事用 幅７０～８０ｍｍ×高１１５ｍｍ～１３０ｍｍ×長４，０
００ｍｍ程度

アルミ腹起こし（賃貸） ７０×１１５×４０００ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017050020
仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ腹起こし 管埋設工事用 幅１１０～１２０ｍｍ×高１２０ｍｍ～１３０ｍｍ×長
２，０００ｍｍ程度

アルミ腹起こし（賃貸） １１０×１２０×２０００ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017050025
仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ腹起こし 管埋設工事用 幅１１０～１２０ｍｍ×高１２０ｍｍ～１３０ｍｍ×長
３，０００ｍｍ程度

アルミ腹起こし（賃貸） １１０×１２０×３０００ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017050030
仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ腹起こし 管埋設工事用 幅１１０～１２０ｍｍ×高１２０ｍｍ～１３０ｍｍ×長
４，０００ｍｍ程度

アルミ腹起こし（賃貸） １１０×１２０×４０００ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017080010
仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 管路長尺用　１２１０型 調整長８５０～１，
１００×６，３００～６，５００ｍｍ

ジャッキ内蔵支保工材（賃貸） 管路長尺用　１２１０型 段・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017080020
仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 マンホール用　１２１０型 調整長１，７５０
～２，０５０×１，７５０～２，０５０ｍｍ

ジャッキ内蔵支保工材（賃貸） マンホール用　１２１０型 段・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017080030
仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 ５～７人槽用　１２１０型 調整長１，７５０
～２，０５０×３，７５０～４，０５０ｍｍ

ジャッキ内蔵支保工材（賃貸） ５～７人槽用　１２１０型 段・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017080040
仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 ７～１０人槽用　１２１０型 調整長２，７５
０～３，０５０×４，７５０～５，０５０ｍｍ

ジャッキ内蔵支保工材（賃貸） ７～１０人槽用　１２１０型 段・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017080050
仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 １２人槽以上用　１５１５型 調整長３，５０
０～４，０００×５，５００～６，０００ｍｍ

ジャッキ内蔵支保工材（賃貸） １２人槽以上用　１５１５型 段・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）
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仮設土留材賃貸料金 8017060005 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧サポート アルミ製 調整長４５０～６５０ｍｍ程度 水圧サポート（賃貸） 調整長４５０～６５０ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017060010 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧サポート アルミ製 調整長５９０～９００ｍｍ程度 水圧サポート（賃貸） 調整長５９０～９００ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017060015 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧サポート アルミ製 調整長７７０～１，３００ｍｍ程度 水圧サポート（賃貸） 調整長７７０～１３００ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017060020 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧サポート アルミ製 調整長１，１００～１，８００ｍｍ程度 水圧サポート（賃貸） 調整長１１００～１８００ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017060025 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧サポート アルミ製 調整長１，５００～２，２００ｍｍ程度 水圧サポート（賃貸） 調整長１５００～２２００ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017060030 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧サポート アルミ製 調整長２，０００～２，７００ｍｍ程度 水圧サポート（賃貸） 調整長２０００～２７００ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017060035 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧サポート アルミ製 調整長２，６００～３，１００ｍｍ程度 水圧サポート（賃貸） 調整長２６００～３１００ｍｍ程 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017062005 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧手動ポンプ タンク水量１５～１９ｌ 水圧サポート（賃貸） 手動ポンプ　水量１５～１９Ｌ 台・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017070005 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長４７０～６６０ｍｍ アルミギア式サポート（賃貸） 調整長４７０～６６０ｍｍ 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017070010 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長５７０～８６０ｍｍ アルミギア式サポート（賃貸） 調整長５７０～８６０ｍｍ 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017070015 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長７２０～１，１３０ｍｍ アルミギア式サポート（賃貸） 調整長７２０～１１３０ｍｍ 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017070020 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長１，２５０～１，８１０ｍｍ アルミギア式サポート（賃貸） 調整長１２５０～１８１０ｍｍ 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017070025 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長１，５９０～２，１５０ｍｍ アルミギア式サポート（賃貸） 調整長１５９０～２１５０ｍｍ 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017070030 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長１，９２０～２，４８０ｍｍ アルミギア式サポート（賃貸） 調整長１９２０～２４８０ｍｍ 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017070035 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長２，６４０～３，２００ｍｍ アルミギア式サポート（賃貸） 調整長２６４０～３２００ｍｍ 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017090005 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ矢板 有効幅３３３ｍｍ 長１，５００ｍｍ アルミ矢板（賃貸） 有効幅３３３ｍｍＬ１５００ｍｍ 枚・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017090010 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ矢板 有効幅３３３ｍｍ 長２，０００ｍｍ アルミ矢板（賃貸） 有効幅３３３ｍｍＬ２０００ｍｍ 枚・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017090015 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ矢板 有効幅３３３ｍｍ 長２，５００ｍｍ アルミ矢板（賃貸） 有効幅３３３ｍｍＬ２５００ｍｍ 枚・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）
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仮設土留材賃貸料金 8017090020 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ矢板 有効幅３３３ｍｍ 長３，０００ｍｍ アルミ矢板（賃貸） 有効幅３３３ｍｍＬ３０００ｍｍ 枚・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017090025 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ矢板 有効幅３３３ｍｍ 長３，５００ｍｍ アルミ矢板（賃貸） 有効幅３３３ｍｍＬ３５００ｍｍ 枚・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017090030 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 アルミ矢板 有効幅３３３ｍｍ 長４，０００ｍｍ アルミ矢板（賃貸） 有効幅３３３ｍｍＬ４０００ｍｍ 枚・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017100002 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧四面梁 １Ｓ型　１２０－１６２ 調整長１，２００～１，６２０ｍｍ 水圧四面梁（賃貸） １Ｓ型調整長１２００～１６２０ 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017100004 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧四面梁 １Ｌ型　１４６－２１７ 調整長１，４６０～２，１７０ｍｍ 水圧四面梁（賃貸） １Ｌ型調整長１４６０～２１７０ 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017100006 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧四面梁 ２Ｓ型　１７１－２５６ 調整長１，７１０～２，５６０ｍｍ 水圧四面梁（賃貸） ２Ｓ型調整長１７１０～２５６０ 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017100008 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧四面梁 ２Ｌ型　２２０－３０５ 調整長２，２００～３，０５０ｍｍ 水圧四面梁（賃貸） ２Ｌ型調整長２２００～３０５０ 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017100010 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧四面梁 ３Ｓ型　２６０－３６０ 調整長２，６００～３，６００ｍｍ 水圧四面梁（賃貸） ３Ｓ型調整長２６００～３６００ 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017100012 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧四面梁 ３Ｌ型　３２５－４２５ 調整長３，２５０～４，２５０ｍｍ 水圧四面梁（賃貸） ３Ｌ型調整長３２５０～４２５０ 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017100014 仮設土留材賃貸料金 賃貸料 水圧四面梁 操作ハンドル　３４５Ｌ 水圧四面梁（賃貸） 操作ハンドル　３４５Ｌ 本・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017035005 仮設土留材賃貸料金 基本料 鋼製切梁サポート 管埋設工事用 調整長３５０～５５０ｍｍ程度 鋼製切梁サポート（賃貸）基本料 調整長３５０～５５０ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017035010 仮設土留材賃貸料金 基本料 鋼製切梁サポート 管埋設工事用 調整長４５０～７００ｍｍ程度 鋼製切梁サポート（賃貸）基本料 調整長４５０～７００ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017035015 仮設土留材賃貸料金 基本料 鋼製切梁サポート 管埋設工事用 調整長６００～１，０００ｍｍ程度 鋼製切梁サポート（賃貸）基本料 調整長６００～１０００ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017035020 仮設土留材賃貸料金 基本料 鋼製切梁サポート 管埋設工事用 調整長７５０～１，２５０ｍｍ程度 鋼製切梁サポート（賃貸）基本料 調整長７５０～１２５０ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017035025 仮設土留材賃貸料金 基本料 鋼製切梁サポート 管埋設工事用 調整長９００～１，５００ｍｍ程度 鋼製切梁サポート（賃貸）基本料 調整長９００～１５００ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017035030 仮設土留材賃貸料金 基本料 鋼製切梁サポート 管埋設工事用 調整長１，２００～１，８００ｍｍ程度 鋼製切梁サポート（賃貸）基本料 調整長１２００～１８００ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017055005
仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ腹起こし 管埋設工事用 幅７０～８０ｍｍ×高１１５ｍｍ～１３０ｍｍ×長２，０
００ｍｍ程度

アルミ腹起こし（賃貸）基本料 ７０×１１５×２０００ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017055010
仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ腹起こし 管埋設工事用 幅７０～８０ｍｍ×高１１５ｍｍ～１３０ｍｍ×長３，０
００ｍｍ程度

アルミ腹起こし（賃貸）基本料 ７０×１１５×３０００ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）
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仮設土留材賃貸料金 8017055015
仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ腹起こし 管埋設工事用 幅７０～８０ｍｍ×高１１５ｍｍ～１３０ｍｍ×長４，０
００ｍｍ程度

アルミ腹起こし（賃貸）基本料 ７０×１１５×４０００ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017055020
仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ腹起こし 管埋設工事用 幅１１０～１２０ｍｍ×高１２０ｍｍ～１３０ｍｍ×長
２，０００ｍｍ程度

アルミ腹起こし（賃貸）基本料 １１０×１２０×２０００ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017055025
仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ腹起こし 管埋設工事用 幅１１０～１２０ｍｍ×高１２０ｍｍ～１３０ｍｍ×長
３，０００ｍｍ程度

アルミ腹起こし（賃貸）基本料 １１０×１２０×３０００ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017055030
仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ腹起こし 管埋設工事用 幅１１０～１２０ｍｍ×高１２０ｍｍ～１３０ｍｍ×長
４，０００ｍｍ程度

アルミ腹起こし（賃貸）基本料 １１０×１２０×４０００ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017080110
仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 管路長尺用　１２１０型 調整長８５０～１，
１００×６，３００～６，５００ｍｍ

ジャッキ内蔵支保工材（賃貸） 管路長尺用　１２１０型　基本料 段 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017080120
仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 マンホール用　１２１０型 調整長１，７５０
～２，０５０×１，７５０～２，０５０ｍｍ

ジャッキ内蔵支保工材（賃貸） マンホール用１２１０型　基本料 段 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017080130
仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 ５～７人槽用　１２１０型 調整長１，７５０
～２，０５０×３，７５０～４，０５０ｍｍ

ジャッキ内蔵支保工材（賃貸） ５～７人槽用１２１０型　基本料 段 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017080140
仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 ７～１０人槽用　１２１０型 調整長２，７５
０～３，０５０×４，７５０～５，０５０ｍｍ

ジャッキ内蔵支保工材（賃貸） ７～１０人槽用１２１０型基本料 段 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017080150
仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 １２人槽以上用　１５１５型 調整長３，５０
０～４，０００×５，５００～６，０００ｍｍ

ジャッキ内蔵支保工材（賃貸） １２人槽以上用１５１５型基本料 段 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017065005 仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧サポート アルミ製 調整長４５０～６５０ｍｍ程度 水圧サポート（賃貸）基本料 調整長４５０～６５０ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017065010 仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧サポート アルミ製 調整長５９０～９００ｍｍ程度 水圧サポート（賃貸）基本料 調整長５９０～９００ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017065015 仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧サポート アルミ製 調整長７７０～１，３００ｍｍ程度 水圧サポート（賃貸）基本料 調整長７７０～１３００ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017065020 仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧サポート アルミ製 調整長１，１００～１，８００ｍｍ程度 水圧サポート（賃貸）基本料 調整長１１００～１８００ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017065025 仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧サポート アルミ製 調整長１，５００～２，２００ｍｍ程度 水圧サポート（賃貸）基本料 調整長１５００～２２００ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017065030 仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧サポート アルミ製 調整長２，０００～２，７００ｍｍ程度 水圧サポート（賃貸）基本料 調整長２０００～２７００ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017065035 仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧サポート アルミ製 調整長２，６００～３，１００ｍｍ程度 水圧サポート（賃貸）基本料 調整長２６００～３１００ｍｍ程 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017067005 仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧手動ポンプ タンク水量１５～１９ｌ 水圧サポート（賃貸）基本料 手動ポンプ　水量１５～１９Ｌ 台 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017075005 仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長４７０～６６０ｍｍ アルミギア式サポート（賃貸） 調整長４７０～６６０　基本料 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）
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仮設土留材賃貸料金 8017075010 仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長５７０～８６０ｍｍ アルミギア式サポート（賃貸） 調整長５７０～８６０　基本料 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017075015 仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長７２０～１，１３０ｍｍ アルミギア式サポート（賃貸） 調整長７２０～１１３０　基本料 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017075020 仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長１，２５０～１，８１０ｍｍ アルミギア式サポート（賃貸） 調整長１２５０～１８１０基本料 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017075025 仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長１，５９０～２，１５０ｍｍ アルミギア式サポート（賃貸） 調整長１５９０～２１５０基本料 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017075030 仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長１，９２０～２，４８０ｍｍ アルミギア式サポート（賃貸） 調整長１９２０～２４８０基本料 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017075035 仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミギア式サポート アルミ製 調整長２，６４０～３，２００ｍｍ アルミギア式サポート（賃貸） 調整長２６４０～３２００基本料 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017095005 仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ矢板 有効幅３３３ｍｍ 長１，５００ｍｍ アルミ矢板（賃貸）　基本料 有効幅３３３ｍｍＬ１５００ｍｍ 枚 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017095010 仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ矢板 有効幅３３３ｍｍ 長２，０００ｍｍ アルミ矢板（賃貸）　基本料 有効幅３３３ｍｍＬ２０００ｍｍ 枚 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017095015 仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ矢板 有効幅３３３ｍｍ 長２，５００ｍｍ アルミ矢板（賃貸）　基本料 有効幅３３３ｍｍＬ２５００ｍｍ 枚 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017095020 仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ矢板 有効幅３３３ｍｍ 長３，０００ｍｍ アルミ矢板（賃貸）　基本料 有効幅３３３ｍｍＬ３０００ｍｍ 枚 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017095025 仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ矢板 有効幅３３３ｍｍ 長３，５００ｍｍ アルミ矢板（賃貸）　基本料 有効幅３３３ｍｍＬ３５００ｍｍ 枚 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017095030 仮設土留材賃貸料金 基本料 アルミ矢板 有効幅３３３ｍｍ 長４，０００ｍｍ アルミ矢板（賃貸）　基本料 有効幅３３３ｍｍＬ４０００ｍｍ 枚 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017105002 仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧四面梁 １Ｓ型　１２０－１６２ 調整長１，２００～１，６２０ｍｍ 水圧四面梁（賃貸）　基本料 １Ｓ型調整長１２００～１６２０ 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017105004 仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧四面梁 １Ｌ型　１４６－２１７ 調整長１，４６０～２，１７０ｍｍ 水圧四面梁（賃貸）　基本料 １Ｌ型調整長１４６０～２１７０ 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017105006 仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧四面梁 ２Ｓ型　１７１－２５６ 調整長１，７１０～２，５６０ｍｍ 水圧四面梁（賃貸）　基本料 ２Ｓ型調整長１７１０～２５６０ 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017105008 仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧四面梁 ２Ｌ型　２２０－３０５ 調整長２，２００～３，０５０ｍｍ 水圧四面梁（賃貸）　基本料 ２Ｌ型調整長２２００～３０５０ 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017105010 仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧四面梁 ３Ｓ型　２６０－３６０ 調整長２，６００～３，６００ｍｍ 水圧四面梁（賃貸）　基本料 ３Ｓ型調整長２６００～３６００ 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

仮設土留材賃貸料金 8017105012 仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧四面梁 ３Ｌ型　３２５－４２５ 調整長３，２５０～４，２５０ｍｍ 水圧四面梁（賃貸）　基本料 ３Ｌ型調整長３２５０～４２５０ 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）
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仮設土留材賃貸料金 8017105014 仮設土留材賃貸料金 基本料 水圧四面梁 操作ハンドル　３４５Ｌ 水圧四面梁（賃貸）　基本料 操作ハンドル　３４５Ｌ 本 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010060 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり １．５型 深１．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 １．５型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010062 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ２．０型 深２．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ２．０型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010064 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ２．５型 深２．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ２．５型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010066 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ３．０型 深３．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ３．０型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010068 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ３．５型 深３．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ３．５型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010070 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ４．０型 深４．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ４．０型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010072 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ４．５型 深４．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ４．５型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010074 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ５．０型 深５．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ５．０型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010076 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ５．５型 深５．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ５．５型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010078 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ６．０型 深６．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ６．０型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013060 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり １．５型 深１．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 １．５型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013062 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ２．０型 深２．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ２．０型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013064 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ２．５型 深２．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ２．５型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013066 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ３．０型 深３．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ３．０型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013068 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ３．５型 深３．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ３．５型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013070 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ４．０型 深４．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ４．０型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013072 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ４．５型 深４．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ４．５型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）
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たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013074 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ５．０型 深５．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ５．０型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013076 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ５．５型 深５．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ５．５型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013078 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ６．０型 深６．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ６．０型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010088 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ３．５型 深３．５ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ３．５型　Ｗ３～４．７ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010090 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ４．０型 深４．０ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ４．０型　Ｗ３～４．７ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010092 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ４．５型 深４．５ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ４．５型　Ｗ３～４．７ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010094 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ５．０型 深５．０ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ５．０型　Ｗ３～４．７ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010096 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ５．５型 深５．５ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ５．５型　Ｗ３～４．７ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010098 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 ３０ｍ当たり ６．０型 深６．０ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ６．０型　Ｗ３～４．７ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010100 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり １．５型 深１．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 １．５型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010102 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ２．０型 深２．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ２．０型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010104 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ２．５型 深２．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ２．５型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010106 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ３．０型 深３．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ３．０型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010108 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ３．５型 深３．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ３．５型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010110 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ４．０型 深４．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ４．０型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010112 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ４．５型 深４．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ４．５型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010114 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ５．０型 深５．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ５．０型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010116 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ５．５型 深５．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ５．５型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）
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たて込み簡易土留材賃貸料金 8017010118 たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 １５ｍ当たり ６．０型 深６．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ６．０型　Ｗ３ｍ未満 ｍ２・日 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013088 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ３．５型 深３．５ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ３．５型　Ｗ３～４．７ｍ整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013090 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ４．０型 深４．０ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ４．０型　Ｗ３～４．７ｍ整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013092 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ４．５型 深４．５ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ４．５型　Ｗ３～４．７ｍ整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013094 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ５．０型 深５．０ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ５．０型　Ｗ３～４．７ｍ整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013096 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ５．５型 深５．５ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ５．５型　Ｗ３～４．７ｍ整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013098 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 ３０ｍ当たり ６．０型 深６．０ｍ 幅３．０ｍ～４．７ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　３０ｍ当 ６．０型　Ｗ３～４．７ｍ整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013100 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり １．５型 深１．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 １．５型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013102 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ２．０型 深２．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ２．０型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013104 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ２．５型 深２．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ２．５型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013106 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ３．０型 深３．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ３．０型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013108 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ３．５型 深３．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ３．５型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013110 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ４．０型 深４．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ４．０型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013112 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ４．５型 深４．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ４．５型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013114 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ５．０型 深５．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ５．０型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013116 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ５．５型 深５．５ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ５．５型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

たて込み簡易土留材賃貸料金 8017013118 たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 １５ｍ当たり ６．０型 深６．０ｍ 幅３．０ｍ未満 簡易土留材（賃貸）　１５ｍ当 ６．０型　Ｗ３ｍ未満　整備費 ｍ２ 819 ○ ○ 8017 仮設用土留材（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010100 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型建枠 幅９１４ｍｍ×高１，５２４ｍｍ 鳥居型建枠（賃貸） ９１４×１５２４ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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枠組足場部材賃貸料金 8005010006 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型建枠 幅９１４ｍｍ×高１，７００ｍｍ 鳥居型建枠（賃貸） ９１４×１７００ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010098 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型建枠 幅９１４ｍｍ×高１，８７５ｍｍ 鳥居型建枠（賃貸） ９１４×１８７５ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010008 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，５２４ｍｍ 鳥居型建枠（賃貸） １２１９×１５２４ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010004 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，７００ｍｍ 鳥居型建枠（賃貸） １２１９×１７００ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010002 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，９３０ｍｍ 鳥居型建枠（賃貸） １２１９×１９３０ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010106 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型簡易建枠 幅６１０ｍｍ×高１，５２４ｍｍ 鳥居型簡易建枠（賃貸） ６１０×１５２４ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010104 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型簡易建枠 幅６１０ｍｍ×高１，７００ｍｍ 鳥居型簡易建枠（賃貸） ６１０×１７００ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010102 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鳥居型簡易建枠 幅７６２ｍｍ×高１，７００ｍｍ 鳥居型簡易建枠（賃貸） ７６２×１７００ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010012 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 簡易建枠 幅６１０ｍｍ×高１，７００ｍｍ 簡易建枠（賃貸） ６１０×１７００ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010010 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 簡易建枠 幅７６２ｍｍ×高１，７００ｍｍ 簡易建枠（賃貸） ７６２×１７００ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010014 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 ブラケット枠 幅９１４／６１０ｍｍ×高１，７００ｍｍ ブラケット枠（賃貸） ９１４／６１０×１７００ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010016 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 ブラケット枠 幅１，２１９／７６２ｍｍ×高１，７００ｍｍ ブラケット枠（賃貸） １２１９／７６２×１７００ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010184 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 ブラケット枠 幅１，２１９／９１４ｍｍ×高１，７００ｍｍ ブラケット枠（賃貸） １２１９／９１４×１７００ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010024 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 階段枠 幅４５０ｍｍ×高１，７２５ｍｍ 階段枠（賃貸） ４５０×１７２５ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010020 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 階段枠 幅６５０ｍｍ×高１，７２５ｍｍ 階段枠（賃貸） ６５０×１７２５ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010022 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 階段枠 幅６５０ｍｍ×高１，９５５ｍｍ 階段枠（賃貸） ６５０×１９５５ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010110 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 調節枠 幅６１０ｍｍ×高９１４ｍｍ 調節枠（賃貸） ６１０×９１４ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010108 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 調節枠 幅６１０ｍｍ×高１，２１９ｍｍ 調節枠（賃貸） ６１０×１２１９ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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枠組足場部材賃貸料金 8005010212 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 調節枠 幅９１４ｍｍ×高１，２１９ｍｍ 調節枠（賃貸） ９１４×１２１９ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010018 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 調節枠 幅１，２１９ｍｍ×高４９０ｍｍ 調節枠（賃貸） １２１９×４９０ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010120 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 支保工ブラケット枠 幅９１４ｍｍ×高４９０ｍｍ 支保工ブラケット枠（賃貸） ９１４×４９０ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010118 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 支保工ブラケット枠 幅９１４ｍｍ×高９１４ｍｍ 支保工ブラケット枠（賃貸） ９１４×９１４ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010116 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 支保工ブラケット枠 幅９１４ｍｍ×高１，２１９ｍｍ 支保工ブラケット枠（賃貸） ９１４×１２１９ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010112 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 支保工ブラケット枠 幅１，２１９ｍｍ×高９１４ｍｍ 支保工ブラケット枠（賃貸） １２１９×９１４ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010186 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 支保工ブラケット枠 幅１，８２９ｍｍ×高９１４ｍｍ 支保工ブラケット枠（賃貸） １８２９×９１４ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010128 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梯子型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高９１４ｍｍ 梯子型建枠（賃貸） １２１９×９１４ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010126 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梯子型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，２１９ｍｍ 梯子型建枠（賃貸） １２１９×１２１９ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010124 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梯子型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，５２４ｍｍ 梯子型建枠（賃貸） １２１９×１５２４ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010122 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梯子型建枠 幅１，５２４ｍｍ×高１，５２４ｍｍ 梯子型建枠（賃貸） １５２４×１５２４ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010056 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梁枠 幅４，８７７ｍｍ　（２スパン用） 梁枠（賃貸） ４８７７ｍｍ　２スパン用 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010058 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梁枠 幅６，７０６ｍｍ　（３スパン用） 梁枠（賃貸） ６７０６ｍｍ　３スパン用 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010064 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梁渡し 幅６１０ｍｍ 梁渡し（賃貸） ６１０ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010062 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梁渡し 幅９１４ｍｍ 梁渡し（賃貸） ９１４ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010060 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 梁渡し 幅１，２１９ｍｍ 梁渡し（賃貸） １２１９ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010188 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 方杖 長１，５２４ｍｍ 方杖（賃貸） １５２４ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010066 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 方杖 長２，１３４ｍｍ 方杖（賃貸） ２１３４ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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枠組足場部材賃貸料金 8005010132 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製布板 幅２４０ｍｍ×長９１４ｍｍ 鋼製布板（賃貸） ２４０×９１４ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010134 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製布板 幅５００ｍｍ×長９１４ｍｍ 鋼製布板（賃貸） ５００×９１４ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010136 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製布板 幅２４０ｍｍ×長１，２１９ｍｍ 鋼製布板（賃貸） ２４０×１２１９ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010138 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製布板 幅５００ｍｍ×長１，２１９ｍｍ 鋼製布板（賃貸） ５００×１２１９ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010140 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製布板 幅２４０ｍｍ×長１，５２４ｍｍ 鋼製布板（賃貸） ２４０×１５２４ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010142 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製布板 幅５００ｍｍ×長１，５２４ｍｍ 鋼製布板（賃貸） ５００×１５２４ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010026 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製布板 幅２４０ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 鋼製布板（賃貸） ２４０×１８２９ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010028 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製布板 幅５００ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 鋼製布板（賃貸） ５００×１８２９ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010190 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製軽量足場板 幅２４０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鋼製軽量足場板（賃貸） ２４０×２０００ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010192 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製軽量足場板 幅２４０ｍｍ×長３，０００ｍｍ 鋼製軽量足場板（賃貸） ２４０×３０００ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010030 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼製軽量足場板 幅２４０ｍｍ×長４，０００ｍｍ 鋼製軽量足場板（賃貸） ２４０×４０００ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010036 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 アルミ製足場板 幅２４０ｍｍ×長２，０００ｍｍ アルミ製足場板（賃貸） ２４０×２０００ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010194 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 アルミ製足場板 幅２４０ｍｍ×長３，０００ｍｍ アルミ製足場板（賃貸） ２４０×３０００ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010032 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 アルミ製足場板 幅２４０ｍｍ×長４，０００ｍｍ アルミ製足場板（賃貸） ２４０×４０００ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010176 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 合板足場板 幅２４０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 合板足場板（賃貸） ２４０×２０００ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010178 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 合板足場板 幅２４０ｍｍ×長４，０００ｍｍ 合板足場板（賃貸） ２４０×４０００ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8013010002 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 仮囲い鋼板 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ 仮囲い鋼板（賃貸） ３００×３０００ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8013 仮囲い（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8013010004 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 仮囲い鋼板 幅５００ｍｍ×長３，０００ｍｍ 仮囲い鋼板（賃貸） ５００×３０００ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8013 仮囲い（賃貸）
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枠組足場部材賃貸料金 8013010012 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 仮囲い鋼板 幅５４０ｍｍ×長３，０００ｍｍ 仮囲い鋼板（賃貸） ５４０×３０００ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8013 仮囲い（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010148 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅６１０ｍｍ×長２８０ｍｍ 筋かい（賃貸） ６１０×２８０ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010150 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅６１０ｍｍ×長６１０ｍｍ 筋かい（賃貸） ６１０×６１０ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010152 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅９１４ｍｍ×長２８０ｍｍ 筋かい（賃貸） ９１４×２８０ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010154 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅９１４ｍｍ×長６１０ｍｍ 筋かい（賃貸） ９１４×６１０ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010158 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅１，２１９ｍｍ×長６１０ｍｍ 筋かい（賃貸） １２１９×６１０ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010044 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅１，２１９ｍｍ×長９１４ｍｍ 筋かい（賃貸） １２１９×９１４ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010046 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅１，２１９ｍｍ×長１，２１９ｍｍ 筋かい（賃貸） １２１９×１２１９ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010196 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅１，２１９ｍｍ×長１，５２４ｍｍ 筋かい（賃貸） １２１９×１５２４ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010160 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅１，５２４ｍｍ×長２８０ｍｍ 筋かい（賃貸） １５２４×２８０ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010162 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅１，８２９ｍｍ×長２８０ｍｍ 筋かい（賃貸） １８２９×２８０ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010048 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 筋かい 幅１，８２９ｍｍ×長１，２１９ｍｍ 筋かい（賃貸） １８２９×１２１９ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010040 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 自在ステップ ６００ｍｍ×２５０ｍｍ 自在ステップ（賃貸） ６００×２５０ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010042 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 自在ステップ ９００ｍｍ×２５０ｍｍ 自在ステップ（賃貸） ９００×２５０ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010072 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 ベース 幅１４０ｍｍ×高１０６ｍｍ ベース（賃貸） １４０×１０６ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010180 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 ジャッキ 調節長４６０ｍｍ ジャッキ（賃貸） 調節長４６０ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010164 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 ジャッキベース 調節長２５０ｍｍ ジャッキベース（賃貸） 調節長２５０ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010166 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 ロングジャッキベース 調節長４５０ｍｍ ロングジャッキベース（賃貸） 調節長４５０ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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枠組足場部材賃貸料金 8005010168 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 ピボットジャッキ 調節長２５０ｍｍ ピボットジャッキ（賃貸） 調節長２５０ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010078 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 アームロック 長５０７．５ｍｍ アームロック（賃貸） ５０７．５ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010080 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 アームロック 長７３９ｍｍ アームロック（賃貸） ７３９ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010082 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 連結ピン φ３６．４　長２２５ｍｍ 連結ピン（賃貸） 径３６．４ｍｍ　２２５ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010170 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 隅梁受け 隅梁受け（賃貸） 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010088 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 手すり柱 長１，２１９ｍｍ 手すり柱（賃貸） １２１９ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010090 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 手すり 長１，２１９ｍｍ 手すり（賃貸） １２１９ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010092 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 手すり 長１，８２９ｍｍ 手すり（賃貸） １８２９ｍｍ 本・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010094 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 あさがお １スパン（１，８００～１，８２９ｍｍ） あさがお（賃貸） １８００～１８２９　１スパン 組・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010198 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 あさがお（折りたたみ式） １スパン（１，８００～１，８２９ｍｍ） あさがお（折たたみ）（賃貸） １８００～１８２９　１スパン 組・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010096 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 隅あさがお コーナー部 隅あさがお（賃貸） コーナー部 組・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010200 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 隅あさがお（折りたたみ式） コーナー部 隅あさがお（折たたみ）（賃貸） コーナー部 組・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010214 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 アルミ製軽量アサガオ（折りたたみ式） １スパン（１，８００～１，８２９ｍｍ） アルミ製軽量アサガオ（賃貸） １８００～１８２９　１スパン 組・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010216 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 アルミ製軽量隅アサガオ（折りたたみ式） コーナー部 アルミ製軽量隅アサガオ（賃貸） コーナー部 組・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010202 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 壁つなぎ 長２５０～４１０ｍｍ 壁つなぎ（賃貸） ２５０～４１０ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010204 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 壁つなぎ 長３８０～７６０ｍｍ 壁つなぎ（賃貸） ３８０～７６０ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010206 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 壁つなぎ 長６８０～１，０６０ｍｍ 壁つなぎ（賃貸） ６８０～１０６０ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010182 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 養生枠 高８５８×幅１，８１４ｍｍ 養生枠（賃貸） ８５８×１８１４ｍｍ 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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枠組足場部材賃貸料金 8005010172 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 養生クランプ 養生クランプ（賃貸） 個・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010208 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 手すり先行足場　先行手すり枠 ２段手すり　長１，８２９ｍｍ　据置方式 先行手すり枠（賃貸） ２段手すり　１８２９ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005010210 枠組足場部材賃貸料金 賃貸料 手すり先行足場　つま先板（幅木） 長１，８２９ｍｍ つま先板（賃貸） １８２９ｍｍ 枚・日 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015100 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型建枠 幅９１４ｍｍ×高１，５２４ｍｍ 鳥居型建枠（賃貸）基本料 ９１４×１５２４ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015006 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型建枠 幅９１４ｍｍ×高１，７００ｍｍ 鳥居型建枠（賃貸）基本料 ９１４×１７００ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015098 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型建枠 幅９１４ｍｍ×高１，８７５ｍｍ 鳥居型建枠（賃貸）基本料 ９１４×１８７５ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015008 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，５２４ｍｍ 鳥居型建枠（賃貸）基本料 １２１９×１５２４ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015004 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，７００ｍｍ 鳥居型建枠（賃貸）基本料 １２１９×１７００ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015002 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，９３０ｍｍ 鳥居型建枠（賃貸）基本料 １２１９×１９３０ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015106 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型簡易建枠 幅６１０ｍｍ×高１，５２４ｍｍ 鳥居型簡易建枠（賃貸）基本料 ６１０×１５２４ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015104 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型簡易建枠 幅６１０ｍｍ×高１，７００ｍｍ 鳥居型簡易建枠（賃貸）基本料 ６１０×１７００ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015102 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鳥居型簡易建枠 幅７６２ｍｍ×高１，７００ｍｍ 鳥居型簡易建枠（賃貸）基本料 ７６２×１７００ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015012 枠組足場部材賃貸料金 基本料 簡易建枠 幅６１０ｍｍ×高１，７００ｍｍ 簡易建枠（賃貸）基本料 ６１０×１７００ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015010 枠組足場部材賃貸料金 基本料 簡易建枠 幅７６２ｍｍ×高１，７００ｍｍ 簡易建枠（賃貸）基本料 ７６２×１７００ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015014 枠組足場部材賃貸料金 基本料 ブラケット枠 幅９１４／６１０ｍｍ×高１，７００ｍｍ ブラケット枠（賃貸）基本料 ９１４／６１０×１７００ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015016 枠組足場部材賃貸料金 基本料 ブラケット枠 幅１，２１９／７６２ｍｍ×高１，７００ｍｍ ブラケット枠（賃貸）基本料 １２１９／７６２×１７００ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015184 枠組足場部材賃貸料金 基本料 ブラケット枠 幅１，２１９／９１４ｍｍ×高１，７００ｍｍ ブラケット枠（賃貸）基本料 １２１９／９１４×１７００ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015024 枠組足場部材賃貸料金 基本料 階段枠 幅４５０ｍｍ×高１，７２５ｍｍ 階段枠（賃貸）基本料 ４５０×１７２５ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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枠組足場部材賃貸料金 8005015020 枠組足場部材賃貸料金 基本料 階段枠 幅６５０ｍｍ×高１，７２５ｍｍ 階段枠（賃貸）基本料 ６５０×１７２５ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015022 枠組足場部材賃貸料金 基本料 階段枠 幅６５０ｍｍ×高１，９５５ｍｍ 階段枠（賃貸）基本料 ６５０×１９５５ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015110 枠組足場部材賃貸料金 基本料 調節枠 幅６１０ｍｍ×高９１４ｍｍ 調節枠（賃貸）基本料 ６１０×９１４ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015108 枠組足場部材賃貸料金 基本料 調節枠 幅６１０ｍｍ×高１，２１９ｍｍ 調節枠（賃貸）基本料 ６１０×１２１９ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015212 枠組足場部材賃貸料金 基本料 調節枠 幅９１４ｍｍ×高１，２１９ｍｍ 調節枠（賃貸）基本料 ９１４×１２１９ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015018 枠組足場部材賃貸料金 基本料 調節枠 幅１，２１９ｍｍ×高４９０ｍｍ 調節枠（賃貸）基本料 １２１９×４９０ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015120 枠組足場部材賃貸料金 基本料 支保工ブラケット枠 幅９１４ｍｍ×高４９０ｍｍ 支保工ブラケット枠賃貸　基本料 ９１４×４９０ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015118 枠組足場部材賃貸料金 基本料 支保工ブラケット枠 幅９１４ｍｍ×高９１４ｍｍ 支保工ブラケット枠賃貸　基本料 ９１４×９１４ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015116 枠組足場部材賃貸料金 基本料 支保工ブラケット枠 幅９１４ｍｍ×高１，２１９ｍｍ 支保工ブラケット枠賃貸　基本料 ９１４×１２１９ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015112 枠組足場部材賃貸料金 基本料 支保工ブラケット枠 幅１，２１９ｍｍ×高９１４ｍｍ 支保工ブラケット枠賃貸　基本料 １２１９×９１４ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015186 枠組足場部材賃貸料金 基本料 支保工ブラケット枠 幅１，８２９ｍｍ×高９１４ｍｍ 支保工ブラケット枠賃貸　基本料 １８２９×９１４ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015128 枠組足場部材賃貸料金 基本料 梯子型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高９１４ｍｍ 梯子型建枠（賃貸）基本料 １２１９×９１４ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015126 枠組足場部材賃貸料金 基本料 梯子型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，２１９ｍｍ 梯子型建枠（賃貸）基本料 １２１９×１２１９ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015124 枠組足場部材賃貸料金 基本料 梯子型建枠 幅１，２１９ｍｍ×高１，５２４ｍｍ 梯子型建枠（賃貸）基本料 １２１９×１５２４ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015122 枠組足場部材賃貸料金 基本料 梯子型建枠 幅１，５２４ｍｍ×高１，５２４ｍｍ 梯子型建枠（賃貸）基本料 １５２４×１５２４ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015056 枠組足場部材賃貸料金 基本料 梁枠 幅４，８７７ｍｍ　（２スパン用） 梁枠（賃貸）基本料 ４８７７ｍｍ　２スパン用 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015058 枠組足場部材賃貸料金 基本料 梁枠 幅６，７０６ｍｍ　（３スパン用） 梁枠（賃貸）基本料 ６７０６ｍｍ　３スパン用 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015064 枠組足場部材賃貸料金 基本料 梁渡し 幅６１０ｍｍ 梁渡し（賃貸）基本料 ６１０ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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枠組足場部材賃貸料金 8005015062 枠組足場部材賃貸料金 基本料 梁渡し 幅９１４ｍｍ 梁渡し（賃貸）基本料 ９１４ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015060 枠組足場部材賃貸料金 基本料 梁渡し 幅１，２１９ｍｍ 梁渡し（賃貸）基本料 １２１９ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015188 枠組足場部材賃貸料金 基本料 方杖 長１，５２４ｍｍ 方杖（賃貸）基本料 １５２４ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015066 枠組足場部材賃貸料金 基本料 方杖 長２，１３４ｍｍ 方杖（賃貸）基本料 ２１３４ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015132 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製布板 幅２４０ｍｍ×長９１４ｍｍ 鋼製布板（賃貸）基本料 ２４０×９１４ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015134 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製布板 幅５００ｍｍ×長９１４ｍｍ 鋼製布板（賃貸）基本料 ５００×９１４ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015136 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製布板 幅２４０ｍｍ×長１，２１９ｍｍ 鋼製布板（賃貸）基本料 ２４０×１２１９ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015138 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製布板 幅５００ｍｍ×長１，２１９ｍｍ 鋼製布板（賃貸）基本料 ５００×１２１９ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015140 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製布板 幅２４０ｍｍ×長１，５２４ｍｍ 鋼製布板（賃貸）基本料 ２４０×１５２４ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015142 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製布板 幅５００ｍｍ×長１，５２４ｍｍ 鋼製布板（賃貸）基本料 ５００×１５２４ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015026 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製布板 幅２４０ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 鋼製布板（賃貸）基本料 ２４０×１８２９ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015028 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製布板 幅５００ｍｍ×長１，８２９ｍｍ 鋼製布板（賃貸）基本料 ５００×１８２９ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015190 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製軽量足場板 幅２４０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鋼製軽量足場板（賃貸）基本料 ２４０×２０００ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015192 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製軽量足場板 幅２４０ｍｍ×長３，０００ｍｍ 鋼製軽量足場板（賃貸）基本料 ２４０×３０００ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015030 枠組足場部材賃貸料金 基本料 鋼製軽量足場板 幅２４０ｍｍ×長４，０００ｍｍ 鋼製軽量足場板（賃貸）基本料 ２４０×４０００ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015036 枠組足場部材賃貸料金 基本料 アルミ製足場板 幅２４０ｍｍ×長２，０００ｍｍ アルミ製足場板（賃貸）基本料 ２４０×２０００ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015194 枠組足場部材賃貸料金 基本料 アルミ製足場板 幅２４０ｍｍ×長３，０００ｍｍ アルミ製足場板（賃貸）基本料 ２４０×３０００ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015032 枠組足場部材賃貸料金 基本料 アルミ製足場板 幅２４０ｍｍ×長４，０００ｍｍ アルミ製足場板（賃貸）基本料 ２４０×４０００ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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枠組足場部材賃貸料金 8005015176 枠組足場部材賃貸料金 基本料 合板足場板 幅２４０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 合板足場板（賃貸）基本料 ２４０×２０００ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015178 枠組足場部材賃貸料金 基本料 合板足場板 幅２４０ｍｍ×長４，０００ｍｍ 合板足場板（賃貸）基本料 ２４０×４０００ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8013015002 枠組足場部材賃貸料金 基本料 仮囲い鋼板 幅３００ｍｍ×長３，０００ｍｍ 仮囲い鋼板（賃貸）基本料 ３００×３０００ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8013 仮囲い（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8013015004 枠組足場部材賃貸料金 基本料 仮囲い鋼板 幅５００ｍｍ×長３，０００ｍｍ 仮囲い鋼板（賃貸）基本料 ５００×３０００ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8013 仮囲い（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8013015012 枠組足場部材賃貸料金 基本料 仮囲い鋼板 幅５４０ｍｍ×長３，０００ｍｍ 仮囲い鋼板（賃貸）基本料 ５４０×３０００ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8013 仮囲い（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015148 枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅６１０ｍｍ×長２８０ｍｍ 筋かい（賃貸）基本料 ６１０×２８０ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015150 枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅６１０ｍｍ×長６１０ｍｍ 筋かい（賃貸）基本料 ６１０×６１０ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015152 枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅９１４ｍｍ×長２８０ｍｍ 筋かい（賃貸）基本料 ９１４×２８０ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015154 枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅９１４ｍｍ×長６１０ｍｍ 筋かい（賃貸）基本料 ９１４×６１０ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015158 枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅１，２１９ｍｍ×長６１０ｍｍ 筋かい（賃貸）基本料 １２１９×６１０ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015044 枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅１，２１９ｍｍ×長９１４ｍｍ 筋かい（賃貸）基本料 １２１９×９１４ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015046 枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅１，２１９ｍｍ×長１，２１９ｍｍ 筋かい（賃貸）基本料 １２１９×１２１９ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015196 枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅１，２１９ｍｍ×長１，５２４ｍｍ 筋かい（賃貸）基本料 １２１９×１５２４ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015160 枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅１，５２４ｍｍ×長２８０ｍｍ 筋かい（賃貸）基本料 １５２４×２８０ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015162 枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅１，８２９ｍｍ×長２８０ｍｍ 筋かい（賃貸）基本料 １８２９×２８０ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015048 枠組足場部材賃貸料金 基本料 筋かい 幅１，８２９ｍｍ×長１，２１９ｍｍ 筋かい（賃貸）基本料 １８２９×１２１９ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015040 枠組足場部材賃貸料金 基本料 自在ステップ ６００ｍｍ×２５０ｍｍ 自在ステップ（賃貸）基本料 ６００×２５０ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015042 枠組足場部材賃貸料金 基本料 自在ステップ ９００ｍｍ×２５０ｍｍ 自在ステップ（賃貸）基本料 ９００×２５０ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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枠組足場部材賃貸料金 8005015072 枠組足場部材賃貸料金 基本料 ベース 幅１４０ｍｍ×高１０６ｍｍ ベース（賃貸）基本料 １４０×１０６ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015180 枠組足場部材賃貸料金 基本料 ジャッキ 調節長４６０ｍｍ ジャッキ（賃貸）基本料 調節長４６０ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015164 枠組足場部材賃貸料金 基本料 ジャッキベース 調節長２５０ｍｍ ジャッキベース（賃貸）基本料 調節長２５０ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015166 枠組足場部材賃貸料金 基本料 ロングジャッキベース 調節長４５０ｍｍ ロングジャッキベース賃貸基本料 調節長４５０ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015168 枠組足場部材賃貸料金 基本料 ピボットジャッキ 調節長２５０ｍｍ ピボットジャッキ（賃貸）基本料 調節長２５０ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015078 枠組足場部材賃貸料金 基本料 アームロック 長５０７．５ｍｍ アームロック（賃貸）基本料 ５０７．５ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015080 枠組足場部材賃貸料金 基本料 アームロック 長７３９ｍｍ アームロック（賃貸）基本料 ７３９ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015082 枠組足場部材賃貸料金 基本料 連結ピン φ３６．４　長２２５ｍｍ 連結ピン（賃貸）基本料 径３６．４ｍｍ　２２５ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015170 枠組足場部材賃貸料金 基本料 隅梁受け 隅梁受け（賃貸）基本料 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015088 枠組足場部材賃貸料金 基本料 手すり柱 長１，２１９ｍｍ 手すり柱（賃貸）基本料 １２１９ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015090 枠組足場部材賃貸料金 基本料 手すり 長１，２１９ｍｍ 手すり（賃貸）基本料 １２１９ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015092 枠組足場部材賃貸料金 基本料 手すり 長１，８２９ｍｍ 手すり（賃貸）基本料 １８２９ｍｍ 本 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015094 枠組足場部材賃貸料金 基本料 あさがお １スパン（１，８００～１，８２９ｍｍ） あさがお（賃貸）基本料 １８００～１８２９　１スパン 組 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015198 枠組足場部材賃貸料金 基本料 あさがお（折りたたみ式） １スパン（１，８００～１，８２９ｍｍ） あさがお　折たたみ・賃貸基本料 １８００～１８２９　１スパン 組 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015096 枠組足場部材賃貸料金 基本料 隅あさがお コーナー部 隅あさがお（賃貸）基本料 コーナー部 組 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015200 枠組足場部材賃貸料金 基本料 隅あさがお（折りたたみ式） コーナー部 隅あさがお折たたみ・賃貸基本料 コーナー部 組 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015214 枠組足場部材賃貸料金 基本料 アルミ製軽量アサガオ（折りたたみ式） １スパン（１，８００～１，８２９ｍｍ） アルミ製軽量アサガオ賃貸基本料 １８００～１８２９　１スパン 組 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015216 枠組足場部材賃貸料金 基本料 アルミ製軽量隅アサガオ（折りたたみ式） コーナー部 アルミ軽量隅アサガオ賃貸基本料 コーナー部 組 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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枠組足場部材賃貸料金 8005015202 枠組足場部材賃貸料金 基本料 壁つなぎ 長２５０～４１０ｍｍ 壁つなぎ（賃貸）基本料 ２５０～４１０ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015204 枠組足場部材賃貸料金 基本料 壁つなぎ 長３８０～７６０ｍｍ 壁つなぎ（賃貸）基本料 ３８０～７６０ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015206 枠組足場部材賃貸料金 基本料 壁つなぎ 長６８０～１，０６０ｍｍ 壁つなぎ（賃貸）基本料 ６８０～１０６０ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015182 枠組足場部材賃貸料金 基本料 養生枠 高８５８×幅１，８１４ｍｍ 養生枠（賃貸）基本料 ８５８×１８１４ｍｍ 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015172 枠組足場部材賃貸料金 基本料 養生クランプ 養生クランプ（賃貸）基本料 個 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015208 枠組足場部材賃貸料金 基本料 手すり先行足場　先行手すり枠 ２段手すり　長１，８２９ｍｍ　据置方式 先行手すり枠（賃貸）　基本料 ２段手すり　１８２９ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

枠組足場部材賃貸料金 8005015210 枠組足場部材賃貸料金 基本料 手すり先行足場　つま先板（幅木） 長１，８２９ｍｍ つま先板（賃貸）　基本料 １８２９ｍｍ 枚 820 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005020002 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長１，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸） １０００×４８．６×２．４ｍｍ 本・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005020004 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長１，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸） １５００×４８．６×２．４ｍｍ 本・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005020006 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長２，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸） ２０００×４８．６×２．４ｍｍ 本・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005020008 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長２，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸） ２５００×４８．６×２．４ｍｍ 本・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005020010 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長３，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸） ３０００×４８．６×２．４ｍｍ 本・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005020012 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長３，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸） ３５００×４８．６×２．４ｍｍ 本・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005020014 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長４，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸） ４０００×４８．６×２．４ｍｍ 本・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005020016 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長４，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸） ４５００×４８．６×２．４ｍｍ 本・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005020018 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長５，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸） ５０００×４８．６×２．４ｍｍ 本・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005020020 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場パイプ 長５，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸） ５５００×４８．６×２．４ｍｍ 本・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005030002 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 直交クランプ φ４８．６用 直交クランプ（賃貸） 径４８．６ｍｍ用 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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鋼管足場部材賃貸料金 8005030004 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 自在クランプ φ４８．６用 自在クランプ（賃貸） 径４８．６ｍｍ用 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005030010 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 異径直交クランプ φ４８．６×φ４２．７用 異径直交クランプ（賃貸） 径４８．６×４２．７ｍｍ用 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005030024 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 異径自在クランプ φ４８．６×φ４２．７用 異径自在クランプ（賃貸） 径４８．６×４２．７ｍｍ用 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005030012 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 三連直交クランプ φ４８．６用 三連直交クランプ（賃貸） 径４８．６ｍｍ用 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005030014 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 三連自在クランプ φ４８．６用 三連自在クランプ（賃貸） 径４８．６ｍｍ用 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005030026 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 強力サポート用クランプ 上柱管用　φ４８．６×φ８２．６ 強力用クランプ（賃貸） 上柱管用　８２．６ｍｍ 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005030028 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 強力サポート用クランプ 下柱管用　φ４８．６×φ１１４．３ 強力用クランプ（賃貸） 下柱管用　１１４．３ｍｍ 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005030030 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 パイプサポート用クランプ φ６０．５×φ４８．６ パイプ用クランプ（賃貸） 径６０．５×４８．６ｍｍ 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005030020 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角丸クランプ 直交　□６０×φ４８．６ 角丸クランプ（賃貸） 直交　□６０×径４８．６ｍｍ 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005030032 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角丸クランプ 自在　□６０×φ４８．６ 角丸クランプ（賃貸） 自在　□６０×径４８．６ｍｍ 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005030022 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角角クランプ 直交　□６０ 角角クランプ（賃貸） 直交　□６０ｍｍ 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005030034 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角角クランプ 自在　□６０ 角角クランプ（賃貸） 自在　□６０ｍｍ 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005030016 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 Ｈ鋼クランプ Ｈ鋼クランプ（賃貸） 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005030006 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 パイプジョイント パイプジョイント（賃貸） 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005030008 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 固定ベース 固定ベース（賃貸） 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011010002 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長１，０００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ ６０×６０×２．３×１０００ 本・日 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011010004 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長１，５００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ ６０×６０×２．３×１５００ 本・日 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011010006 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長２，０００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ ６０×６０×２．３×２０００ 本・日 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）
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鋼管足場部材賃貸料金 8011010008 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長２，５００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ ６０×６０×２．３×２５００ 本・日 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011010010 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長３，０００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ ６０×６０×２．３×３０００ 本・日 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011010012 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長３，５００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ ６０×６０×２．３×３５００ 本・日 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011010014 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長４，０００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ ６０×６０×２．３×４０００ 本・日 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011010016 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長５，０００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ ６０×６０×２．３×５０００ 本・日 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011010018 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長６，０００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ ６０×６０×２．３×６０００ 本・日 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011010020 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 角パイプ １００ｍｍ×１００ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ　長４，０００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ １００×３．２×４０００ 本・日 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005050002 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 つりチェーン（足場チェーン） 径６．０ｍｍ×長２，０００ｍｍ つりチェーン（賃貸） 径６×Ｌ２０００ｍｍ 本・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005050004 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 つりチェーン（足場チェーン） 径６．０ｍｍ×長３，０００ｍｍ つりチェーン（賃貸） 径６×Ｌ３０００ｍｍ 本・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005050010 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 つりチェーン（足場チェーン） 径６．０ｍｍ×長４，０００ｍｍ つりチェーン（賃貸） 径６×Ｌ４０００ｍｍ 本・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005050012 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 つりチェーン（足場チェーン） 径６．０ｍｍ×長５，０００ｍｍ つりチェーン（賃貸） 径６×Ｌ５０００ｍｍ 本・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005090010 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場ブラケット １，３００ｍｍ 足場ブラケット（賃貸） １３００ｍｍ 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005090012 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 足場ブラケット １，６００ｍｍ 足場ブラケット（賃貸） １６００ｍｍ 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005090014 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 伸縮ブラケット ２３０～３３０ｍｍ 伸縮ブラケット（賃貸） ２３０～３３０ｍｍ 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005090004 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 伸縮ブラケット ３３０～５１０ｍｍ 伸縮ブラケット（賃貸） ３３０～５１０ｍｍ 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005090006 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 伸縮ブラケット ５００～７５０ｍｍ 伸縮ブラケット（賃貸） ５００～７５０ｍｍ 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005090008 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 鋼管足場 伸縮ブラケット ７５０～１，０００ｍｍ 伸縮ブラケット（賃貸） ７５０～１０００ｍｍ 個・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005120002 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 特殊足場 セーフティＳＫパネル ６６０ｍｍ×２，０００ｍｍ 特殊足場（賃貸）セーフティＳＫ ６６０×２０００ｍｍ 枚・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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鋼管足場部材賃貸料金 8005120004 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 特殊足場 セーフティＳＫパネル ６６０ｍｍ×３，０００ｍｍ 特殊足場（賃貸）セーフティＳＫ ６６０×３０００ｍｍ 枚・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005120006 鋼管足場部材賃貸料金 賃貸料 特殊足場 セーフティＳＫパネル ６６０ｍｍ×３，８５０ｍｍ 特殊足場（賃貸）セーフティＳＫ ６６０×３８５０ｍｍ 枚・日 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005025002 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長１，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸）基本料 １０００×４８．６×２．４ｍｍ 本 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005025004 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長１，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸）基本料 １５００×４８．６×２．４ｍｍ 本 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005025006 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長２，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸）基本料 ２０００×４８．６×２．４ｍｍ 本 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005025008 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長２，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸）基本料 ２５００×４８．６×２．４ｍｍ 本 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005025010 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長３，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸）基本料 ３０００×４８．６×２．４ｍｍ 本 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005025012 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長３，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸）基本料 ３５００×４８．６×２．４ｍｍ 本 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005025014 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長４，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸）基本料 ４０００×４８．６×２．４ｍｍ 本 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005025016 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長４，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸）基本料 ４５００×４８．６×２．４ｍｍ 本 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005025018 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長５，０００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸）基本料 ５０００×４８．６×２．４ｍｍ 本 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005025020 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場パイプ 長５，５００ｍｍ×外径４８．６ｍｍ×肉厚２．４ｍｍ 足場パイプ（賃貸）基本料 ５５００×４８．６×２．４ｍｍ 本 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005035002 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 直交クランプ φ４８．６用 直交クランプ（賃貸）基本料 径４８．６ｍｍ用 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005035004 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 自在クランプ φ４８．６用 自在クランプ（賃貸）基本料 径４８．６ｍｍ用 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005035010 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 異径直交クランプ φ４８．６×φ４２．７用 異径直交クランプ（賃貸）基本料 径４８．６×４２．７ｍｍ用 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005035024 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 異径自在クランプ φ４８．６×φ４２．７用 異径自在クランプ（賃貸）基本料 径４８．６×４２．７ｍｍ用 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005035012 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 三連直交クランプ φ４８．６用 三連直交クランプ（賃貸）基本料 径４８．６ｍｍ用 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005035014 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 三連自在クランプ φ４８．６用 三連自在クランプ（賃貸）基本料 径４８．６ｍｍ用 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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鋼管足場部材賃貸料金 8005035026 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 強力サポート用クランプ 上柱管用　φ４８．６×φ８２．６ 強力用クランプ（賃貸）基本料 上柱管用　８２．６ｍｍ 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005035028 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 強力サポート用クランプ 下柱管用　φ４８．６×φ１１４．３ 強力用クランプ（賃貸）基本料 下柱管用　１１４．３ｍｍ 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005035030 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 パイプサポート用クランプ φ６０．５×φ４８．６ パイプ用クランプ（賃貸）基本料 径６０．５×４８．６ｍｍ 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005035020 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角丸クランプ 直交　□６０×φ４８．６ 角丸クランプ（賃貸）基本料 直交　□６０×径４８．６ｍｍ 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005035032 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角丸クランプ 自在　□６０×φ４８．６ 角丸クランプ（賃貸）基本料 自在　□６０×径４８．６ｍｍ 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005035022 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角角クランプ 直交　□６０ 角角クランプ（賃貸）基本料 直交　□６０ｍｍ 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005035034 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角角クランプ 自在　□６０ 角角クランプ（賃貸）基本料 自在　□６０ｍｍ 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005035016 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 Ｈ鋼クランプ Ｈ鋼クランプ（賃貸）基本料 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005035006 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 パイプジョイント パイプジョイント（賃貸）基本料 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005035008 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 固定ベース 固定ベース（賃貸）基本料 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011015002 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長１，０００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ　基本料 ６０×６０×２．３×１０００ 本 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011015004 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長１，５００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ　基本料 ６０×６０×２．３×１５００ 本 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011015006 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長２，０００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ　基本料 ６０×６０×２．３×２０００ 本 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011015008 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長２，５００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ　基本料 ６０×６０×２．３×２５００ 本 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011015010 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長３，０００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ　基本料 ６０×６０×２．３×３０００ 本 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011015012 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長３，５００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ　基本料 ６０×６０×２．３×３５００ 本 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011015014 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長４，０００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ　基本料 ６０×６０×２．３×４０００ 本 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011015016 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長５，０００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ　基本料 ６０×６０×２．３×５０００ 本 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）
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鋼管足場部材賃貸料金 8011015018 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ ６０ｍｍ×６０ｍｍ×肉厚２．３ｍｍ　長６，０００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ　基本料 ６０×６０×２．３×６０００ 本 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8011015020 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 角パイプ １００ｍｍ×１００ｍｍ×肉厚３．２ｍｍ　長４，０００ｍｍ バタ角（賃貸）角パイプ　基本料 １００×３．２×４０００ 本 821 ○ ○ 8011 型枠支保材（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005055002 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 つりチェーン（足場チェーン） 径６．０ｍｍ×長２，０００ｍｍ つりチェーン（賃貸）基本料 径６×Ｌ２０００ｍｍ 本 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005055004 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 つりチェーン（足場チェーン） 径６．０ｍｍ×長３，０００ｍｍ つりチェーン（賃貸）基本料 径６×Ｌ３０００ｍｍ 本 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005055010 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 つりチェーン（足場チェーン） 径６．０ｍｍ×長４，０００ｍｍ つりチェーン（賃貸）基本料 径６×Ｌ４０００ｍｍ 本 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005055012 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 つりチェーン（足場チェーン） 径６．０ｍｍ×長５，０００ｍｍ つりチェーン（賃貸）基本料 径６×Ｌ５０００ｍｍ 本 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005095010 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場ブラケット １，３００ｍｍ 足場ブラケット（賃貸）基本料 １３００ｍｍ 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005095012 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 足場ブラケット １，６００ｍｍ 足場ブラケット（賃貸）基本料 １６００ｍｍ 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005095014 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 伸縮ブラケット ２３０～３３０ｍｍ 伸縮ブラケット（賃貸）基本料 ２３０～３３０ｍｍ 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005095004 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 伸縮ブラケット ３３０～５１０ｍｍ 伸縮ブラケット（賃貸）基本料 ３３０～５１０ｍｍ 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005095006 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 伸縮ブラケット ５００～７５０ｍｍ 伸縮ブラケット（賃貸）基本料 ５００～７５０ｍｍ 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005095008 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 鋼管足場 伸縮ブラケット ７５０～１，０００ｍｍ 伸縮ブラケット（賃貸）基本料 ７５０～１０００ｍｍ 個 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005125002 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 特殊足場 セーフティＳＫパネル ６６０ｍｍ×２，０００ｍｍ 特殊足場（賃貸）セーフティＳＫ ６６０×２０００ｍｍ　基本料 枚 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005125004 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 特殊足場 セーフティＳＫパネル ６６０ｍｍ×３，０００ｍｍ 特殊足場（賃貸）セーフティＳＫ ６６０×３０００ｍｍ　基本料 枚 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

鋼管足場部材賃貸料金 8005125006 鋼管足場部材賃貸料金 基本料 特殊足場 セーフティＳＫパネル ６６０ｍｍ×３，８５０ｍｍ 特殊足場（賃貸）セーフティＳＫ ６６０×３８５０ｍｍ　基本料 枚 821 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130002 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ４２．７×長１，２００ｍｍ 支柱材 径４２．７×Ｌ１２００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130004 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ４２．７×長１，８００ｍｍ 支柱材 径４２．７×Ｌ１８００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130006 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ４２．７×長２，４００ｍｍ 支柱材 径４２．７×Ｌ２４００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130008 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ４８．６×長６００ｍｍ 支柱材 径４８．６×Ｌ６００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130010 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ４８．６×長９００ｍｍ 支柱材 径４８．６×Ｌ９００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130012 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ４８．６×長１，５００ｍｍ 支柱材 径４８．６×Ｌ１５００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130014 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ６０．５×長１，２００ｍｍ 支柱材 径６０．５×Ｌ１２００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130016 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ６０．５×長１，８００ｍｍ 支柱材 径６０．５×Ｌ１８００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130018 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 支柱材 φ６０．５×長２，４００ｍｍ 支柱材 径６０．５×Ｌ２４００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130070 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４２．７×長２０７ｍｍ 横継材 径４２．７×Ｌ２０７ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130072 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４２．７×長３１１ｍｍ 横継材 径４２．７×Ｌ３１１ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130074 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４２．７×長３７７ｍｍ 横継材 径４２．７×Ｌ３７７ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130076 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４２．７×長４９０ｍｍ 横継材 径４２．７×Ｌ４９０ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130020 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４２．７×長６２７ｍｍ 横継材 径４２．７×Ｌ６２７ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130022 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４２．７×長８５７ｍｍ 横継材 径４２．７×Ｌ８５７ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130024 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４２．７×長１，１７６ｍｍ 横継材 径４２．７×Ｌ１１７６ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130025 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４８．６×長１，４８１ｍｍ 横継材 径４８．６×Ｌ１４８１ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130026 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 横継材 φ４８．６×長１，７８６ｍｍ 横継材 径４８．６×Ｌ１７８６ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130028 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長１，３６０～１，５００ｍｍ ブレース材 調整長１３６０～１５００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130030 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長１，５１０～１，６５０ｍｍ ブレース材 調整長１５１０～１６５０ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130078 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長１，６５０～１，７９０ｍｍ ブレース材 調整長１６５０～１７９０ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

2937 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130080 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長１，７６０～１，９００ｍｍ ブレース材 調整長１７６０～１９００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130082 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長１，８３０～１，９７０ｍｍ ブレース材 調整長１８３０～１９７０ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130084 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長１，９６０～２，１００ｍｍ ブレース材 調整長１９６０～２１００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130032 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長２，０６０～２，２００ｍｍ ブレース材 調整長２０６０～２２００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130033 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長２，１４０～２，２９０ｍｍ ブレース材 調整長２１４０～２２９０ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130034 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ブレース材 調整長２，３１０～２，４５０ｍｍ ブレース材 調整長２３１０～２４５０ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130036 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 根がらみ用カラー材 φ４８．６×長３４０ｍｍ 根がらみ用カラー材 径４８．６×Ｌ３４０ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130038 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 根がらみ用カラー材 φ６０．５×長３４０ｍｍ 根がらみ用カラー材 径６０．５×Ｌ３４０ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130040 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ベース φ４２．７×高１０６ｍｍ ベース 径４２．７×Ｈ１０６ｍｍ 個・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130042 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ベース φ５４．０×高１０６ｍｍ ベース 径５４．０×Ｈ１０６ｍｍ 個・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130043 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 調整用カラー材 φ４８．６×長１００ｍｍ 調整用カラー材 径４８．６×Ｌ１００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130044 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 調整用カラー材 φ４８．６×長１５０ｍｍ 調整用カラー材 径４８．６×Ｌ１５０ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130046 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 調整用カラー材 φ６０．５×長１５０ｍｍ 調整用カラー材 径６０．５×Ｌ１５０ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130048 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ジョイントピン φ４１．３×長２４０ｍｍ ジョイントピン 径４１．３×Ｌ２４０ｍｍ 個・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130050 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ジョイントピン φ５４．０×長２４０ｍｍ ジョイントピン 径５４．０×Ｌ２４０ｍｍ 個・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130052 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 固定ピン φ１２　φ４２．７　４８．６用 固定ピン 径１２×径４２．７　４８．６用 個・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130054 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 固定ピン φ１２　φ６０．５用 固定ピン 径１２×径６０．５ｍｍ用 個・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130056 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 大引受ジャッキ 調整長６７～３５０ｍｍ 大引受ジャッキ 調整長６７～３５０ｍｍ 個・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130058 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 ジャッキベース 調整長４５～３４５ｍｍ ジャッキベース 調整長４５～３４５ｍｍ 個・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130059 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用大引材 幅６０ｍｍ×高２００ｍｍ×長９００ｍｍ 専用大引材 ６０×２００×９００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130060 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用大引材 幅６０ｍｍ×高２００ｍｍ×長１，２００ｍｍ 専用大引材 ６０×２００×１２００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130062 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用大引材 幅６０ｍｍ×高２００ｍｍ×長１，５００ｍｍ 専用大引材 ６０×２００×１５００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130063 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用大引材 幅６０ｍｍ×高２００ｍｍ×長２，４００ｍｍ 専用大引材 ６０×２００×２４００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130064 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用大引材 幅６０ｍｍ×高２００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 専用大引材 ６０×２００×４０００ｍｍ 本・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130066 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用クランプ φ４８．６×φ４８．６　自在 専用クランプ 径４８．６×径４８．６　自在 個・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130118 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用クランプ φ４８．６×φ６０．５　自在 専用クランプ 径４８．６×径６０．５　自在 個・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130086 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用踏板 幅５００ｍｍ×長９００ｍｍ 専用踏板 ５００×Ｌ９００ｍｍ 枚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130088 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用踏板 幅３５０ｍｍ×長１，２００ｍｍ 専用踏板 ３５０×Ｌ１２００ｍｍ 枚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130090 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用踏板 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ 専用踏板 ５００×Ｌ１２００ｍｍ 枚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130093 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用踏板 幅３５０ｍｍ×長１，８００ｍｍ 専用踏板 ３５０×Ｌ１８００ｍｍ 枚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130094 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用踏板 幅５００ｍｍ×長１，８００ｍｍ 専用踏板 ５００×Ｌ１８００ｍｍ 枚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130096 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用階段 幅６２０ｍｍ×１，８００ｍｍ×１，８００ｍｍ用 専用階段 Ｗ６２０×１８００×１８００用 個・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130098 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 階段手摺 専用階段用 階段手摺 専用階段用 個・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130100 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用巾木 高２００ｍｍ×長９００ｍｍ 専用巾木 Ｈ２００×Ｌ９００ｍｍ 枚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130102 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用巾木 高２００ｍｍ×長１，２００ｍｍ 専用巾木 Ｈ２００×Ｌ１２００ｍｍ 枚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130104 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 専用巾木 高２００ｍｍ×長１，８００ｍｍ 専用巾木 Ｈ２００×Ｌ１８００ｍｍ 枚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130106 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 行き止まり手摺枠 高９００ｍｍ×長１，２００ｍｍ 行き止まり手摺枠 Ｈ９００×Ｌ１２００ｍｍ 枚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130108 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 行き止まり手摺枠 高９００ｍｍ×長１，５００ｍｍ 行き止まり手摺枠 Ｈ９００×Ｌ１５００ｍｍ 枚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130110 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 階段開口部用手摺枠 階段開口部用手摺枠 階段開口部用手摺枠 個・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130112 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 手摺専用枠 高６７０ｍｍ×長９００ｍｍ 手摺専用枠 Ｈ６７０×Ｌ９００ｍｍ 枚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130114 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 手摺専用枠 高６７０ｍｍ×長１，２００ｍｍ 手摺専用枠 Ｈ６７０×Ｌ１２００ｍｍ 枚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005130116 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 賃貸料 手摺専用枠 高６７０ｍｍ×長１，８００ｍｍ 手摺専用枠 Ｈ６７０×Ｌ１８００ｍｍ 枚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135002 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ４２．７×長１，２００ｍｍ 支柱材　基本料 径４２．７×Ｌ１２００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135004 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ４２．７×長１，８００ｍｍ 支柱材　基本料 径４２．７×Ｌ１８００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135006 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ４２．７×長２，４００ｍｍ 支柱材　基本料 径４２．７×Ｌ２４００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135008 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ４８．６×長６００ｍｍ 支柱材　基本料 径４８．６×Ｌ６００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135010 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ４８．６×長９００ｍｍ 支柱材　基本料 径４８．６×Ｌ９００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135012 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ４８．６×長１，５００ｍｍ 支柱材　基本料 径４８．６×Ｌ１５００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135014 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ６０．５×長１，２００ｍｍ 支柱材　基本料 径６０．５×Ｌ１２００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135016 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ６０．５×長１，８００ｍｍ 支柱材　基本料 径６０．５×Ｌ１８００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135018 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 支柱材 φ６０．５×長２，４００ｍｍ 支柱材　基本料 径６０．５×Ｌ２４００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135070 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４２．７×長２０７ｍｍ 横継材　基本料 径４２．７×Ｌ２０７ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135072 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４２．７×長３１１ｍｍ 横継材　基本料 径４２．７×Ｌ３１１ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135074 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４２．７×長３７７ｍｍ 横継材　基本料 径４２．７×Ｌ３７７ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135076 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４２．７×長４９０ｍｍ 横継材　基本料 径４２．７×Ｌ４９０ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135020 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４２．７×長６２７ｍｍ 横継材　基本料 径４２．７×Ｌ６２７ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135022 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４２．７×長８５７ｍｍ 横継材　基本料 径４２．７×Ｌ８５７ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135024 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４２．７×長１，１７６ｍｍ 横継材　基本料 径４２．７×Ｌ１１７６ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135025 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４８．６×長１，４８１ｍｍ 横継材　基本料 径４８．６×Ｌ１４８１ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135026 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 横継材 φ４８．６×長１，７８６ｍｍ 横継材　基本料 径４８．６×Ｌ１７８６ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135028 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長１，３６０～１，５００ｍｍ ブレース材　基本料 調整長１３６０～１５００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135030 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長１，５１０～１，６５０ｍｍ ブレース材　基本料 調整長１５１０～１６５０ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135078 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長１，６５０～１，７９０ｍｍ ブレース材　基本料 調整長１６５０～１７９０ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135080 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長１，７６０～１，９００ｍｍ ブレース材　基本料 調整長１７６０～１９００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135082 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長１，８３０～１，９７０ｍｍ ブレース材　基本料 調整長１８３０～１９７０ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135084 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長１，９６０～２，１００ｍｍ ブレース材　基本料 調整長１９６０～２１００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135032 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長２，０６０～２，２００ｍｍ ブレース材　基本料 調整長２０６０～２２００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135033 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長２，１４０～２，２９０ｍｍ ブレース材　基本料 調整長２１４０～２２９０ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135034 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ブレース材 調整長２，３１０～２，４５０ｍｍ ブレース材　基本料 調整長２３１０～２４５０ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135036 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 根がらみ用カラー材 φ４８．６×長３４０ｍｍ 根がらみ用カラー材　基本料 径４８．６×Ｌ３４０ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135038 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 根がらみ用カラー材 φ６０．５×長３４０ｍｍ 根がらみ用カラー材　基本料 径６０．５×Ｌ３４０ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135040 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ベース φ４２．７×高１０６ｍｍ ベース　基本料 径４２．７×Ｈ１０６ｍｍ 個 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135042 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ベース φ５４．０×高１０６ｍｍ ベース　基本料 径５４．０×Ｈ１０６ｍｍ 個 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135043 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 調整用カラー材 φ４８．６×長１００ｍｍ 調整用カラー材　基本料 径４８．６×Ｌ１００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135044 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 調整用カラー材 φ４８．６×長１５０ｍｍ 調整用カラー材　基本料 径４８．６×Ｌ１５０ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135046 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 調整用カラー材 φ６０．５×長１５０ｍｍ 調整用カラー材　基本料 径６０．５×Ｌ１５０ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135048 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ジョイントピン φ４１．３×長２４０ｍｍ ジョイントピン　基本料 径４１．３×Ｌ２４０ｍｍ 個 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135050 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ジョイントピン φ５４．０×長２４０ｍｍ ジョイントピン　基本料 径５４．０×Ｌ２４０ｍｍ 個 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135052 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 固定ピン φ１２　φ４２．７　４８．６用 固定ピン　基本料 径１２×径４２．７　４８．６用 個 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135054 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 固定ピン φ１２　φ６０．５用 固定ピン　基本料 径１２×径６０．５ｍｍ用 個 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135056 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 大引受ジャッキ 調整長６７～３５０ｍｍ 大引受ジャッキ　基本料 調整長６７～３５０ｍｍ 個 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135058 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 ジャッキベース 調整長４５～３４５ｍｍ ジャッキベース　基本料 調整長４５～３４５ｍｍ 個 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135059 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用大引材 幅６０ｍｍ×高２００ｍｍ×長９００ｍｍ 専用大引材　基本料 ６０×２００×９００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135060 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用大引材 幅６０ｍｍ×高２００ｍｍ×長１，２００ｍｍ 専用大引材　基本料 ６０×２００×１２００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135062 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用大引材 幅６０ｍｍ×高２００ｍｍ×長１，５００ｍｍ 専用大引材　基本料 ６０×２００×１５００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135063 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用大引材 幅６０ｍｍ×高２００ｍｍ×長２，４００ｍｍ 専用大引材　基本料 ６０×２００×２４００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135064 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用大引材 幅６０ｍｍ×高２００ｍｍ×長４，０００ｍｍ 専用大引材　基本料 ６０×２００×４０００ｍｍ 本 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135066 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用クランプ φ４８．６×φ４８．６　自在 専用クランプ　基本料 径４８．６×径４８．６　自在 個 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135118 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用クランプ φ４８．６×φ６０．５　自在 専用クランプ　基本料 径４８．６×径６０．５　自在 個 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135086 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用踏板 幅５００ｍｍ×長９００ｍｍ 専用踏板　基本料 ５００×Ｌ９００ｍｍ 枚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135088 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用踏板 幅３５０ｍｍ×長１，２００ｍｍ 専用踏板　基本料 ３５０×Ｌ１２００ｍｍ 枚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135090 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用踏板 幅５００ｍｍ×長１，２００ｍｍ 専用踏板　基本料 ５００×Ｌ１２００ｍｍ 枚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135093 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用踏板 幅３５０ｍｍ×長１，８００ｍｍ 専用踏板　基本料 ３５０×Ｌ１８００ｍｍ 枚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135094 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用踏板 幅５００ｍｍ×長１，８００ｍｍ 専用踏板　基本料 ５００×Ｌ１８００ｍｍ 枚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135096 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用階段 幅６２０ｍｍ×１，８００ｍｍ×１，８００ｍｍ用 専用階段　基本料 Ｗ６２０×１８００×１８００用 個 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135098 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 階段手摺 専用階段用 階段手摺　基本料 専用階段用 個 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135100 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用巾木 高２００ｍｍ×長９００ｍｍ 専用巾木　基本料 Ｈ２００×Ｌ９００ｍｍ 枚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135102 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用巾木 高２００ｍｍ×長１，２００ｍｍ 専用巾木　基本料 Ｈ２００×Ｌ１２００ｍｍ 枚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135104 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 専用巾木 高２００ｍｍ×長１，８００ｍｍ 専用巾木　基本料 Ｈ２００×Ｌ１８００ｍｍ 枚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135106 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 行き止まり手摺枠 高９００ｍｍ×長１，２００ｍｍ 行き止まり手摺枠　基本料 Ｈ９００×Ｌ１２００ｍｍ 枚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135108 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 行き止まり手摺枠 高９００ｍｍ×長１，５００ｍｍ 行き止まり手摺枠　基本料 Ｈ９００×Ｌ１５００ｍｍ 枚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135110 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 階段開口部用手摺枠 階段開口部用手摺枠　基本料 階段開口部用手摺枠 個 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135112 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 手摺専用枠 高６７０ｍｍ×長９００ｍｍ 手摺専用枠　基本料 Ｈ６７０×Ｌ９００ｍｍ 枚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135114 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 手摺専用枠 高６７０ｍｍ×長１，２００ｍｍ 手摺専用枠　基本料 Ｈ６７０×Ｌ１２００ｍｍ 枚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 8005135116 クサビ緊結式システム支保部材賃貸料金 基本料 手摺専用枠 高６７０ｍｍ×長１，８００ｍｍ 手摺専用枠　基本料 Ｈ６７０×Ｌ１８００ｍｍ 枚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005080020 足場資材賃貸料金 脚立 鋼製脚立 賃貸料 ８６０ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸） 鋼製　Ｈ８６０ｍｍ　踏板付き 脚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005080022 足場資材賃貸料金 脚立 鋼製脚立 賃貸料 １，１６０ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸） 鋼製　Ｈ１１６０ｍｍ　踏板付き 脚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005080024 足場資材賃貸料金 脚立 鋼製脚立 賃貸料 １，３３０ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸） 鋼製　Ｈ１３３０ｍｍ　踏板付き 脚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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足場資材賃貸料金 8005080026 足場資材賃貸料金 脚立 鋼製脚立 賃貸料 １，７３５ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸） 鋼製　Ｈ１７３５ｍｍ　踏板付き 脚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005080028 足場資材賃貸料金 脚立 鋼製脚立 賃貸料 ２，１６０ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸） 鋼製　Ｈ２１６０ｍｍ　踏板付き 脚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005080018 足場資材賃貸料金 脚立 アルミ製脚立 賃貸料 ９０２ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸） アルミ製　Ｈ９０２　踏板付き 脚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005080016 足場資材賃貸料金 脚立 アルミ製脚立 賃貸料 １，２０２ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸） アルミ製　Ｈ１２０２　踏板付き 脚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005080014 足場資材賃貸料金 脚立 アルミ製脚立 賃貸料 １，８０４ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸） アルミ製　Ｈ１８０４　踏板付き 脚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005080012 足場資材賃貸料金 脚立 アルミ製脚立 賃貸料 ２，７０６ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸） アルミ製　Ｈ２７０６　踏板付き 脚・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8021430004 足場資材賃貸料金 ゴンドラ チェアタイプ 賃貸料 積載荷重　１００ｋｇ ゴンドラ（賃貸） チェアタイプ　荷重１００ｋｇ 台・日 822 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

足場資材賃貸料金 8021430002 足場資材賃貸料金 ゴンドラ デッキタイプ 賃貸料 積載荷重　３００ｋｇ ゴンドラ（賃貸） デッキタイプ　荷重３００ｋｇ 台・日 822 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

足場資材賃貸料金 8005110002 足場資材賃貸料金 鉄骨つり足場 ハイステージ 賃貸料 幅１，７３０ｍｍ×高９５０ｍｍ つり足場（賃貸）　ハイステージ １７３０×９５０ 台・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005110012 足場資材賃貸料金 鉄骨つり足場 ビームステージ 賃貸料 幅１，５００ｍｍ×高９００ｍｍ つり足場（賃貸）ビームステージ １５００×９００ 台・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005110004 足場資材賃貸料金 鉄骨つり足場 クロスハンガー 賃貸料 幅１，５４３ｍｍ×高９５７．５ｍｍ つり足場（賃貸）クロスハンガー １５４３×９５７．５ 台・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005110010 足場資材賃貸料金 鉄骨つり足場 パイハンガー 賃貸料 幅１，５００ｍｍ×高９８０ｍｍ つり足場（賃貸）　パイハンガー １５００×９８０ 台・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005110008 足場資材賃貸料金 鉄骨つり足場 ＮＳトビック 賃貸料 幅７６０ｍｍ×高１，４３０ｍｍ つり足場（賃貸）　ＮＳトビック ７６０×１４３０ 台・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005040016 足場資材賃貸料金 ローリングタワー １段型（車輪付き） 賃貸料 高１，８００ｍｍ ローリングタワー（賃貸） １段型　Ｈ１８００ｍｍ 基・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005040018 足場資材賃貸料金 ローリングタワー ２段型（車輪付き） 賃貸料 高３，３００ｍｍ ローリングタワー（賃貸） ２段型　Ｈ３３００ｍｍ 基・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005040020 足場資材賃貸料金 ローリングタワー ３段型（車輪付き） 賃貸料 高４，９００ｍｍ ローリングタワー（賃貸） ３段型　Ｈ４９００ｍｍ 基・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005040022 足場資材賃貸料金 ローリングタワー ４段型（車輪付き） 賃貸料 高６，４００ｍｍ ローリングタワー（賃貸） ４段型　Ｈ６４００ｍｍ 基・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005040024 足場資材賃貸料金 ローリングタワー ５段型（車輪付き） 賃貸料 高８，０００ｍｍ ローリングタワー（賃貸） ５段型　Ｈ８０００ｍｍ 基・日 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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足場資材賃貸料金 8005085020 足場資材賃貸料金 脚立 鋼製脚立 基本料 ８６０ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸）基本料 鋼製　Ｈ８６０ｍｍ　踏板付き 脚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005085022 足場資材賃貸料金 脚立 鋼製脚立 基本料 １，１６０ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸）基本料 鋼製　Ｈ１１６０ｍｍ　踏板付き 脚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005085024 足場資材賃貸料金 脚立 鋼製脚立 基本料 １，３３０ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸）基本料 鋼製　Ｈ１３３０ｍｍ　踏板付き 脚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005085026 足場資材賃貸料金 脚立 鋼製脚立 基本料 １，７３５ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸）基本料 鋼製　Ｈ１７３５ｍｍ　踏板付き 脚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005085028 足場資材賃貸料金 脚立 鋼製脚立 基本料 ２，１６０ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸）基本料 鋼製　Ｈ２１６０ｍｍ　踏板付き 脚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005085018 足場資材賃貸料金 脚立 アルミ製脚立 基本料 ９０２ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸）基本料 アルミ製　Ｈ９０２　踏板付き 脚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005085016 足場資材賃貸料金 脚立 アルミ製脚立 基本料 １，２０２ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸）基本料 アルミ製　Ｈ１２０２　踏板付き 脚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005085014 足場資材賃貸料金 脚立 アルミ製脚立 基本料 １，８０４ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸）基本料 アルミ製　Ｈ１８０４　踏板付き 脚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005085012 足場資材賃貸料金 脚立 アルミ製脚立 基本料 ２，７０６ｍｍ　踏板付き 脚立（賃貸）基本料 アルミ製　Ｈ２７０６　踏板付き 脚 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8021435004 足場資材賃貸料金 ゴンドラ チェアタイプ 基本料 積載荷重　１００ｋｇ ゴンドラ（賃貸）　基本料 チェアタイプ　荷重１００ｋｇ 台 822 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

足場資材賃貸料金 8021435002 足場資材賃貸料金 ゴンドラ デッキタイプ 基本料 積載荷重　３００ｋｇ ゴンドラ（賃貸）　基本料 デッキタイプ　荷重３００ｋｇ 台 822 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

足場資材賃貸料金 8005115002 足場資材賃貸料金 鉄骨つり足場 ハイステージ 基本料 幅１，７３０ｍｍ×高９５０ｍｍ つり足場（賃貸）　ハイステージ １７３０×９５０　基本料 台 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005115012 足場資材賃貸料金 鉄骨つり足場 ビームステージ 基本料 幅１，５００ｍｍ×高９００ｍｍ つり足場（賃貸）ビームステージ １５００×９００　基本料 台 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005115004 足場資材賃貸料金 鉄骨つり足場 クロスハンガー 基本料 幅１，５４３ｍｍ×高９５７．５ｍｍ つり足場（賃貸）クロスハンガー １５４３×９５７．５　基本料 台 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005115010 足場資材賃貸料金 鉄骨つり足場 パイハンガー 基本料 幅１，５００ｍｍ×高９８０ｍｍ つり足場（賃貸）　パイハンガー １５００×９８０　基本料 台 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005115008 足場資材賃貸料金 鉄骨つり足場 ＮＳトビック 基本料 幅７６０ｍｍ×高１，４３０ｍｍ つり足場（賃貸）　ＮＳトビック ７６０×１４３０　基本料 台 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005045016 足場資材賃貸料金 ローリングタワー １段型（車輪付き） 基本料 高１，８００ｍｍ ローリングタワー（賃貸）基本料 １段型　Ｈ１８００ｍｍ 基 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005045018 足場資材賃貸料金 ローリングタワー ２段型（車輪付き） 基本料 高３，３００ｍｍ ローリングタワー（賃貸）基本料 ２段型　Ｈ３３００ｍｍ 基 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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足場資材賃貸料金 8005045020 足場資材賃貸料金 ローリングタワー ３段型（車輪付き） 基本料 高４，９００ｍｍ ローリングタワー（賃貸）基本料 ３段型　Ｈ４９００ｍｍ 基 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005045022 足場資材賃貸料金 ローリングタワー ４段型（車輪付き） 基本料 高６，４００ｍｍ ローリングタワー（賃貸）基本料 ４段型　Ｈ６４００ｍｍ 基 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

足場資材賃貸料金 8005045024 足場資材賃貸料金 ローリングタワー ５段型（車輪付き） 基本料 高８，０００ｍｍ ローリングタワー（賃貸）基本料 ５段型　Ｈ８０００ｍｍ 基 822 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005060030 パイプサポート賃貸料金 賃貸料 パイプサポート 調節長９１０～１，５２０ｍｍ パイプサポート（賃貸） 調節長９１０～１５２０ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005060032 パイプサポート賃貸料金 賃貸料 パイプサポート 調節長１，２０６～２，０８３ｍｍ パイプサポート（賃貸） 調節長１２０６～２０８３ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005060034 パイプサポート賃貸料金 賃貸料 パイプサポート 調節長１，７１８～３，０８０ｍｍ パイプサポート（賃貸） 調節長１７１８～３０８０ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005060036 パイプサポート賃貸料金 賃貸料 パイプサポート 調節長２，１２１～３，４８６ｍｍ パイプサポート（賃貸） 調節長２１２１～３４８６ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005060038 パイプサポート賃貸料金 賃貸料 パイプサポート 調節長２，５７６～３，９４１ｍｍ パイプサポート（賃貸） 調節長２５７６～３９４１ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005060014 パイプサポート賃貸料金 賃貸料 補助サポート 調節長１，２００ｍｍ 補助サポート（賃貸） 調節長１２００ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005060012 パイプサポート賃貸料金 賃貸料 補助サポート 調節長１，５００ｍｍ 補助サポート（賃貸） 調節長１５００ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005060040 パイプサポート賃貸料金 賃貸料 強力サポート 調節長１，８１５～２，４７０ｍｍ 強力サポート（賃貸） 調節長１８１５～２４７０ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005060042 パイプサポート賃貸料金 賃貸料 強力サポート 調節長１，８６５～３，２７０ｍｍ 強力サポート（賃貸） 調節長１８６５～３２７０ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005060044 パイプサポート賃貸料金 賃貸料 強力サポート 調節長２，６６５～４，０７０ｍｍ 強力サポート（賃貸） 調節長２６６５～４０７０ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005060046 パイプサポート賃貸料金 賃貸料 強力サポート 調節長３，６６５～５，０７０ｍｍ 強力サポート（賃貸） 調節長３６６５～５０７０ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005065030 パイプサポート賃貸料金 基本料 パイプサポート 調節長９１０～１，５２０ｍｍ パイプサポート（賃貸）基本料 調節長９１０～１５２０ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005065032 パイプサポート賃貸料金 基本料 パイプサポート 調節長１，２０６～２，０８３ｍｍ パイプサポート（賃貸）基本料 調節長１２０６～２０８３ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005065034 パイプサポート賃貸料金 基本料 パイプサポート 調節長１，７１８～３，０８０ｍｍ パイプサポート（賃貸）基本料 調節長１７１８～３０８０ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005065036 パイプサポート賃貸料金 基本料 パイプサポート 調節長２，１２１～３，４８６ｍｍ パイプサポート（賃貸）基本料 調節長２１２１～３４８６ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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パイプサポート賃貸料金 8005065038 パイプサポート賃貸料金 基本料 パイプサポート 調節長２，５７６～３，９４１ｍｍ パイプサポート（賃貸）基本料 調節長２５７６～３９４１ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005065014 パイプサポート賃貸料金 基本料 補助サポート 調節長１，２００ｍｍ 補助サポート（賃貸）基本料 調節長１２００ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005065012 パイプサポート賃貸料金 基本料 補助サポート 調節長１，５００ｍｍ 補助サポート（賃貸）基本料 調節長１５００ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005065040 パイプサポート賃貸料金 基本料 強力サポート 調節長１，８１５～２，４７０ｍｍ 強力サポート（賃貸）基本料 調節長１８１５～２４７０ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005065042 パイプサポート賃貸料金 基本料 強力サポート 調節長１，８６５～３，２７０ｍｍ 強力サポート（賃貸）基本料 調節長１８６５～３２７０ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005065044 パイプサポート賃貸料金 基本料 強力サポート 調節長２，６６５～４，０７０ｍｍ 強力サポート（賃貸）基本料 調節長２６６５～４０７０ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

パイプサポート賃貸料金 8005065046 パイプサポート賃貸料金 基本料 強力サポート 調節長３，６６５～５，０７０ｍｍ 強力サポート（賃貸）基本料 調節長３６６５～５０７０ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005100008 四角支柱賃貸料金 賃貸料 ユニット柱 ３００ｍｍ×１，２５０ｍｍ 四角支柱（賃貸）　ユニット柱 ３００×１２５０ｍｍ 台・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005100006 四角支柱賃貸料金 賃貸料 ユニット柱 ３００ｍｍ×２，０００ｍｍ 四角支柱（賃貸）　ユニット柱 ３００×２０００ｍｍ 台・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005100004 四角支柱賃貸料金 賃貸料 ユニット柱 ３００ｍｍ×２，２５０ｍｍ 四角支柱（賃貸）　ユニット柱 ３００×２２５０ｍｍ 台・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005100002 四角支柱賃貸料金 賃貸料 ユニット柱 ３００ｍｍ×３，０００ｍｍ 四角支柱（賃貸）　ユニット柱 ３００×３０００ｍｍ 台・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005100030 四角支柱賃貸料金 賃貸料 ユニット柱頭部ジャッキ ２８０～５８０ｍｍ 四角支柱（賃貸）　頭部ジャッキ ２８０～５８０ｍｍ 台・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005100036 四角支柱賃貸料金 賃貸料 Ｕ字型金具 １８０ｍｍ×３０５ｍｍ 四角支柱（賃貸）　Ｕ字型金具 １８０×３０５ｍｍ 台・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005100038 四角支柱賃貸料金 賃貸料 ジャッキ 調節長２８０～５８０ｍｍ 四角支柱（賃貸）　ジャッキ 調節長２８０～５８０ｍｍ 台・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005100040 四角支柱賃貸料金 賃貸料 四角支柱用ベース ２５８ｍｍ×３００ｍｍ 四角支柱（賃貸）　ベース ２５８×３００ｍｍ 台・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005100034 四角支柱賃貸料金 賃貸料 大引受 １５０ｍｍ×２３１ｍｍ 四角支柱（賃貸）　大引受 １５０×２３１ｍｍ 台・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005105008 四角支柱賃貸料金 基本料 ユニット柱 ３００ｍｍ×１，２５０ｍｍ 四角支柱（賃貸）　ユニット柱 ３００×１２５０ｍｍ　基本料 台 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005105006 四角支柱賃貸料金 基本料 ユニット柱 ３００ｍｍ×２，０００ｍｍ 四角支柱（賃貸）　ユニット柱 ３００×２０００ｍｍ　基本料 台 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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四角支柱賃貸料金 8005105004 四角支柱賃貸料金 基本料 ユニット柱 ３００ｍｍ×２，２５０ｍｍ 四角支柱（賃貸）　ユニット柱 ３００×２２５０ｍｍ　基本料 台 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005105002 四角支柱賃貸料金 基本料 ユニット柱 ３００ｍｍ×３，０００ｍｍ 四角支柱（賃貸）　ユニット柱 ３００×３０００ｍｍ　基本料 台 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005105030 四角支柱賃貸料金 基本料 ユニット柱頭部ジャッキ ２８０～５８０ｍｍ 四角支柱（賃貸）　頭部ジャッキ ２８０～５８０ｍｍ　基本料 台 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005105036 四角支柱賃貸料金 基本料 Ｕ字型金具 １８０ｍｍ×３０５ｍｍ 四角支柱（賃貸）　Ｕ字型金具 １８０×３０５ｍｍ　基本料 台 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005105038 四角支柱賃貸料金 基本料 ジャッキ 調節長２８０～５８０ｍｍ 四角支柱（賃貸）　ジャッキ 調節長２８０～５８０ｍｍ基本料 台 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005105040 四角支柱賃貸料金 基本料 四角支柱用ベース ２５８ｍｍ×３００ｍｍ 四角支柱（賃貸）　ベース ２５８×３００ｍｍ　基本料 台 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

四角支柱賃貸料金 8005105034 四角支柱賃貸料金 基本料 大引受 １５０ｍｍ×２３１ｍｍ 四角支柱（賃貸）　大引受 １５０×２３１ｍｍ　基本料 台 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005070002 支保ばり賃貸料金 賃貸料 ペコビーム（外） １，８５９ｍｍ×２６３ｍｍ ペコビーム（外）（賃貸） １８５９×２６３ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005070004 支保ばり賃貸料金 賃貸料 ペコビーム（外） ２，３５１ｍｍ×２６３ｍｍ ペコビーム（外）（賃貸） ２３５１×２６３ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005070006 支保ばり賃貸料金 賃貸料 ペコビーム（外） ２，９９１ｍｍ×２６３ｍｍ ペコビーム（外）（賃貸） ２９９１×２６３ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005070008 支保ばり賃貸料金 賃貸料 ペコビーム（内） １，４４４ｍｍ×２３５ｍｍ ペコビーム（内）（賃貸） １４４４×２３５ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005070010 支保ばり賃貸料金 賃貸料 ペコビーム（内） ２，８７４ｍｍ×２３５ｍｍ ペコビーム（内）（賃貸） ２８７４×２３５ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005070020 支保ばり賃貸料金 賃貸料 ハンガー 内ビーム用 ハンガー（賃貸） 内ビーム用 個・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005070022 支保ばり賃貸料金 賃貸料 ハンガー 外ビーム用 ハンガー（賃貸） 外ビーム用 個・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005070012 支保ばり賃貸料金 賃貸料 ビティビーム（外） １，６００ｍｍ×２２０ｍｍ ビティビーム（外）（賃貸） １６００×２２０ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005070014 支保ばり賃貸料金 賃貸料 ビティビーム（外） ２，７００ｍｍ×２２０ｍｍ ビティビーム（外）（賃貸） ２７００×２２０ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005070016 支保ばり賃貸料金 賃貸料 ビティビーム（内） １，６００ｍｍ×１９４ｍｍ ビティビーム（内）（賃貸） １６００×１９４ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005070018 支保ばり賃貸料金 賃貸料 ビティビーム（内） ２，２００ｍｍ×１９４ｍｍ ビティビーム（内）（賃貸） ２２００×１９４ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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支保ばり賃貸料金 8005070040 支保ばり賃貸料金 賃貸料 ホリービームＳＸ 調節長１，４００～２，２００ｍｍ ホリービームＳＸ（賃貸） 調節長１４００～２２００ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005070042 支保ばり賃貸料金 賃貸料 ホリービームＳＸ 調節長２，２００～３，８００ｍｍ ホリービームＳＸ（賃貸） 調節長２２００～３８００ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005070046 支保ばり賃貸料金 賃貸料 ホリービームＳＸ 調節長２，９００～４，５００ｍｍ ホリービームＳＸ（賃貸） 調節長２９００～４５００ｍｍ 本・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005070048 支保ばり賃貸料金 賃貸料 シングルハンガー シングルハンガー（賃貸） １日当たり 個・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005070050 支保ばり賃貸料金 賃貸料 ダブルハンガー ダブルハンガー（賃貸） １日当たり 個・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005070052 支保ばり賃貸料金 賃貸料 ＳＸ用アタッチメント ＳＸ用アタッチメント（賃貸） １日当たり 個・日 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005075002 支保ばり賃貸料金 基本料 ペコビーム（外） １，８５９ｍｍ×２６３ｍｍ ペコビーム（外）（賃貸）基本料 １８５９×２６３ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005075004 支保ばり賃貸料金 基本料 ペコビーム（外） ２，３５１ｍｍ×２６３ｍｍ ペコビーム（外）（賃貸）基本料 ２３５１×２６３ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005075006 支保ばり賃貸料金 基本料 ペコビーム（外） ２，９９１ｍｍ×２６３ｍｍ ペコビーム（外）（賃貸）基本料 ２９９１×２６３ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005075008 支保ばり賃貸料金 基本料 ペコビーム（内） １，４４４ｍｍ×２３５ｍｍ ペコビーム（内）（賃貸）基本料 １４４４×２３５ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005075010 支保ばり賃貸料金 基本料 ペコビーム（内） ２，８７４ｍｍ×２３５ｍｍ ペコビーム（内）（賃貸）基本料 ２８７４×２３５ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005075020 支保ばり賃貸料金 基本料 ハンガー 内ビーム用 ハンガー（賃貸）　基本料 内ビーム用 個 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005075022 支保ばり賃貸料金 基本料 ハンガー 外ビーム用 ハンガー（賃貸）　基本料 外ビーム用 個 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005075012 支保ばり賃貸料金 基本料 ビティビーム（外） １，６００ｍｍ×２２０ｍｍ ビティビーム（外）賃貸　基本料 １６００×２２０ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005075014 支保ばり賃貸料金 基本料 ビティビーム（外） ２，７００ｍｍ×２２０ｍｍ ビティビーム（外）賃貸　基本料 ２７００×２２０ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005075016 支保ばり賃貸料金 基本料 ビティビーム（内） １，６００ｍｍ×１９４ｍｍ ビティビーム（内）賃貸　基本料 １６００×１９４ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005075018 支保ばり賃貸料金 基本料 ビティビーム（内） ２，２００ｍｍ×１９４ｍｍ ビティビーム（内）賃貸　基本料 ２２００×１９４ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005075040 支保ばり賃貸料金 基本料 ホリービームＳＸ 調節長１，４００～２，２００ｍｍ ホリービームＳＸ（賃貸）基本料 調節長１４００～２２００ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）
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支保ばり賃貸料金 8005075042 支保ばり賃貸料金 基本料 ホリービームＳＸ 調節長２，２００～３，８００ｍｍ ホリービームＳＸ（賃貸）基本料 調節長２２００～３８００ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005075046 支保ばり賃貸料金 基本料 ホリービームＳＸ 調節長２，９００～４，５００ｍｍ ホリービームＳＸ（賃貸）基本料 調節長２９００～４５００ｍｍ 本 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005075048 支保ばり賃貸料金 基本料 シングルハンガー シングルハンガー（賃貸） 基本料 個 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005075050 支保ばり賃貸料金 基本料 ダブルハンガー ダブルハンガー（賃貸） 基本料 個 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

支保ばり賃貸料金 8005075052 支保ばり賃貸料金 基本料 ＳＸ用アタッチメント ＳＸアタッチメント（賃貸） 基本料 個 823 ○ ○ 8005 仮設用足場（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015050002 防護部材賃貸料金 賃貸料 建築工事用シートＪＩＳ１類 幅１．８ｍ×長５．１ｍ×厚０．４ｍｍ 建築工事用シート（賃貸） １類　１．８ｍ×０．４ｍｍ 枚・日 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015050004 防護部材賃貸料金 賃貸料 建築工事用シートＪＩＳ２類 幅１．８ｍ×長５．１ｍ×厚０．３２ｍｍ 建築工事用シート（賃貸） ２類　１．８ｍ×０．３２ｍｍ 枚・日 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015020010
防護部材賃貸料金 賃貸料 メッシュシートＪＩＳ１類仮設工業会認定品 幅１．８ｍ×長５．１ｍ　引張強度１８０ｋｇ
ｆ以上

メッシュシート（賃貸） １類　引張強度１８０ｋｇｆ以上 枚・日 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015020012
防護部材賃貸料金 賃貸料 メッシュシートＪＩＳ１類仮設工業会認定品 幅１．８ｍ×長５．１ｍ　引張強度２００ｋｇ
ｆ以上

メッシュシート（賃貸） １類　引張強度２００ｋｇｆ以上 枚・日 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015030012 防護部材賃貸料金 賃貸料 水平安全ネット（仮設工業会認定品） 目合１５ｍｍ　ポリエステル 水平安全ネット（賃貸） 目合１５ｍｍ　ポリエステル ｍ２・日 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015030014 防護部材賃貸料金 賃貸料 水平安全ネット（仮設工業会認定品） 目合１００ｍｍ　ポリエステル 水平安全ネット（賃貸） 目合１００ｍｍ　ポリエステル ｍ２・日 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015030016 防護部材賃貸料金 賃貸料 垂直養生ネット（グリーンネット） 目合１５ｍｍ　ポリプロピレン 垂直養生ネット（賃貸） 目合１５ｍｍ　ポリプロピレン ｍ２・日 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015030018 防護部材賃貸料金 賃貸料 垂直養生ネット（グリーンネット） 目合２７ｍｍ　ポリプロピレン 垂直養生ネット（賃貸） 目合２７ｍｍ　ポリプロピレン ｍ２・日 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8013020012 防護部材賃貸料金 賃貸料 足場用アルミ防音パネル １，８２０ｍｍ×８５７ｍｍ 足場用アルミ防音パネル（賃貸） １８２０×８５７ｍｍ 枚・日 823 ○ ○ 8013 仮囲い（賃貸）

防護部材賃貸料金 8013020014 防護部材賃貸料金 賃貸料 足場用アルミ防音パネル １，５１５ｍｍ×８５７ｍｍ 足場用アルミ防音パネル（賃貸） １５１５×８５７ｍｍ 枚・日 823 ○ ○ 8013 仮囲い（賃貸）

防護部材賃貸料金 8013020010 防護部材賃貸料金 賃貸料 防音パネルクランプ φ４２．７，φ４８．６兼用 防音パネルクランプ（賃貸） 径４２．７・４８．６ｍｍ兼用 個・日 823 ○ ○ 8013 仮囲い（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015060002 防護部材賃貸料金 賃貸料 親綱 片フック　１０ｍ 親綱（賃貸） 片フック　１０ｍ 本・日 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015060004 防護部材賃貸料金 賃貸料 親綱 片フック　１５ｍ 親綱（賃貸） 片フック　１５ｍ 本・日 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）
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防護部材賃貸料金 8015060006 防護部材賃貸料金 賃貸料 親綱緊張器 親綱（賃貸） 親綱緊張器 個・日 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015055002 防護部材賃貸料金 基本料 建築工事用シートＪＩＳ１類 幅１．８ｍ×長５．１ｍ×厚０．４ｍｍ 建築工事用シート（賃貸）基本料 １類　１．８ｍ×０．４ｍｍ 枚 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015055004 防護部材賃貸料金 基本料 建築工事用シートＪＩＳ２類 幅１．８ｍ×長５．１ｍ×厚０．３２ｍｍ 建築工事用シート（賃貸）基本料 ２類　１．８ｍ×０．３２ｍｍ 枚 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015025010
防護部材賃貸料金 基本料 メッシュシートＪＩＳ１類仮設工業会認定品 幅１．８ｍ×長５．１ｍ　引張強度１８０ｋｇ
ｆ以上

メッシュシート（賃貸）基本料 １類　引張強度１８０ｋｇｆ以上 枚 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015025012
防護部材賃貸料金 基本料 メッシュシートＪＩＳ１類仮設工業会認定品 幅１．８ｍ×長５．１ｍ　引張強度２００ｋｇ
ｆ以上

メッシュシート（賃貸）基本料 １類　引張強度２００ｋｇｆ以上 枚 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015035012 防護部材賃貸料金 基本料 水平安全ネット（仮設工業会認定品） 目合１５ｍｍ　ポリエステル 水平安全ネット（賃貸）基本料 目合１５ｍｍ　ポリエステル ｍ２ 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015035014 防護部材賃貸料金 基本料 水平安全ネット（仮設工業会認定品） 目合１００ｍｍ　ポリエステル 水平安全ネット（賃貸）基本料 目合１００ｍｍ　ポリエステル ｍ２ 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015035016 防護部材賃貸料金 基本料 垂直養生ネット（グリーンネット） 目合１５ｍｍ　ポリプロピレン 垂直養生ネット（賃貸）基本料 目合１５ｍｍ　ポリプロピレン ｍ２ 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015035018 防護部材賃貸料金 基本料 垂直養生ネット（グリーンネット） 目合２７ｍｍ　ポリプロピレン 垂直養生ネット（賃貸）基本料 目合２７ｍｍ　ポリプロピレン ｍ２ 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8013025012 防護部材賃貸料金 基本料 足場用アルミ防音パネル １，８２０ｍｍ×８５７ｍｍ 足場用アルミ防音パネル（賃貸） １８２０×８５７ｍｍ　　基本料 枚 823 ○ ○ 8013 仮囲い（賃貸）

防護部材賃貸料金 8013025014 防護部材賃貸料金 基本料 足場用アルミ防音パネル １，５１５ｍｍ×８５７ｍｍ 足場用アルミ防音パネル（賃貸） １５１５×８５７ｍｍ　　基本料 枚 823 ○ ○ 8013 仮囲い（賃貸）

防護部材賃貸料金 8013025010 防護部材賃貸料金 基本料 防音パネルクランプ φ４２．７，φ４８．６兼用 防音パネルクランプ賃貸　基本料 径４２．７・４８．６ｍｍ兼用 個 823 ○ ○ 8013 仮囲い（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015065002 防護部材賃貸料金 基本料 親綱 片フック　１０ｍ 親綱（賃貸）基本料 片フック　１０ｍ 本 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015065004 防護部材賃貸料金 基本料 親綱 片フック　１５ｍ 親綱（賃貸）基本料 片フック　１５ｍ 本 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

防護部材賃貸料金 8015065006 防護部材賃貸料金 基本料 親綱緊張器 親綱（賃貸）基本料 親綱緊張器 個 823 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010002 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３０１８ ３００ｍｍ×１，８００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） ３０１８　３００×１８００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010004 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３０１５ ３００ｍｍ×１，５００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） ３０１５　３００×１５００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010006 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３０１２ ３００ｍｍ×１，２００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） ３０１２　３００×１２００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）
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鋼製型枠賃貸料金 8007010008 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３００９ ３００ｍｍ×９００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） ３００９　３００×９００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010010 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３００６ ３００ｍｍ×６００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） ３００６　３００×６００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010012 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２０１８ ２００ｍｍ×１，８００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） ２０１８　２００×１８００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010014 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２０１５ ２００ｍｍ×１，５００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） ２０１５　２００×１５００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010016 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２０１２ ２００ｍｍ×１，２００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） ２０１２　２００×１２００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010018 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２００９ ２００ｍｍ×９００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） ２００９　２００×９００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010020 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２００６ ２００ｍｍ×６００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） ２００６　２００×６００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010022 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５１８ １５０ｍｍ×１，８００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） １５１８　１５０×１８００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010024 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５１５ １５０ｍｍ×１，５００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） １５１５　１５０×１５００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010026 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５１２ １５０ｍｍ×１，２００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） １５１２　１５０×１２００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010028 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５０９ １５０ｍｍ×９００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） １５０９　１５０×９００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010030 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５０６ １５０ｍｍ×６００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） １５０６　１５０×６００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010032 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １０１８ １００ｍｍ×１，８００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） １０１８　１００×１８００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010034 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １０１５ １００ｍｍ×１，５００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） １０１５　１００×１５００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010036 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １０１２ １００ｍｍ×１，２００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） １０１２　１００×１２００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010038 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １００９ １００ｍｍ×９００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） １００９　１００×９００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007010040 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １００６ １００ｍｍ×６００ｍｍ フラットフォーム（賃貸） １００６　１００×６００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007020002 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 ハンチフォーム（１：１） Ｃ５１１５ １０６．１ｍｍ×１，５００ｍｍ×５０ｍｍ ハンチフォーム（賃貸） １０６．１×１５００×５０ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）
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鋼製型枠賃貸料金 8007020006 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 ハンチフォーム（１：１） Ｃ３１１５ １００ｍｍ×１，５００ｍｍ×３５．３ｍｍ ハンチフォーム（賃貸） １００×１５００×３５．３ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007020010 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 ハンチフォーム（１：１） Ｆ１４１５ １４１．４ｍｍ×１，５００ｍｍ×３５．３ｍｍ ハンチフォーム（賃貸） １４１．４×１５００×３５．３ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007020014 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 ハンチフォーム（１：１） Ｆ２１１５ ２１２．２ｍｍ×１，５００ｍｍ×３５．３ｍｍ ハンチフォーム（賃貸） ２１２．２×１５００×３５．３ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007020004 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 ハンチフォーム（１：１） Ｃ５１１２ １０６．１ｍｍ×１，２００ｍｍ×５０ｍｍ ハンチフォーム（賃貸） １０６．１×１２００×５０ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007020008 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 ハンチフォーム（１：１） Ｃ３１１２ １００ｍｍ×１，２００ｍｍ×３５．３ｍｍ ハンチフォーム（賃貸） １００×１２００×３５．３ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007020012 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 ハンチフォーム（１：１） Ｆ１４１２ １４１．４ｍｍ×１，２００ｍｍ×３５．３ｍｍ ハンチフォーム（賃貸） １４１．４×１２００×３５．３ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007020016 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 ハンチフォーム（１：１） Ｆ２１１２ ２１２．２ｍｍ×１，２００ｍｍ×３５．３ｍｍ ハンチフォーム（賃貸） ２１２．２×１２００×３５．３ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007030002 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×１，８００ｍｍ×１５０ｍｍ コーナーフォーム（賃貸） １５０×１８００×１５０ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007030004 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×１，５００ｍｍ×１５０ｍｍ コーナーフォーム（賃貸） １５０×１５００×１５０ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007030006 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×１，２００ｍｍ×１５０ｍｍ コーナーフォーム（賃貸） １５０×１２００×１５０ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007030028 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×９００ｍｍ×１５０ｍｍ コーナーフォーム（賃貸） １５０×９００×１５０ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007030030 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×６００ｍｍ×１５０ｍｍ コーナーフォーム（賃貸） １５０×６００×１５０ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007030026 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 面取フォーム ５０ｍｍ×１，５００ｍｍ×４５ｍｍ 面取フォーム（賃貸） ５０×１５００×４５ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007030032 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 面取フォーム ５０ｍｍ×１，２００ｍｍ×４５ｍｍ 面取フォーム（賃貸） ５０×１２００×４５ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007030034 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 面取フォーム ５０ｍｍ×９００ｍｍ×４５ｍｍ 面取フォーム（賃貸） ５０×９００×４５ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007030036 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 面取フォーム ５０ｍｍ×６００ｍｍ×４５ｍｍ 面取フォーム（賃貸） ５０×６００×４５ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007030020 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーアングル １，５００ｍｍ コーナーアングル（賃貸） １５００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007030022 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーアングル １，２００ｍｍ コーナーアングル（賃貸） １２００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）
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鋼製型枠賃貸料金 8007030024 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーアングル ９００ｍｍ コーナーアングル（賃貸） ９００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007030038 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 コーナーアングル ６００ｍｍ コーナーアングル（賃貸） ６００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007070002 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 Ｕクリップ 型枠締付金物（賃貸） Ｕクリップ 個・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007070004 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 Ｌピン 型枠締付金物（賃貸） Ｌピン 個・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007040002 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 トンネル用型枠（曲面用） ３００ｍｍ×１，５００ｍｍ　中継リブ数：２ トンネル用型枠（賃貸） 曲面用　３００×１５００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007040006 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 トンネル用型枠（曲面用） ２００ｍｍ×１，５００ｍｍ　中継リブ数：１ トンネル用型枠（賃貸） 曲面用　２００×１５００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007040008 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 トンネル用型枠（曲面用） １５０ｍｍ×１，５００ｍｍ　中継リブ数：０ トンネル用型枠（賃貸） 曲面用　１５０×１５００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007040010 鋼製型枠賃貸料金 賃貸料 トンネル用型枠（曲面用） １００ｍｍ×１，５００ｍｍ　中継リブ数：０ トンネル用型枠（賃貸） 曲面用　１００×１５００ｍｍ 枚・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015002 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３０１８ ３００ｍｍ×１，８００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 ３０１８　３００×１８００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015004 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３０１５ ３００ｍｍ×１，５００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 ３０１５　３００×１５００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015006 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３０１２ ３００ｍｍ×１，２００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 ３０１２　３００×１２００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015008 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３００９ ３００ｍｍ×９００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 ３００９　３００×９００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015010 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ３００６ ３００ｍｍ×６００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 ３００６　３００×６００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015012 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２０１８ ２００ｍｍ×１，８００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 ２０１８　２００×１８００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015014 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２０１５ ２００ｍｍ×１，５００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 ２０１５　２００×１５００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015016 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２０１２ ２００ｍｍ×１，２００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 ２０１２　２００×１２００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015018 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２００９ ２００ｍｍ×９００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 ２００９　２００×９００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015020 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） ２００６ ２００ｍｍ×６００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 ２００６　２００×６００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）
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鋼製型枠賃貸料金 8007015022 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５１８ １５０ｍｍ×１，８００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 １５１８　１５０×１８００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015024 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５１５ １５０ｍｍ×１，５００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 １５１５　１５０×１５００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015026 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５１２ １５０ｍｍ×１，２００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 １５１２　１５０×１２００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015028 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５０９ １５０ｍｍ×９００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 １５０９　１５０×９００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015030 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １５０６ １５０ｍｍ×６００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 １５０６　１５０×６００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015032 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １０１８ １００ｍｍ×１，８００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 １０１８　１００×１８００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015034 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １０１５ １００ｍｍ×１，５００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 １０１５　１００×１５００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015036 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １０１２ １００ｍｍ×１，２００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 １０１２　１００×１２００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015038 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １００９ １００ｍｍ×９００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 １００９　１００×９００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007015040 鋼製型枠賃貸料金 基本料 金属製型枠パネル（フラットフォーム） １００６ １００ｍｍ×６００ｍｍ フラットフォーム（賃貸）基本料 １００６　１００×６００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007025002 鋼製型枠賃貸料金 基本料 ハンチフォーム（１：１） Ｃ５１１５ １０６．１ｍｍ×１，５００ｍｍ×５０ｍｍ ハンチフォーム（賃貸）基本料 １０６．１×１５００×５０ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007025006 鋼製型枠賃貸料金 基本料 ハンチフォーム（１：１） Ｃ３１１５ １００ｍｍ×１，５００ｍｍ×３５．３ｍｍ ハンチフォーム（賃貸）基本料 １００×１５００×３５．３ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007025010 鋼製型枠賃貸料金 基本料 ハンチフォーム（１：１） Ｆ１４１５ １４１．４ｍｍ×１，５００ｍｍ×３５．３ｍｍ ハンチフォーム（賃貸）基本料 １４１．４×１５００×３５．３ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007025014 鋼製型枠賃貸料金 基本料 ハンチフォーム（１：１） Ｆ２１１５ ２１２．２ｍｍ×１，５００ｍｍ×３５．３ｍｍ ハンチフォーム（賃貸）基本料 ２１２．２×１５００×３５．３ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007025004 鋼製型枠賃貸料金 基本料 ハンチフォーム（１：１） Ｃ５１１２ １０６．１ｍｍ×１，２００ｍｍ×５０ｍｍ ハンチフォーム（賃貸）基本料 １０６．１×１２００×５０ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007025008 鋼製型枠賃貸料金 基本料 ハンチフォーム（１：１） Ｃ３１１２ １００ｍｍ×１，２００ｍｍ×３５．３ｍｍ ハンチフォーム（賃貸）基本料 １００×１２００×３５．３ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007025012 鋼製型枠賃貸料金 基本料 ハンチフォーム（１：１） Ｆ１４１２ １４１．４ｍｍ×１，２００ｍｍ×３５．３ｍｍ ハンチフォーム（賃貸）基本料 １４１．４×１２００×３５．３ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007025016 鋼製型枠賃貸料金 基本料 ハンチフォーム（１：１） Ｆ２１１２ ２１２．２ｍｍ×１，２００ｍｍ×３５．３ｍｍ ハンチフォーム（賃貸）基本料 ２１２．２×１２００×３５．３ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）
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鋼製型枠賃貸料金 8007035002 鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×１，８００ｍｍ×１５０ｍｍ コーナーフォーム（賃貸）基本料 １５０×１８００×１５０ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007035004 鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×１，５００ｍｍ×１５０ｍｍ コーナーフォーム（賃貸）基本料 １５０×１５００×１５０ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007035006 鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×１，２００ｍｍ×１５０ｍｍ コーナーフォーム（賃貸）基本料 １５０×１２００×１５０ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007035028 鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×９００ｍｍ×１５０ｍｍ コーナーフォーム（賃貸）基本料 １５０×９００×１５０ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007035030 鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーフォーム １５０ｍｍ×６００ｍｍ×１５０ｍｍ コーナーフォーム（賃貸）基本料 １５０×６００×１５０ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007035026 鋼製型枠賃貸料金 基本料 面取フォーム ５０ｍｍ×１，５００ｍｍ×４５ｍｍ 面取フォーム（賃貸）基本料 ５０×１５００×４５ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007035032 鋼製型枠賃貸料金 基本料 面取フォーム ５０ｍｍ×１，２００ｍｍ×４５ｍｍ 面取フォーム（賃貸）基本料 ５０×１２００×４５ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007035034 鋼製型枠賃貸料金 基本料 面取フォーム ５０ｍｍ×９００ｍｍ×４５ｍｍ 面取フォーム（賃貸）基本料 ５０×９００×４５ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007035036 鋼製型枠賃貸料金 基本料 面取フォーム ５０ｍｍ×６００ｍｍ×４５ｍｍ 面取フォーム（賃貸）基本料 ５０×６００×４５ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007035020 鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーアングル １，５００ｍｍ コーナーアングル（賃貸）基本料 １５００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007035022 鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーアングル １，２００ｍｍ コーナーアングル（賃貸）基本料 １２００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007035024 鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーアングル ９００ｍｍ コーナーアングル（賃貸）基本料 ９００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007035038 鋼製型枠賃貸料金 基本料 コーナーアングル ６００ｍｍ コーナーアングル（賃貸）基本料 ６００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007075002 鋼製型枠賃貸料金 基本料 Ｕクリップ 型枠締付金物（賃貸） Ｕクリップ　基本料 個 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007075004 鋼製型枠賃貸料金 基本料 Ｌピン 型枠締付金物（賃貸） Ｌピン　基本料 個 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007045002 鋼製型枠賃貸料金 基本料 トンネル用型枠（曲面用） ３００ｍｍ×１，５００ｍｍ　中継リブ数：２ トンネル用型枠（賃貸）基本料 曲面用　３００×１５００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007045006 鋼製型枠賃貸料金 基本料 トンネル用型枠（曲面用） ２００ｍｍ×１，５００ｍｍ　中継リブ数：１ トンネル用型枠（賃貸）基本料 曲面用　２００×１５００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

鋼製型枠賃貸料金 8007045008 鋼製型枠賃貸料金 基本料 トンネル用型枠（曲面用） １５０ｍｍ×１，５００ｍｍ　中継リブ数：０ トンネル用型枠（賃貸）基本料 曲面用　１５０×１５００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）
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鋼製型枠賃貸料金 8007045010 鋼製型枠賃貸料金 基本料 トンネル用型枠（曲面用） １００ｍｍ×１，５００ｍｍ　中継リブ数：０ トンネル用型枠（賃貸）基本料 曲面用　１００×１５００ｍｍ 枚 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

マンホール型枠賃貸料金 8007050002 マンホール型枠賃貸料金 賃貸料 １号 内枠９００ｍｍ 外枠１，３００ｍｍ 高６００ｍｍ マンホール型枠１号（賃貸） ９００×１３００×６００ｍｍ 組・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

マンホール型枠賃貸料金 8007050004 マンホール型枠賃貸料金 賃貸料 １号 内枠９００ｍｍ 外枠１，３００ｍｍ 高９００ｍｍ マンホール型枠１号（賃貸） ９００×１３００×９００ｍｍ 組・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

マンホール型枠賃貸料金 8007050006 マンホール型枠賃貸料金 賃貸料 ２号 内枠１，２００ｍｍ 外枠１，７００ｍｍ 高６００ｍｍ マンホール型枠２号（賃貸） １２００×１７００×６００ｍｍ 組・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

マンホール型枠賃貸料金 8007050008 マンホール型枠賃貸料金 賃貸料 ２号 内枠１，２００ｍｍ 外枠１，７００ｍｍ 高９００ｍｍ マンホール型枠２号（賃貸） １２００×１７００×９００ｍｍ 組・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

マンホール型枠賃貸料金 8007050010 マンホール型枠賃貸料金 賃貸料 ３号 内枠１，５００ｍｍ 外枠２，０００ｍｍ 高６００ｍｍ マンホール型枠３号（賃貸） １５００×２０００×６００ｍｍ 組・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

マンホール型枠賃貸料金 8007050012 マンホール型枠賃貸料金 賃貸料 ３号 内枠１，５００ｍｍ 外枠２，０００ｍｍ 高９００ｍｍ マンホール型枠３号（賃貸） １５００×２０００×９００ｍｍ 組・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

マンホール型枠賃貸料金 8007050014 マンホール型枠賃貸料金 賃貸料 ４号 内枠１，８００ｍｍ 外枠２，４００ｍｍ 高６００ｍｍ マンホール型枠４号（賃貸） １８００×２４００×６００ｍｍ 組・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

マンホール型枠賃貸料金 8007050016 マンホール型枠賃貸料金 賃貸料 ４号 内枠１，８００ｍｍ 外枠２，４００ｍｍ 高９００ｍｍ マンホール型枠４号（賃貸） １８００×２４００×９００ｍｍ 組・日 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

マンホール型枠賃貸料金 8007055002 マンホール型枠賃貸料金 基本料 １号 内枠９００ｍｍ 外枠１，３００ｍｍ 高６００ｍｍ マンホール型枠１号　賃貸基本料 ９００×１３００×６００ｍｍ 組 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

マンホール型枠賃貸料金 8007055004 マンホール型枠賃貸料金 基本料 １号 内枠９００ｍｍ 外枠１，３００ｍｍ 高９００ｍｍ マンホール型枠１号　賃貸基本料 ９００×１３００×９００ｍｍ 組 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

マンホール型枠賃貸料金 8007055006 マンホール型枠賃貸料金 基本料 ２号 内枠１，２００ｍｍ 外枠１，７００ｍｍ 高６００ｍｍ マンホール型枠２号　賃貸基本料 １２００×１７００×６００ｍｍ 組 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

マンホール型枠賃貸料金 8007055008 マンホール型枠賃貸料金 基本料 ２号 内枠１，２００ｍｍ 外枠１，７００ｍｍ 高９００ｍｍ マンホール型枠２号　賃貸基本料 １２００×１７００×９００ｍｍ 組 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

マンホール型枠賃貸料金 8007055010 マンホール型枠賃貸料金 基本料 ３号 内枠１，５００ｍｍ 外枠２，０００ｍｍ 高６００ｍｍ マンホール型枠３号　賃貸基本料 １５００×２０００×６００ｍｍ 組 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

マンホール型枠賃貸料金 8007055012 マンホール型枠賃貸料金 基本料 ３号 内枠１，５００ｍｍ 外枠２，０００ｍｍ 高９００ｍｍ マンホール型枠３号　賃貸基本料 １５００×２０００×９００ｍｍ 組 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

マンホール型枠賃貸料金 8007055014 マンホール型枠賃貸料金 基本料 ４号 内枠１，８００ｍｍ 外枠２，４００ｍｍ 高６００ｍｍ マンホール型枠４型　賃貸基本料 １８００×２４００×６００ｍｍ 組 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

マンホール型枠賃貸料金 8007055016 マンホール型枠賃貸料金 基本料 ４号 内枠１，８００ｍｍ 外枠２，４００ｍｍ 高９００ｍｍ マンホール型枠４号　賃貸基本料 １８００×２４００×９００ｍｍ 組 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

消波根固めブロック型枠賃貸料金 8007080016 消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量１０ｔ未満 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　１０ｔ未満 ｍ２ 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）
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消波根固めブロック型枠賃貸料金 8007080018 消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量１０ｔ以上２０ｔ未満 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　１０ｔ以上２０ｔ未満 ｍ２ 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

消波根固めブロック型枠賃貸料金 8007080020 消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量２０ｔ以上３０ｔ未満 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　２０ｔ以上３０ｔ未満 ｍ２ 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

消波根固めブロック型枠賃貸料金 8007080022 消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量３０ｔ以上４０ｔ未満 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　３０ｔ以上４０ｔ未満 ｍ２ 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

消波根固めブロック型枠賃貸料金 8007080024 消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量４０ｔ以上５０ｔ未満 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　４０ｔ以上５０ｔ未満 ｍ２ 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

消波根固めブロック型枠賃貸料金 8007080026 消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量５０ｔ以上６０ｔ未満 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　５０ｔ以上６０ｔ未満 ｍ２ 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

消波根固めブロック型枠賃貸料金 8007080028 消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量６０ｔ以上７０ｔ未満 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　６０ｔ以上７０ｔ未満 ｍ２ 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

消波根固めブロック型枠賃貸料金 8007080030 消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量７０ｔ以上８０ｔ未満 消波根固ブロック型枠（賃貸） 鋼製型枠　７０ｔ以上８０ｔ未満 ｍ２ 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

消波根固めブロック型枠賃貸料金 8007080008 消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 ＦＲＰ製型枠 ブロック質量３０ｔ未満 消波根固ブロック型枠（賃貸） ＦＲＰ製型枠　３０ｔ未満 ｍ２ 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

消波根固めブロック型枠賃貸料金 8007080010 消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 直積用鋼製型枠 ブロック質量３０ｔ未満 消波根固ブロック型枠（賃貸） 直積用鋼製型枠　３０ｔ未満 ｍ２ 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

消波根固めブロック型枠賃貸料金 8007080012 消波根固めブロック型枠賃貸料金 賃貸料 直積用鋼製型枠 ブロック質量３０ｔ以上５０ｔ未満 消波根固ブロック型枠（賃貸） 直積鋼製　３０ｔ以上５０ｔ未満 ｍ２ 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

化粧型枠賃貸料金―ブランド品― 8007060006 化粧型枠賃貸料金 賃貸料 ＮＰ魚道ブロック ２ｔ・４ｔ・６ｔタイプ プラフォームサンブレス，北王プラフォーム 樹脂製型枠（賃貸） ＮＰ魚道ブロック　２・４・６ｔ ｍ２ 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

現場製作護岸ブロック型枠賃貸料金―ブランド
品―

8007090002 現場製作護岸ブロック型枠賃貸料金 賃貸料 さちゅら（リユーストーン） １，９８０ｍｍ×１，６５０ｍｍ 日建工学 現場製作護岸ブロック型枠・賃貸 さちゅら（リユーストーン） ｍ２ 824 ○ ○ 8007 型枠せき板材（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012102 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行４間 面積２６．４ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　２×４間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012104 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行５間 面積３３．０ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　２×５間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012106 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行６間 面積３９．６ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　２×６間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012108 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行４間 面積３９．６ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×４間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012110 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行５間 面積４９．５ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×５間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012112 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行６間 面積５９．４ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×６間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）
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組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012114 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行７間 面積６９．３ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×７間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012116 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行８間 面積７９．２ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×８間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012118 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行９間 面積８９．１ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×９間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012120 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行５間 面積６６．０ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×５間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012122 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行６間 面積７９．２ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×６間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012124 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行７間 面積９２．４ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×７間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012126 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行８間 面積１０５．６ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×８間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012128 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行９間 面積１１８．８ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×９間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012130
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行１０間 面積１３２．０ｍ２ １～６カ
月

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×１０間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012136 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行６間 面積９９．０ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×６間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012138 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行７間 面積１１５．５ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×７間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012140 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行８間 面積１３２．０ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×８間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012142 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行９間 面積１４８．５ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×９間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012144
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行１０間 面積１６５．０ｍ２ １～６カ
月

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×１０間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012146 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行４間 面積５２．８ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　２×４間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012148 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行５間 面積６６．０ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　２×５間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012150 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行６間 面積７９．２ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　２×６間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012152 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行４間 面積７９．２ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×４間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）
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組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012154 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行５間 面積９９．０ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×５間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012156 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行６間 面積１１８．８ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×６間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012158 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行７間 面積１３８．６ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×７間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012160 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行８間 面積１５８．４ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×８間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012162 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行９間 面積１７８．２ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×９間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012164 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行５間 面積１３２．０ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×５間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012166 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行６間 面積１５８．４ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×６間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012168 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行７間 面積１８４．８ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×７間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012170 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行８間 面積２１１．２ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×８間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012172 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行９間 面積２３７．６ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×９間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012174
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行１０間 面積２６４．０ｍ２ １～６カ
月

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×１０間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012180 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行６間 面積１９８．０ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×６間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012182 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行７間 面積２３１．０ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×７間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012184 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行８間 面積２６４．０ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×８間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012186 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行９間 面積２９７．０ｍ２ １～６カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×９間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012188
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行１０間 面積３３０．０ｍ２ １～６カ
月

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×１０間　１～６カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012602 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行４間 面積２６．４ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　２×４間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012604 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行５間 面積３３．０ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　２×５間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）
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組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012606 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行６間 面積３９．６ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　２×６間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012608 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行４間 面積３９．６ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×４間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012610 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行５間 面積４９．５ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×５間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012612 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行６間 面積５９．４ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×６間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012614 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行７間 面積６９．３ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×７間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012616 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行８間 面積７９．２ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×８間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012618 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行９間 面積８９．１ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×９間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012620 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行５間 面積６６．０ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×５間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012622 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行６間 面積７９．２ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×６間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012624 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行７間 面積９２．４ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×７間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012626 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行８間 面積１０５．６ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×８間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012628 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行９間 面積１１８．８ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×９間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012630
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行１０間 面積１３２．０ｍ２ ７～９カ
月

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×１０間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012636 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行６間 面積９９．０ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×６間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012638 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行７間 面積１１５．５ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×７間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012640 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行８間 面積１３２．０ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×８間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012642 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行９間 面積１４８．５ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×９間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012644
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行１０間 面積１６５．０ｍ２ ７～９カ
月

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×１０間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）
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組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012646 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行４間 面積５２．８ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　２×４間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012648 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行５間 面積６６．０ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　２×５間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012650 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行６間 面積７９．２ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　２×６間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012652 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行４間 面積７９．２ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×４間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012654 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行５間 面積９９．０ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×５間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012656 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行６間 面積１１８．８ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×６間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012658 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行７間 面積１３８．６ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×７間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012660 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行８間 面積１５８．４ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×８間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012662 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行９間 面積１７８．２ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×９間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012664 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行５間 面積１３２．０ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×５間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012666 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行６間 面積１５８．４ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×６間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012668 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行７間 面積１８４．８ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×７間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012670 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行８間 面積２１１．２ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×８間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012672 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行９間 面積２３７．６ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×９間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012674
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行１０間 面積２６４．０ｍ２ ７～９カ
月

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×１０間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012680 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行６間 面積１９８．０ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×６間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012682 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行７間 面積２３１．０ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×７間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012684 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行８間 面積２６４．０ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×８間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）
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組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012686 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行９間 面積２９７．０ｍ２ ７～９カ月 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×９間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019012688
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行１０間 面積３３０．０ｍ２ ７～９カ
月

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×１０間　７～９カ月 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013102 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行４間 面積２６．４ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　２×４間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013104 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行５間 面積３３．０ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　２×５間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013106 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間２間 けた行６間 面積３９．６ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　２×６間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013108 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行４間 面積３９．６ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×４間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013110 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行５間 面積４９．５ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×５間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013112 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行６間 面積５９．４ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×６間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013114 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行７間 面積６９．３ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×７間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013116 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行８間 面積７９．２ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×８間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013118 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間３間 けた行９間 面積８９．１ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×９間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013120 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行５間 面積６６．０ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×５間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013122 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行６間 面積７９．２ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×６間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013124 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行７間 面積９２．４ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×７間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013126
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行８間 面積１０５．６ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×８間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013128
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行９間 面積１１８．８ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×９間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013130
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間４間 けた行１０間 面積１３２．０ｍ２ １０カ月
以上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×１０間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013136 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行６間 面積９９．０ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×６間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

2963 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013138
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行７間 面積１１５．５ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×７間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013140
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行８間 面積１３２．０ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×８間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013142
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行９間 面積１４８．５ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×９間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013144
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 平家建て はり間５間 けた行１０間 面積１６５．０ｍ２ １０カ月
以上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×１０間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013146 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行４間 面積５２．８ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　２×４間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013148 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行５間 面積６６．０ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　２×５間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013150 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間２間 けた行６間 面積７９．２ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　２×６間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013152 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行４間 面積７９．２ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×４間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013154 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行５間 面積９９．０ｍ２ １０カ月以上 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×５間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013156
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行６間 面積１１８．８ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×６間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013158
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行７間 面積１３８．６ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×７間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013160
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行８間 面積１５８．４ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×８間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013162
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間３間 けた行９間 面積１７８．２ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×９間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013164
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行５間 面積１３２．０ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×５間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013166
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行６間 面積１５８．４ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×６間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013168
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行７間 面積１８４．８ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×７間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013170
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行８間 面積２１１．２ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×８間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013172
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行９間 面積２３７．６ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×９間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）
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組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013174
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間４間 けた行１０間 面積２６４．０ｍ２ １０カ月
以上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×１０間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013180
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行６間 面積１９８．０ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×６間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013182
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行７間 面積２３１．０ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×７間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013184
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行８間 面積２６４．０ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×８間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013186
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行９間 面積２９７．０ｍ２ １０カ月以
上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×９間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019013188
組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 賃貸料 ２階建て はり間５間 けた行１０間 面積３３０．０ｍ２ １０カ月
以上

仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×１０間　１０カ月以上 棟・日 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011602 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間２間 けた行４間 面積２６．４ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　２×４間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011604 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間２間 けた行５間 面積３３．０ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　２×５間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011606 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間２間 けた行６間 面積３９．６ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　２×６間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011608 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間３間 けた行４間 面積３９．６ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×４間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011610 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間３間 けた行５間 面積４９．５ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×５間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011612 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間３間 けた行６間 面積５９．４ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×６間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011614 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間３間 けた行７間 面積６９．３ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×７間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011616 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間３間 けた行８間 面積７９．２ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×８間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011618 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間３間 けた行９間 面積８９．１ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　３×９間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011620 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間４間 けた行５間 面積６６．０ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×５間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011622 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間４間 けた行６間 面積７９．２ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×６間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011624 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間４間 けた行７間 面積９２．４ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×７間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）
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組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011626 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間４間 けた行８間 面積１０５．６ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×８間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011628 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間４間 けた行９間 面積１１８．８ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×９間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011630 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間４間 けた行１０間 面積１３２．０ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　４×１０間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011636 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間５間 けた行６間 面積９９．０ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×６間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011638 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間５間 けた行７間 面積１１５．５ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×７間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011640 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間５間 けた行８間 面積１３２．０ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×８間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011642 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間５間 けた行９間 面積１４８．５ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×９間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011644 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 平家建て はり間５間 けた行１０間 面積１６５．０ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 平家　５×１０間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011646 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間２間 けた行４間 面積５２．８ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　２×４間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011648 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間２間 けた行５間 面積６６．０ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　２×５間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011650 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間２間 けた行６間 面積７９．２ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　２×６間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011652 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間３間 けた行４間 面積７９．２ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×４間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011654 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間３間 けた行５間 面積９９．０ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×５間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011656 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間３間 けた行６間 面積１１８．８ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×６間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011658 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間３間 けた行７間 面積１３８．６ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×７間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011660 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間３間 けた行８間 面積１５８．４ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×８間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011662 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間３間 けた行９間 面積１７８．２ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　３×９間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011664 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間４間 けた行５間 面積１３２．０ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×５間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）
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組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011666 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間４間 けた行６間 面積１５８．４ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×６間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011668 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間４間 けた行７間 面積１８４．８ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×７間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011670 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間４間 けた行８間 面積２１１．２ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×８間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011672 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間４間 けた行９間 面積２３７．６ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×９間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011674 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間４間 けた行１０間 面積２６４．０ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　４×１０間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011680 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間５間 けた行６間 面積１９８．０ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×６間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011682 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間５間 けた行７間 面積２３１．０ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×７間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011684 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間５間 けた行８間 面積２６４．０ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×８間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011686 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間５間 けた行９間 面積２９７．０ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×９間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 8019011688 組立式仮設ハウス（フラット型）賃貸料金 消耗品費 ２階建て はり間５間 けた行１０間 面積３３０．０ｍ２ 仮設ハウス（賃貸）　フラット型 ２階　５×１０間　消耗品費 棟 825 ○ ○ 8019 仮設建物（賃貸）

仮設トイレ賃貸料金―ブランド品― 8021510726 仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 ＧＸ－ＡＳ＋型 ８５０ｍｍ×１，１２５ｍｍ 水洗式 １～１２カ月 日建リース工業 仮設トイレ（賃貸）水洗式 ＧＸ－ＡＳ＋型　１～１２カ月 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

仮設トイレ賃貸料金―ブランド品― 8021510728 仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 ＧＸ－ＡＳ＋型 ８５０ｍｍ×１，１２５ｍｍ 水洗式 １２カ月超 日建リース工業 仮設トイレ（賃貸）水洗式 ＧＸ－ＡＳ＋型　１２カ月超 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

仮設トイレ賃貸料金―ブランド品― 8021512080 仮設トイレ賃貸料金 基本料（設置・撤去費） ＧＸ－ＡＳ＋型 ８５０ｍｍ×１，１２５ｍｍ 水洗式 日建リース工業 仮設トイレ（賃貸）水洗式 ＧＸ－ＡＳ＋型　基本料 棟 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

仮設トイレ賃貸料金―ブランド品― 8021510730
仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 ＧＸ－ＡＱＰ＋型 ８５０ｍｍ×１，５９０ｍｍ 簡易水洗式 １～１２カ月 日建リース工
業

仮設トイレ（賃貸）簡易水洗式 ＧＸ－ＡＱＰ＋型　１～１２カ月 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

仮設トイレ賃貸料金―ブランド品― 8021510732 仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 ＧＸ－ＡＱＰ＋型 ８５０ｍｍ×１，５９０ｍｍ 簡易水洗式 １２カ月超 日建リース工業 仮設トイレ（賃貸）簡易水洗式 ＧＸ－ＡＱＰ＋型　１２カ月超 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

仮設トイレ賃貸料金―ブランド品― 8021512082
仮設トイレ賃貸料金 基本料（設置・撤去費） ＧＸ－ＡＱＰ＋型 ８５０ｍｍ×１，５９０ｍｍ 簡易水洗式 日建リース
工業

仮設トイレ（賃貸）簡易水洗式 ＧＸ－ＡＱＰ＋型　基本料 棟 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

仮設トイレ賃貸料金―ブランド品― 8021510734
仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 ＬＸ－ＷＣＰ＋型 ８５０ｍｍ×１，５９０ｍｍ 簡易水洗式 １～１２カ月 日建リース工
業

仮設トイレ（賃貸）簡易水洗式 ＬＸ－ＷＣＰ＋型　１～１２カ月 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

仮設トイレ賃貸料金―ブランド品― 8021510736 仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 ＬＸ－ＷＣＰ＋型 ８５０ｍｍ×１，５９０ｍｍ 簡易水洗式 １２カ月超 日建リース工業 仮設トイレ（賃貸）簡易水洗式 ＬＸ－ＷＣＰ＋型　１２カ月超 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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仮設トイレ賃貸料金―ブランド品― 8021512084
仮設トイレ賃貸料金 基本料（設置・撤去費） ＬＸ－ＷＣＰ＋型 ８５０ｍｍ×１，５９０ｍｍ 簡易水洗式 日建リース
工業

仮設トイレ（賃貸）簡易水洗式 ＬＸ－ＷＣＰ＋型　基本料 棟 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021546012
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ５４型（４） 幅２，４００ｍｍ 長５，６００ｍｍ １
～２カ月 大和リース

ユニットハウス賃貸料金 ＡＳＮ１Ａ５４　１～２カ月大和 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021546212
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ７２型（４） 幅２，４００ｍｍ 長７，４００ｍｍ １
～２カ月 大和リース

ユニットハウス賃貸料金 ＡＳＮ１Ａ７２　１～２カ月大和 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543012
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－３０ 幅２，３２０ｍｍ 長３，０２０ｍｍ １～２カ月 日建リー
ス工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－３０　１～２カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543112
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－４０ 幅２，３２０ｍｍ 長３，９２０ｍｍ １～２カ月 日建リー
ス工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－４０　１～２カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543212
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－５７ 幅２，３２０ｍｍ 長５，７２０ｍｍ １～２カ月 日建リー
ス工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－５７　１～２カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543312
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－７５Ｈ 幅２，３２０ｍｍ 長７，６１０ｍｍ １～２カ月 日建
リース工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－７５Ｈ　１～２カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021546014
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ５４型（４） 幅２，４００ｍｍ 長５，６００ｍｍ ３
～５カ月 大和リース

ユニットハウス賃貸料金 ＡＳＮ１Ａ５４　３～５カ月大和 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021546214
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ７２型（４） 幅２，４００ｍｍ 長７，４００ｍｍ ３
～５カ月 大和リース

ユニットハウス賃貸料金 ＡＳＮ１Ａ７２　３～５カ月大和 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543014
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－３０ 幅２，３２０ｍｍ 長３，０２０ｍｍ ３～５カ月 日建リー
ス工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－３０　３～５カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543114
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－４０ 幅２，３２０ｍｍ 長３，９２０ｍｍ ３～５カ月 日建リー
ス工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－４０　３～５カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543214
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－５７ 幅２，３２０ｍｍ 長５，７２０ｍｍ ３～５カ月 日建リー
ス工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－５７　３～５カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543314
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－７５Ｈ 幅２，３２０ｍｍ 長７，６１０ｍｍ ３～５カ月 日建
リース工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－７５Ｈ　３～５カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021546016
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ５４型（４） 幅２，４００ｍｍ 長５，６００ｍｍ ６
～８カ月 大和リース

ユニットハウス賃貸料金 ＡＳＮ１Ａ５４　６～８カ月大和 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021546216
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ７２型（４） 幅２，４００ｍｍ 長７，４００ｍｍ ６
～８カ月 大和リース

ユニットハウス賃貸料金 ＡＳＮ１Ａ７２　６～８カ月大和 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543016
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－３０ 幅２，３２０ｍｍ 長３，０２０ｍｍ ６～８カ月 日建リー
ス工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－３０　６～８カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543116
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－４０ 幅２，３２０ｍｍ 長３，９２０ｍｍ ６～８カ月 日建リー
ス工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－４０　６～８カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543216
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－５７ 幅２，３２０ｍｍ 長５，７２０ｍｍ ６～８カ月 日建リー
ス工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－５７　６～８カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543316
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－７５Ｈ 幅２，３２０ｍｍ 長７，６１０ｍｍ ６～８カ月 日建
リース工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－７５Ｈ　６～８カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021546018
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ５４型（４） 幅２，４００ｍｍ 長５，６００ｍｍ ９
～１１カ月 大和リース

ユニットハウス賃貸料金 ＡＳ－Ｎ１Ａ５４　９～１１カ月 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021546218
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ７２型（４） 幅２，４００ｍｍ 長７，４００ｍｍ ９
～１１カ月 大和リース

ユニットハウス賃貸料金 ＡＳ－Ｎ１Ａ７２　９～１１カ月 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543018
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－３０ 幅２，３２０ｍｍ 長３，０２０ｍｍ ９～１１カ月 日建
リース工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－３０　９～１１カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543118
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－４０ 幅２，３２０ｍｍ 長３，９２０ｍｍ ９～１１カ月 日建
リース工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－４０　９～１１カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543218
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－５７ 幅２，３２０ｍｍ 長５，７２０ｍｍ ９～１１カ月 日建
リース工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－５７　９～１１カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543318
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－７５Ｈ 幅２，３２０ｍｍ 長７，６１０ｍｍ ９～１１カ月 日建
リース工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－７５Ｈ　９～１１カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021546020
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ５４型（４） 幅２，４００ｍｍ 長５，６００ｍｍ １
２カ月 大和リース

ユニットハウス賃貸料金 ＡＳ－Ｎ１Ａ５４　１２カ月大和 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021546220
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ７２型（４） 幅２，４００ｍｍ 長７，４００ｍｍ １
２カ月 大和リース

ユニットハウス賃貸料金 ＡＳ－Ｎ１Ａ７２　１２カ月大和 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543020
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－３０ 幅２，３２０ｍｍ 長３，０２０ｍｍ １２カ月 日建リース
工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－３０　１２カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543120
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－４０ 幅２，３２０ｍｍ 長３，９２０ｍｍ １２カ月 日建リース
工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－４０　１２カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543220
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－５７ 幅２，３２０ｍｍ 長５，７２０ｍｍ １２カ月 日建リース
工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－５７　１２カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543320
ユニットハウス賃貸料金 賃貸料 ユニットハウス Ｕ－７５Ｈ 幅２，３２０ｍｍ 長７，６１０ｍｍ １２カ月 日建リー
ス工業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－７５Ｈ　１２カ月　日建 棟・日 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021546056
ユニットハウス賃貸料金 建方費 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ５４型（４） 幅２，４００ｍｍ 長５，６００ｍｍ 大
和リース

ユニットハウス賃貸料金 ＡＳ－Ｎ１Ａ５４　建方費　大和 棟 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021546256
ユニットハウス賃貸料金 建方費 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ７２型（４） 幅２，４００ｍｍ 長７，４００ｍｍ 大
和リース

ユニットハウス賃貸料金 ＡＳ－Ｎ１Ａ７２　建方費　大和 棟 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021546058
ユニットハウス賃貸料金 解体費 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ５４型（４） 幅２，４００ｍｍ 長５，６００ｍｍ 大
和リース

ユニットハウス賃貸料金 ＡＳ－Ｎ１Ａ５４　解体費　大和 棟 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021546258
ユニットハウス賃貸料金 解体費 ダイワアシスト ＡＳ－Ｎ１Ａ７２型（４） 幅２，４００ｍｍ 長７，４００ｍｍ 大
和リース

ユニットハウス賃貸料金 ＡＳ－Ｎ１Ａ７２　解体費　大和 棟 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543060 ユニットハウス賃貸料金 基本管理費 ユニットハウス Ｕ－３０ 幅２，３２０ｍｍ 長３，０２０ｍｍ 日建リース工業 ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－３０　基本管理費　日建 棟 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543160 ユニットハウス賃貸料金 基本管理費 ユニットハウス Ｕ－４０ 幅２，３２０ｍｍ 長３，９２０ｍｍ 日建リース工業 ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－４０　基本管理費　日建 棟 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543260 ユニットハウス賃貸料金 基本管理費 ユニットハウス Ｕ－５７ 幅２，３２０ｍｍ 長５，７２０ｍｍ 日建リース工業 ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－５７　基本管理費　日建 棟 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ユニットハウス賃貸料金―ブランド品― 8021543360
ユニットハウス賃貸料金 基本管理費 ユニットハウス Ｕ－７５Ｈ 幅２，３２０ｍｍ 長７，６１０ｍｍ 日建リース工
業

ユニットハウス賃貸料金 Ｕ－７５Ｈ　基本管理費　日建 棟 826 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

組立式簡易浮桟橋賃貸料金―ブランド品― 8015100002 組立式簡易浮桟橋賃貸料金 ゼニフロートＸ 幅２．０×長２．０×厚０．３ｍ ４２０ｋｇ／基 ゼニヤ海洋サービス 組立式簡易浮桟橋（賃貸） ゼニフロートＸ 基・日 826 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

組立式簡易浮桟橋賃貸料金―ブランド品― 8015100004
組立式簡易浮桟橋賃貸料金 ゼニフロートＸ 幅２．０×長２．０×厚０．３ｍ ４２０ｋｇ／基 賃貸期間１カ月 ゼニヤ
海洋サービス

組立式簡易浮桟橋（賃貸） ゼニフロートＸ　賃貸期間１カ月 基・月 826 ○ ○ 8015 安全設備（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012002
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 単独３００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012004
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 単独３００　Ｈ１ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012006
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 単独３００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012008
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 単独３００　Ｈ２ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012010
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 単独３００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012012
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 単独３００　Ｈ３ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012014
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 単独３００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012016
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 単独３００　Ｈ４ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012018
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 単独３００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012020
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 単独３００　Ｈ５ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012022
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 単独３００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012024
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 単独３００　Ｈ６ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012026
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 単独３００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012028
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 単独３００　Ｈ７ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012030 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の基本料加算額 単独フロートφ３００ 拡散防止フェンス（賃貸）基本料 単独３００　１ｍ増　加算額 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012120
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ１ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012032
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ１ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012034
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012122
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ２ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012038
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ２ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012040
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012124
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ３ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012044
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ３ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012046
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012126
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ４ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012050
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ４ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012052
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012128
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ５ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012056
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ５ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012058
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012130
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ６ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012062
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ６ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012064
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012132
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ７ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012068
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ７ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012070
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012074 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の基本料加算額 連続フロートφ３００ 拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続３００　１ｍ増　加算額 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011302
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 単独３００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011304
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 単独３００　Ｈ１ｍ　１千未満 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011306
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 単独３００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011308
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 単独３００　Ｈ２ｍ　１千未満 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011310
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 単独３００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011312
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 単独３００　Ｈ３ｍ　１千未満 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011314
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 単独３００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011316
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 単独３００　Ｈ４ｍ　１千未満 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011318
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 単独３００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011320
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 単独３００　Ｈ５ｍ　１千未満 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011322
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 単独３００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011324
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 単独３００　Ｈ６ｍ　１千未満 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011326
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 単独３００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011328
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 単独３００　Ｈ７ｍ　１千未満 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011330 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の１日当たり加算額 単独フロートφ３００ 拡散防止フェンス（賃貸）加算額 単独３００　１ｍ増　加算額 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011420
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ１ｍ　３千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011332
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ１ｍ　２千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011334
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011422
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ２ｍ　３千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011338
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ２ｍ　２千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011340
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011424
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ３ｍ　３千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011344
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ３ｍ　２千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011346
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011426
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ４ｍ　３千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011350
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ４ｍ　２千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011352
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011428
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ５ｍ　３千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011356
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ５ｍ　２千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011358
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011430
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ６ｍ　３千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011362
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ６ｍ　２千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011364
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011432
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ７ｍ　３千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011368
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ７ｍ　２千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011370
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011374 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の１日当たり加算額 連続フロートφ３００ 拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続３００　１ｍ増　加算額 枚・日 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013002
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 単独３００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013004
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 単独３００　Ｈ１ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013006
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 単独３００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013008
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 単独３００　Ｈ２ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013010
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 単独３００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013012
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 単独３００　Ｈ３ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013014
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 単独３００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013016
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 単独３００　Ｈ４ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013018
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 単独３００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013020
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 単独３００　Ｈ５ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013022
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 単独３００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013024
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 単独３００　Ｈ６ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013026
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 単独３００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013028
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 単独３００　Ｈ７ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013030 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（３０日） 単独フロートφ３００ 拡散防止フェンス（賃貸）３０日 単独３００　１ｍ増　加算額 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013120
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ１ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013032
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ１ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013034
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013122
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ２ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013038
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ２ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013040
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013124
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ３ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013044
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ３ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013046
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013126
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ４ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013050
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ４ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013052
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013128
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ５ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013056
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ５ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013058
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013130
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ６ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013062
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ６ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013064
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013132
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ７ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013068
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ７ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013070
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013074 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（３０日） 連続フロートφ３００ 拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続３００　１ｍ増　加算額 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013502
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 単独３００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013504
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 単独３００　Ｈ１ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013506
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 単独３００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013508
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 単独３００　Ｈ２ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013510
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 単独３００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013512
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 単独３００　Ｈ３ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013514
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 単独３００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013516
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 単独３００　Ｈ４ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013518
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 単独３００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013520
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 単独３００　Ｈ５ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013522
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 単独３００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013524
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 単独３００　Ｈ６ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013526
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 単独３００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013528
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 単独３００　Ｈ７ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013530 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（６０日） 単独フロートφ３００ 拡散防止フェンス（賃貸）６０日 単独３００　１ｍ増　加算額 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013620
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ１ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013532
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ１ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013534
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013622
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ２ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013538
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ２ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013540
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013624
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ３ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013544
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ３ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013546
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013626
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ４ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013550
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ４ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013552
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013628
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ５ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013556
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ５ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013558
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013630
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ６ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013562
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ６ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013564
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013632
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ７ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013568
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ７ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013570
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013574 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（６０日） 連続フロートφ３００ 拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続３００　１ｍ増　加算額 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014002
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 単独３００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014004
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 単独３００　Ｈ１ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014006
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 単独３００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014008
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 単独３００　Ｈ２ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014010
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 単独３００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014012
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 単独３００　Ｈ３ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014014
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 単独３００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014016
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 単独３００　Ｈ４ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014018
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 単独３００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014020
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 単独３００　Ｈ５ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014022
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 単独３００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014024
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 単独３００　Ｈ６ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014026
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 単独３００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014028
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 単独３００　Ｈ７ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014030 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（９０日） 単独フロートφ３００ 拡散防止フェンス（賃貸）９０日 単独３００　１ｍ増　加算額 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014120
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ１ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014032
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ１ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014034
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014122
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ２ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014038
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ２ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014040
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014124
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ３ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014044
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ３ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014046
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014126
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ４ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014050
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ４ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014052
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014128
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ５ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014056
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ５ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014058
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014130
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ６ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014062
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ６ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014064
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014132
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ７ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014068
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ７ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014070
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014074 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（９０日） 連続フロートφ３００ 拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続３００　１ｍ増　加算額 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015002
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 単独３００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015004
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 単独３００　Ｈ１ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015006
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 単独３００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015008
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 単独３００　Ｈ２ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015010
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 単独３００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015012
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 単独３００　Ｈ３ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015014
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 単独３００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015016
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 単独３００　Ｈ４ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015018
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 単独３００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015020
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 単独３００　Ｈ５ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015022
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 単独３００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015024
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 単独３００　Ｈ６ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015026
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 単独３００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015028
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 単独３００　Ｈ７ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015030 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（１５０日） 単独フロートφ３００ 拡散防止フェンス賃貸　１５０日 単独３００　１ｍ増　加算額 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015120
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ１ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015032
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ１ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015034
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015122
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ２ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015038
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ２ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015040
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015124
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ３ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015044
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ３ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015046
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015126
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ４ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015050
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ４ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015052
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015128
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ５ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015056
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ５ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015058
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015130
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ６ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015062
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ６ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015064
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015132
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ７ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015068
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ７ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015070
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015074 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（１５０日） 連続フロートφ３００ 拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続３００　１ｍ増　加算額 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016002
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 単独３００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016004
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 単独３００　Ｈ１ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016006
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 単独３００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016008
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 単独３００　Ｈ２ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016010
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 単独３００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016012
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 単独３００　Ｈ３ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016014
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 単独３００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016016
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 単独３００　Ｈ４ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016018
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 単独３００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016020
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 単独３００　Ｈ５ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016022
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 単独３００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016024
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 単独３００　Ｈ６ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016026
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 単独３００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016028
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 単独３００　Ｈ７ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016030 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（２１０日） 単独フロートφ３００ 拡散防止フェンス賃貸　２１０日 単独３００　１ｍ増　加算額 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016120
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ１ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016032
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ１ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016034
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016122
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ２ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016038
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ２ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016040
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016124
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ３ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016044
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ３ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016046
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016126
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ４ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016050
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ４ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016052
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016128
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ５ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016056
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ５ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016058
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016130
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ６ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016062
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ６ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016064
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016132
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ７ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016068
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ７ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016070
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016074 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（２１０日） 連続フロートφ３００ 拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続３００　１ｍ増　加算額 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016502
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 単独３００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016504
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 単独３００　Ｈ１ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016506
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 単独３００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016508
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 単独３００　Ｈ２ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016510
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 単独３００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016512
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 単独３００　Ｈ３ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016514
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 単独３００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016516
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 単独３００　Ｈ４ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016518
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 単独３００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016520
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 単独３００　Ｈ５ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016522
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 単独３００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016524
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 単独３００　Ｈ６ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016526
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 単独３００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016528
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 単独フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 単独３００　Ｈ７ｍ　１千未満 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016530 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（２４０日） 単独フロートφ３００ 拡散防止フェンス賃貸　２４０日 単独３００　１ｍ増　加算額 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016620
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ１ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016532
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ１ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016534
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016622
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ２ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016538
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ２ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016540
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016624
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ３ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016544
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ３ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016546
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016626
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ４ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016550
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ４ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016552
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016628
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ５ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016556
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ５ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016558
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016630
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ６ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016562
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ６ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016564
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016632
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ７ｍ　３千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016568
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ７ｍ　２千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016570
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ３００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016574 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（２４０日） 連続フロートφ３００ 拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続３００　１ｍ増　加算額 枚 827 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012134
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ１ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012076
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ１ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012078
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012136
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ２ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012082
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ２ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012084
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012138
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ３ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012088
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ３ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012090
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012140
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ４ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012094
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ４ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012096
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012142
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ５ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012100
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ５ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012102
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012144
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ６ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012106
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ６ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012108
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012146
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ７ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012112
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ７ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012114
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 基本料 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025012118 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の基本料加算額 連続フロートφ４００ 拡散防止フェンス（賃貸）基本料 連続４００　１ｍ増　加算額 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011434
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ１ｍ　３千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011376
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ１ｍ　２千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011378
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011436
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ２ｍ　３千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011382
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ２ｍ　２千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011384
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011438
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ３ｍ　３千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011388
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ３ｍ　２千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011390
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011440
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ４ｍ　３千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011394
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ４ｍ　２千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011396
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011442
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ５ｍ　３千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011400
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ５ｍ　２千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011402
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011444
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ６ｍ　３千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011406
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ６ｍ　２千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011408
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011446
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ７ｍ　３千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011412
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ７ｍ　２千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011414
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １日当たり加算額 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ
（Ｎ／３ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025011418 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の１日当たり加算額 連続フロートφ４００ 拡散防止フェンス（賃貸）加算額 連続４００　１ｍ増　加算額 枚・日 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013134
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ１ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013076
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ１ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013078
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013136
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ２ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013082
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ２ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013084
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013138
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ３ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013088
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ３ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013090
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013140
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ４ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013094
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ４ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013096
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013142
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ５ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013100
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ５ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013102
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013144
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ６ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013106
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ６ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013108
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013146
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ７ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013112
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ７ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013114
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ３０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013118 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（３０日） 連続フロートφ４００ 拡散防止フェンス（賃貸）３０日 連続４００　１ｍ増　加算額 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013634
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ１ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013576
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ１ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013578
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013636
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ２ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013582
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ２ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013584
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013638
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ３ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013588
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ３ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013590
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013640
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ４ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013594
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ４ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013596
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013642
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ５ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013600
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ５ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013602
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013644
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ６ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013606
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ６ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013608
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013646
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ７ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013612
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ７ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013614
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ６０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025013618 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（６０日） 連続フロートφ４００ 拡散防止フェンス（賃貸）６０日 連続４００　１ｍ増　加算額 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014134
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ１ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014076
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ１ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014078
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014136
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ２ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014082
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ２ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014084
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014138
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ３ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

2991 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014088
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ３ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014090
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014140
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ４ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014094
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ４ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014096
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014142
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ５ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014100
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ５ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014102
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014144
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ６ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014106
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ６ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014108
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014146
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ７ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014112
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ７ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014114
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ９０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３ｃ
ｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025014118 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（９０日） 連続フロートφ４００ 拡散防止フェンス（賃貸）９０日 連続４００　１ｍ増　加算額 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015134
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ１ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015076
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ１ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015078
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015136
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ２ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015082
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ２ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015084
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015138
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ３ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015088
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ３ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015090
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015140
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ４ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015094
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ４ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015096
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015142
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ５ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015100
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ５ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015102
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015144
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ６ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015106
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ６ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015108
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015146
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ７ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015112
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ７ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015114
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 １５０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025015118 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（１５０日） 連続フロートφ４００ 拡散防止フェンス賃貸　１５０日 連続４００　１ｍ増　加算額 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016134
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ１ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016076
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ１ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016078
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016136
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ２ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016082
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ２ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016084
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016138
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ３ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016088
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ３ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016090
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016140
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ４ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016094
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ４ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016096
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016142
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ５ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016100
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ５ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016102
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016144
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ６ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016106
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ６ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016108
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016146
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ７ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016112
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ７ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016114
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２１０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016118 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（２１０日） 連続フロートφ４００ 拡散防止フェンス賃貸　２１０日 連続４００　１ｍ増　加算額 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016634
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ１ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016576
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ１ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016578
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高１ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ１ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016636
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ２ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016582
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ２ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016584
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高２ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ２ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016638
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ３ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016588
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ３ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016590
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高３ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ３ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016640
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ４ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016594
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ４ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016596
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高４ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ４ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016642
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ５ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）
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汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016600
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ５ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016602
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高５ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ５ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016644
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ６ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016606
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ６ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016608
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高６ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ６ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016646
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）３，０００以上４，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ７ｍ　３千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016612
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）２，０００以上３，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ７ｍ　２千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016614
汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 ２４０日 連続フロートφ４００ 高７ｍ×長２０ｍ カーテン生地引張強さ（Ｎ／３
ｃｍ）１，０００以上２，０００未満

拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　Ｈ７ｍ　１千以上 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 8025016618 汚濁水拡散防止フェンス賃貸料金 高さ１ｍ増毎の加算額（２４０日） 連続フロートφ４００ 拡散防止フェンス賃貸　２４０日 連続４００　１ｍ増　加算額 枚 828 ○ ○ 8025 拡散防止フェンス（賃貸）

保安機材賃貸料金 8021530002
保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ ガードフェンス １，８１０ｍｍ×１，８００ｍｍ　溶融めっ
き

ガードフェンス（賃貸） １８１０×１８００ｍｍ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530004 保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ ミニフェンス １，８１０ｍｍ×１，２００ｍｍ　溶融めっき ミニフェンス（賃貸） １８１０×１２００ｍｍ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530126 保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ 扉フェンス ９００ｍｍ×１，８００ｍｍ　溶融めっき 扉フェンス（賃貸） ９００×１８００ｍｍ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530128
保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ 全面ネットフェンス １，８１０ｍｍ×１，８００ｍｍ　溶融
めっき

全面ネットフェンス（賃貸） １８１０×１８００ｍｍ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530130
保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ 全面ネットフェンス １，８１０ｍｍ×１，２００ｍｍ　溶融
めっき

全面ネットフェンス（賃貸） １８１０×１２００ｍｍ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530132 保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ 樹柄フェンス １，８１０ｍｍ×１，８００ｍｍ　溶融めっき 樹柄フェンス（賃貸） １８１０×１８００ｍｍ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530134
保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ 樹柄ミニフェンス １，８１０ｍｍ×１，２００ｍｍ　溶融
めっき

樹柄ミニフェンス（賃貸） １８１０×１２００ｍｍ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530168 保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ スチールベース フェンス脚差込式 スチールベース（賃貸） フェンス脚差込式 個・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530010 保安機材賃貸料金 賃貸料 フェンス・ベース・クランプ Ｈ鋼ベース パイプＬ２００ｍｍ　Ｈ鋼取付けベース Ｈ鋼ベース（賃貸） パイプＬ２００ｍｍ　取付ベース 個・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

2996 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

保安機材賃貸料金 8021530012 保安機材賃貸料金 賃貸料 バリケード Ａ型バリケード １，２００ｍｍ×８００ｍｍ　溶融めっき Ａ型バリケード（賃貸） １２００×８００ｍｍ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530014 保安機材賃貸料金 賃貸料 バリケード スタンドバリケード φ４８．６　５００ｍｍ×９５０ｍｍ　溶融めっき スタンドバリケード（賃貸） 径４８．６×５００×９５０ｍｍ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530142
保安機材賃貸料金 賃貸料 バリケード スタンドバリケード φ４８．６　５００ｍｍ×９５０ｍｍ　単クランプ２個付
き　溶融めっき

スタンドバリケード（賃貸） 径４８．６　単クランプ２個付き 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530016 保安機材賃貸料金 賃貸料 バリケード ロープ掛支柱 φ５２　Ｈ８００ ロープ掛支柱（賃貸） 径５２　Ｈ８００ｍｍ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530122 保安機材賃貸料金 賃貸料 バリケード バリケードウェイト 鋼製 バリケードウエイト（賃貸） 鋼製 個・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530018 保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー ライトコーン Ｈ７６０ｍｍ　電球，コード別 ライトコーン（賃貸） Ｈ７６０ｍｍ 個・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530144 保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー カラーコーン Ｈ７００ｍｍ　赤 カラーコーン（賃貸） Ｈ７００ｍｍ　赤 個・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530146 保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー グリーンコーン Ｈ７００ｍｍ　緑 グリーンコーン（賃貸） Ｈ７００ｍｍ　緑 個・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530148 保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー イエローコーン Ｈ７００ｍｍ　黄 イエローコーン（賃貸） Ｈ７００ｍｍ　黄 個・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530022 保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー ジャンボコーン Ｈ１，８００ ジャンボコーン（賃貸） Ｈ１８００ｍｍ 個・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530150 保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー ラバーコーン Ｈ７００　反射式　ゴム製 ラバーコーン（賃貸） Ｈ７００ｍｍ　反射式　ゴム製 個・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530028 保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー コーンウェイト ゴム製 コーンウェイト（賃貸） ゴム製 個・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530026 保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー コーンバー　２００ Ｌ２，０００ｍｍ コーンバー２００（賃貸） Ｌ２０００ｍｍ 本・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530154 保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー グリーンバー　２００ Ｌ２，０００ｍｍ　緑，白 グリーンバー２００（賃貸） Ｌ２０００ｍｍ　緑　白 本・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530156 保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー イエローバー　２００ Ｌ２，０００ｍｍ　黄，白 イエローバー２００（賃貸） Ｌ２０００ｍｍ　黄　白 本・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530158 保安機材賃貸料金 賃貸料 コーン・コーンバー レッドバー　２００ Ｌ２，０００ｍｍ　赤，白 レッドバー２００（賃貸） Ｌ２０００ｍｍ　赤　白 本・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530100 保安機材賃貸料金 賃貸料 矢印板 公団型矢印板 ９００×６００ｍｍ　アルミ製 公団型矢印板（賃貸） ９００×６００ｍｍ　アルミ製 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530102 保安機材賃貸料金 賃貸料 矢印板 バリケード矢印板 板９００×６００ｍｍ　溶融めっき バリケード矢印板（賃貸） ９００×６００ｍｍ　溶融めっき 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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保安機材賃貸料金 8021530082 保安機材賃貸料金 賃貸料 防護管 電線防護管 φ３５×２，５００ｍｍ 電線防護管（賃貸） 径３５×２５００ｍｍ 本・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530084 保安機材賃貸料金 賃貸料 防護管 電線防護管 φ６５×２，０００ｍｍ 電線防護管（賃貸） 径６５×２０００ｍｍ 本・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530086 保安機材賃貸料金 賃貸料 防護管 電線防護管 φ１００×２，０００ｍｍ 電線防護管（賃貸） 径１００×２０００ｍｍ 本・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530088 保安機材賃貸料金 賃貸料 防護管 メッシュ防護管 φ１００×１，５００ｍｍ メッシュ防護管（賃貸） 径１００×１５００ｍｍ 本・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530044 保安機材賃貸料金 賃貸料 電光標識 電光標識 標識１．０倍　Ｈ１，８００ｍｍ　本体，塩ビ板，ポール，台 電光標識（賃貸） 標識１．０倍　Ｈ１８００ｍｍ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530048 保安機材賃貸料金 賃貸料 電光標識 電光歩行者通路 Ｈ１，２００ｍｍ　本体，ポール，コン台 電光歩行者通路（賃貸） Ｈ１２００ｍｍ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535002
保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ ガードフェンス １，８１０ｍｍ×１，８００ｍｍ　溶融めっ
き

ガードフェンス（賃貸）　基本料 １８１０×１８００ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535004 保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ ミニフェンス １，８１０ｍｍ×１，２００ｍｍ　溶融めっき ミニフェンス（賃貸）　基本料 １８１０×１２００ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535126 保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ 扉フェンス ９００ｍｍ×１，８００ｍｍ　溶融めっき 扉フェンス（賃貸）　基本料 ９００×１８００ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535128
保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ 全面ネットフェンス １，８１０ｍｍ×１，８００ｍｍ　溶融
めっき

全面ネットフェンス　賃貸基本料 １８１０×１８００ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535130
保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ 全面ネットフェンス １，８１０ｍｍ×１，２００ｍｍ　溶融
めっき

全面ネットフェンス　賃貸基本料 １８１０×１２００ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535132 保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ 樹柄フェンス １，８１０ｍｍ×１，８００ｍｍ　溶融めっき 樹柄フェンス（賃貸）基本料 １８１０×１８００ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535134
保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ 樹柄ミニフェンス １，８１０ｍｍ×１，２００ｍｍ　溶融
めっき

樹柄ミニフェンス（賃貸）基本料 １８１０×１２００ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535168 保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ スチールベース フェンス脚差込式 スチールベース（賃貸）基本料 フェンス脚差込式 個 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535010 保安機材賃貸料金 基本料 フェンス・ベース・クランプ Ｈ鋼ベース パイプＬ２００ｍｍ　Ｈ鋼取付けベース Ｈ鋼ベース（賃貸）　基本料 パイプＬ２００ｍｍ 個 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535012 保安機材賃貸料金 基本料 バリケード Ａ型バリケード １，２００ｍｍ×８００ｍｍ　溶融めっき Ａ型バリケード（賃貸）　基本料 １２００×８００ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535014 保安機材賃貸料金 基本料 バリケード スタンドバリケード φ４８．６　５００ｍｍ×９５０ｍｍ　溶融めっき スタンドバリケード賃貸　基本料 径４８．６×５００×９５０ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535142
保安機材賃貸料金 基本料 バリケード スタンドバリケード φ４８．６　５００ｍｍ×９５０ｍｍ　単クランプ２個付
き　溶融めっき

スタンドバリケード賃貸　基本料 径４８．６　単クランプ２個付き 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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保安機材賃貸料金 8021535016 保安機材賃貸料金 基本料 バリケード ロープ掛支柱 φ５２　Ｈ８００ ロープ掛支柱（賃貸）　基本料 径５２　Ｈ８００ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535122 保安機材賃貸料金 基本料 バリケード バリケードウェイト 鋼製 バリケードウエイト　賃貸基本料 鋼製 個 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535018 保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー ライトコーン Ｈ７６０ｍｍ　電球，コード別 ライトコーン（賃貸）　基本料 Ｈ７６０ｍｍ 個 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535144 保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー カラーコーン Ｈ７００ｍｍ　赤 カラーコーン（賃貸）　基本料 Ｈ７００ｍｍ　赤 個 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535146 保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー グリーンコーン Ｈ７００ｍｍ　緑 グリーンコーン（賃貸）　基本料 Ｈ７００ｍｍ　緑 個 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535148 保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー イエローコーン Ｈ７００ｍｍ　黄 イエローコーン（賃貸）　基本料 Ｈ７００ｍｍ　黄 個 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535022 保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー ジャンボコーン Ｈ１，８００ ジャンボコーン（賃貸）　基本料 Ｈ１８００ｍｍ 個 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535150 保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー ラバーコーン Ｈ７００　反射式　ゴム製 ラバーコーン（賃貸）　基本料 Ｈ７００ｍｍ　反射式　ゴム製 個 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535028 保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー コーンウェイト ゴム製 コーンウェイト（賃貸）　基本料 ゴム製 個 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535026 保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー コーンバー　２００ Ｌ２，０００ｍｍ コーンバー２００（賃貸）基本料 Ｌ２０００ｍｍ 本 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535154 保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー グリーンバー　２００ Ｌ２，０００ｍｍ　緑，白 グリーンバー２００　賃貸基本料 Ｌ２０００ｍｍ　緑　白 本 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535156 保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー イエローバー　２００ Ｌ２，０００ｍｍ　黄，白 イエローバー２００　賃貸基本料 Ｌ２０００ｍｍ　黄　白 本 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535158 保安機材賃貸料金 基本料 コーン・コーンバー レッドバー　２００ Ｌ２，０００ｍｍ　赤，白 レッドバー２００（賃貸）基本料 Ｌ２０００ｍｍ　赤　白 本 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535100 保安機材賃貸料金 基本料 矢印板 公団型矢印板 ９００×６００ｍｍ　アルミ製 公団型矢印板（賃貸）　基本料 ９００×６００ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535102 保安機材賃貸料金 基本料 矢印板 バリケード矢印板 板９００×６００ｍｍ　溶融めっき バリケード矢印板（賃貸）基本料 ９００×６００ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535082 保安機材賃貸料金 基本料 防護管 電線防護管 φ３５×２，５００ｍｍ 電線防護管（賃貸）　基本料 径３５×２５００ｍｍ 本 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535084 保安機材賃貸料金 基本料 防護管 電線防護管 φ６５×２，０００ｍｍ 電線防護管（賃貸）　基本料 径６５×２０００ｍｍ 本 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535086 保安機材賃貸料金 基本料 防護管 電線防護管 φ１００×２，０００ｍｍ 電線防護管（賃貸）　基本料 径１００×２０００ｍｍ 本 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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保安機材賃貸料金 8021535088 保安機材賃貸料金 基本料 防護管 メッシュ防護管 φ１００×１，５００ｍｍ メッシュ防護管（賃貸）　基本料 径１００×１５００ｍｍ 本 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535044 保安機材賃貸料金 基本料 電光標識 電光標識 標識１．０倍　Ｈ１，８００ｍｍ　本体，塩ビ板，ポール，台 電光標識（賃貸）　基本料 標識１．０倍 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535048 保安機材賃貸料金 基本料 電光標識 電光歩行者通路 Ｈ１，２００ｍｍ　本体，ポール，コン台 電光歩行者通路（賃貸）　基本料 Ｈ１２００ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530030 保安機材賃貸料金 賃貸料 サインライト 大型　１，９４０ｍｍ×２，０００ｍｍ サインライト（賃貸） １９４０×２０００ｍｍ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530032 保安機材賃貸料金 賃貸料 サインライト 中型　９２０ｍｍ×１，６７０ｍｍ サインライト（賃貸） ９２０×１６７０ｍｍ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530036 保安機材賃貸料金 賃貸料 サインライト 国土交通省型　１，９３０ｍｍ×２，３５０ｍｍ サインライト（賃貸） １９３０×２３５０ｍｍ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530060 保安機材賃貸料金 賃貸料 回転灯・保安灯・投光器 回転灯 ＡＣ１００Ｖ　取付用皿付き 回転灯（賃貸） ＡＣ１００Ｖ 個・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530070 保安機材賃貸料金 賃貸料 回転灯・保安灯・投光器 回転灯用三脚 Ｈ１，２００～２，１００ｍｍ 回転灯三脚（賃貸） Ｈ１２００～２１００ｍｍ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530058 保安機材賃貸料金 賃貸料 回転灯・保安灯・投光器 保安灯 Ｈ１，０００ｍｍ　ポール，グローブ，コン台 保安灯（賃貸） Ｈ１０００ｍｍ 個・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530054 保安機材賃貸料金 賃貸料 回転灯・保安灯・投光器 チューブ保安灯 φ２２．５　Ｌ１０ｍ　電球２４個 チューブ保安灯（賃貸） Ｌ１０ｍ 本・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530073 保安機材賃貸料金 賃貸料 回転灯・保安灯・投光器 投光器 ３００Ｗ　レフ球　Ｔ型金具　三脚含む 投光器（賃貸） ３００Ｗ　レフ球　Ｔ型金具 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530090 保安機材賃貸料金 賃貸料 立看板 工事用立看板 全面反射式，塩ビ板，枠共 工事用立看板（賃貸） 全面反射式　塩ビ板　枠共 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530092 保安機材賃貸料金 賃貸料 立看板 標示板用枠 国土交通省型　１，１００ｍｍ×１，８００ｍｍ 標示板用枠（賃貸） １１００×１８００ｍｍ国交省型 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530094 保安機材賃貸料金 賃貸料 立看板 標示板用枠 一般型　９００ｍｍ×１，６００ｍｍ 標示板用枠（賃貸） ９００×１６００ｍｍ　一般型 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530098 保安機材賃貸料金 賃貸料 立看板 予告板用枠 一般型　８００ｍｍ×１，４００ｍｍ 予告板用枠（賃貸） ８００×１４００ｍｍ　一般型 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530078 保安機材賃貸料金 賃貸料 工事用信号機 灯体×２，ポール２，十字台×２，コントローラー 工事用信号機（賃貸） 灯体・ポール・十字台×２ 組・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021530160 保安機材賃貸料金 賃貸料 誘導ロボット セーフティガードマン セーフティガードマン（賃貸） 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535030 保安機材賃貸料金 基本料 サインライト 大型　１，９４０ｍｍ×２，０００ｍｍ サインライト（賃貸）　基本料 １９４０×２０００ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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保安機材賃貸料金 8021535032 保安機材賃貸料金 基本料 サインライト 中型　９２０ｍｍ×１，６７０ｍｍ サインライト（賃貸）　基本料 ９２０×１６７０ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535036 保安機材賃貸料金 基本料 サインライト 国土交通省型　１，９３０ｍｍ×２，３５０ｍｍ サインライト（賃貸）　基本料 １９３０×２３５０ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535060 保安機材賃貸料金 基本料 回転灯・保安灯・投光器 回転灯 ＡＣ１００Ｖ　取付用皿付き 回転灯（賃貸）　基本料 ＡＣ１００Ｖ 個 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535070 保安機材賃貸料金 基本料 回転灯・保安灯・投光器 回転灯用三脚 Ｈ１，２００～２，１００ｍｍ 回転灯用三脚（賃貸）　基本料 Ｈ１２００～２１００ｍｍ 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535058 保安機材賃貸料金 基本料 回転灯・保安灯・投光器 保安灯 Ｈ１，０００ｍｍ　ポール，グローブ，コン台 保安灯（賃貸）　基本料 Ｈ１０００ｍｍ 個 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535054 保安機材賃貸料金 基本料 回転灯・保安灯・投光器 チューブ保安灯 φ２２．５　Ｌ１０ｍ　電球２４個 チューブ保安灯（賃貸）　基本料 Ｌ１０ｍ 本 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535073 保安機材賃貸料金 基本料 回転灯・保安灯・投光器 投光器 ３００Ｗ　レフ球　Ｔ型金具　三脚含む 投光器（賃貸）　基本料 ３００Ｗ　レフ球　Ｔ型金具 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535090 保安機材賃貸料金 基本料 立看板 工事用立看板 全面反射式，塩ビ板，枠共 工事用立看板（賃貸）　基本料 全面反射式　塩ビ板　枠共 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535092 保安機材賃貸料金 基本料 立看板 標示板用枠 国土交通省型　１，１００ｍｍ×１，８００ｍｍ 標示板用枠（賃貸）　基本料 １１００×１８００ｍｍ国交省型 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535094 保安機材賃貸料金 基本料 立看板 標示板用枠 一般型　９００ｍｍ×１，６００ｍｍ 標示板用枠（賃貸）　基本料 ９００×１６００ｍｍ　一般型 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535098 保安機材賃貸料金 基本料 立看板 予告板用枠 一般型　８００ｍｍ×１，４００ｍｍ 予告板用枠（賃貸）　基本料 ８００×１４００ｍｍ　一般型 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535078 保安機材賃貸料金 基本料 工事用信号機 灯体×２，ポール２，十字台×２，コントローラー 工事用信号機（賃貸）　基本料 灯体・ポール・十字台×２ 組 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

保安機材賃貸料金 8021535160 保安機材賃貸料金 基本料 誘導ロボット セーフティガードマン セーフティガードマン賃貸基本料 台 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】 8021538030
発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－４５Ｓ　負荷容量４５０ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ付
き 辰巳菱機

乾式負荷装置（賃貸） Ｈ－４５Ｓ　４５０ｋＷ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】 8021538060
発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－８０Ｓ　負荷容量８００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ付
き 辰巳菱機

乾式負荷装置（賃貸） Ｈ－８０Ｓ　８００ｋＷ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】 8021538065
発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－１ＭＳ　負荷容量１，０００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレー
タ付き 辰巳菱機

乾式負荷装置（賃貸） Ｈ－１ＭＳ　１０００ｋＷ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】 8021538070
発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－１．５ＭＳ　負荷容量１，２００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペ
レータ付き 辰巳菱機

乾式負荷装置（賃貸） Ｈ－１．５ＭＳ　１２００ｋＷ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】 8021538020
発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－２ＭＳ　負荷容量１，６００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレー
タ付き 辰巳菱機

乾式負荷装置（賃貸） Ｈ－２ＭＳ　１６００ｋＷ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】 8021538025
発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－３ＭＳ　負荷容量２，２００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレー
タ付き 辰巳菱機

乾式負荷装置（賃貸） Ｈ－３ＭＳ　２２００ｋＷ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】 8021538075
発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－５ＭＳ　負荷容量４，０００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレー
タ付き 辰巳菱機

乾式負荷装置（賃貸） Ｈ－５ＭＳ　４０００ｋＷ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】 8021538095
発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－８ＭＳ　負荷容量６，２００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレー
タ付き 辰巳菱機

乾式負荷装置（賃貸） Ｈ－８ＭＳ　６２００ｋＷ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】 8021538100
発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－３０ＵＴ　負荷容量２５０ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ
付き 辰巳菱機

乾式負荷装置（賃貸） Ｈ－３０ＵＴ　２５０ｋＷ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】 8021538035
発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 純水抵抗器 ＧＥＬ－５００　負荷容量５００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペレータ
付き 興研

純水抵抗器（賃貸） ＧＥＬ－５００　５００ｋＷ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】 8021538040
発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 純水抵抗器 ＧＥＬ－１０００　負荷容量１，０００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペ
レータ付き 興研

純水抵抗器（賃貸） ＧＥＬ－１０００　１０００ｋＷ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】 8021538045
発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 純水抵抗器 ＧＥＬ－２０００　負荷容量２，０００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペ
レータ付き 興研

純水抵抗器（賃貸） ＧＥＬ－２０００　２０００ｋＷ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】 8021538050
発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 純水抵抗器 ＧＥＬ－４０００　負荷容量４，０００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペ
レータ付き 興研

純水抵抗器（賃貸） ＧＥＬ－４０００　４０００ｋＷ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】 8021538055
発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 純水抵抗器 ＧＥＬ－６０００　負荷容量６，０００ｋＷ　電圧６，６００Ｖ オペ
レータ付き 興研

純水抵抗器（賃貸） ＧＥＬ－６０００　６０００ｋＷ 台・日 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】 8021538085
発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 自揚型非常用発電装置 電圧６，６００Ｖ　１，２５０／１，２５０ｋＶＡ 自動起
動／停止付き　回送費は別途 興研

自揚型非常用発電装置（賃貸） ６６００Ｖ　１２５０ｋＶＡ 台・月 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】 8021538090
発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 自揚型非常用発電装置 電圧６，６００Ｖ　６２５／５００ｋＶＡ 自動起動／停止
付き　回送費は別途 興研

自揚型非常用発電装置（賃貸） ６６００Ｖ６２５／５００ｋＶＡ 台・月 829 ○ ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

網場設置工【公表価格】 9299050036
網場設置工 網場（フローティングネット） 網場本体 本川横断用 Ｈ２，０００ｍｍ ＦＮ２５２－Ｃ型 施工規模１０
０ｍ 材工共 ゼニヤ海洋サービス

網場（フローティングネット） 網場本体ＦＮ２５２－Ｃ型ゼニヤ ｍ 831 ○ ○ 9299 土木工事その他

網場設置工【公表価格】 9299050038
網場設置工 網場（フローティングネット） 通船ゲート 耐張力７Ｔ 有効幅４，０００ｍｍ ＳＵＳ３０４，ＷＧＨ４０
００－Ｔ７ 施工規模－基 材工共 ゼニヤ海洋サービス

網場（フローティングネット） 通船ゲートＳＵＳ３０４　ゼニヤ 基 831 ○ ○ 9299 土木工事その他

網場設置工【公表価格】 9299050060
網場設置工 ジンフェンス 網場本体 本川横断用 Ｈ２，０００ｍｍ ＺＦ－２００Ｎ型 施工規模１００ｍ 材工共 テク
アノーツ

ジンフェンス（材工）網場本体 ＺＦ－２００Ｎ　テクアノーツ ｍ 831 ○ ○ 9299 土木工事その他

網場設置工【公表価格】 9299050062
網場設置工 ジンフェンス 通船ゲート 耐張力７Ｔ 有効幅４，０００ｍｍ ＴＧ－ＰＯ－７０００Ｎ型　ＳＵＳ３０４
施工規模－基 材工共 テクアノーツ

ジンフェンス（材工）通船ゲート ＴＧ－ＰＯ－７０００Ｎ　テクア 基 831 ○ ○ 9299 土木工事その他

網場設置工【公表価格】 9299050040
網場設置工 網場 網場本体 本川横断用 Ｈ２，０００ｍｍ ＡＢＡ－２５２０－ＴＮＤ 施工規模１００ｍ 材工共 ナカ
ダ産業

網場（材工）網場本体 ＡＢＡ－２５２０－ＴＮＤナカダ ｍ 831 ○ ○ 9299 土木工事その他

網場設置工【公表価格】 9299050042
網場設置工 網場 通船ゲート 耐張力７Ｔ 有効幅４，０００ｍｍ ７Ｔ－４０００ＳＵＳ 施工規模－基 材工共 ナカダ
産業

網場（材工）通船ゲート ７Ｔ－４０００ＳＵＳ　ナカダ 基 831 ○ ○ 9299 土木工事その他

網場設置工【公表価格】 9299050056
網場設置工 ダストフェンス 網場本体 本川横断用 Ｈ２，０００ｍｍ ＪＯＳ－６０型 施工規模１００ｍ 材工共 日本
海洋整備

ダストフェンス（材工）網場本体 ＪＯＳ－６０型　日本海洋整備 ｍ 831 ○ ○ 9299 土木工事その他
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網場設置工【公表価格】 9299050058
網場設置工 ダストフェンス 通船ゲート 耐張力７Ｔ 有効幅４，０００ｍｍ ＪＯＳ－４０００　ＳＵＳ３０４ 施工規
模－基 材工共 日本海洋整備

ダストフェンス材工　通船ゲート ＪＯＳ－４０００　日本海洋整備 基 831 ○ ○ 9299 土木工事その他

網場設置工【公表価格】 9299050052
網場設置工 ダムフェンス 網場本体 本川横断用 Ｈ２，０００ｍｍ ＤＦ－６００ 施工規模１００ｍ 材工共 ハクショ
ウ

ダムフェンス（材工）網場本体 ＤＦ－６００　ハクショウ ｍ 831 ○ ○ 9299 土木工事その他

網場設置工【公表価格】 9299050054
網場設置工 ダムフェンス 通船ゲート 耐張力７Ｔ 有効幅４，０００ｍｍ ＤＴ４０００－７ｔ　ＳＵＳ３０４ 施工規
模－基 材工共 ハクショウ

ダムフェンス（材工）通船ゲート ＤＴ４０００－７ｔ　ハクショウ 基 831 ○ ○ 9299 土木工事その他

薬液注入工【公表価格】 9203030002
薬液注入工 ユニパック工法 二重管ロッド複合注入　対象土量６００ｍ３　注入率　瞬結４．２％　緩結３７．８％
削孔長１．０４４ｍ 施工規模２５２，０００ｌ 材工共 ジャテック

薬液注入工（材工） ユニパック工法　二重管ロッド リットル 831 ○ ○ 9203 共通工

地盤改良工【公表価格】 9307170350 地盤改良工 パウダーミキサー工法 浅層改良　固化材１００ｋｇ／ｍ３使用 施工規模３，０００ｍ３ 材工共 九州改良 パウダーミキサー工法（材工） 浅層改良　固化材１００ｋｇ使用 ｍ３ 831 ○ ○ 9307 土工事

地盤改良工【公表価格】 9307170320
地盤改良工 マッドミキサーＭ－Ⅱ型工法 浅層改良　固化材１００ｋｇ／ｍ３使用　Ｈ＝２．０～４．０ｍ 施工規模
３，０００ｍ３ 材工共 セリタ建設

マッドミキサーＭ２工法（材工） 浅層改良　Ｈ２～４ｍ ｍ３ 831 ○ ○ 9307 土工事

地盤改良工【公表価格】 9307170294
地盤改良工 ＭＩＴＳ工法 （ＱＳＪシステム） 中圧噴射方式　φ１，０００　ｌ＝１３．０ｍ　１２０ｋｇ／ｍ３　２
セット 施工規模１０，０００ｍ 材工共 富士建

ＭＩＴＳ工法（ＱＳＪ）（材工） 径１０００ｍｍ　Ｌ１３ｍ ｍ 831 ○ ○ 9307 土工事

地盤改良工【公表価格】 9307170296
地盤改良工 ＭＩＴＳ工法 （ＣＭＳシステム） 機械＋中圧噴射方式　φ１，０００　ｌ＝１３．０ｍ　１２０ｋｇ／ｍ
３　２セット 施工規模１０，０００ｍ 材工共 富士建

ＭＩＴＳ工法（ＣＭＳ）（材工） 径１０００ｍｍ　Ｌ１３ｍ ｍ 831 ○ ○ 9307 土工事

地盤改良工【公表価格】 9307170254
地盤改良工 ＬＩＭミキサー工法 浅層改良　固化材１００ｋｇ／ｍ３使用 施工規模３，０００ｍ３ 材工共 太平基礎工
業

ＬＩＭミキサー工法（材工） 浅層改良　固化材１００ｋｇ使用 ｍ３ 831 ○ ○ 9307 土工事

地盤改良工【公表価格】 9307170314
地盤改良工 ソイルマスター（船）工法 φ１，２００×２軸　ｌ＝１０．０ｍ　固化材１００ｋｇ／ｍ３　（フロート
式） 施工規模１０，０００ｍ３ 材工共 太平商工

ソイルマスター（船）工法・材工 径１２００×２軸　Ｌ１０ｍ ｍ３ 831 ○ ○ 9307 土工事

地盤改良工【公表価格】 9307170278
地盤改良工 パウダーブレンダー工法 浅層改良　固化材１００ｋｇ／ｍ３使用 施工規模５，０００ｍ３ 材工共 太平商
工

パウダーブレンダー工法（材工） 浅層改良　固化材１００ｋｇ使用 ｍ３ 831 ○ ○ 9307 土工事

地盤改良工【公表価格】 9307170326
地盤改良工 ソイルライマー工法 表層改良　ｔ＝１ｍ　固化材１００ｋｇ／ｍ３ 施工規模１０，０００ｍ３ 材工共 東
洋スタビ

ソイルライマー工法（材工） 表層改良　Ｔ１ｍ ｍ３ 831 ○ ○ 9307 土工事

地盤改良工【公表価格】 9307170328
地盤改良工 ソイルライマー工法 表層改良　ｔ＝２ｍ　固化材１００ｋｇ／ｍ３ 施工規模１０，０００ｍ３ 材工共 東
洋スタビ

ソイルライマー工法（材工） 表層改良　Ｔ２ｍ ｍ３ 831 ○ ○ 9307 土工事

地盤改良工【公表価格】 9307170330 地盤改良工 ＳＴＢ工法 表層改良　ｔ＝１ｍ　固化材１００ｋｇ／ｍ２ 施工規模５，０００ｍ２ 材工共 東洋スタビ ＳＴＢ工法（材工） 表層改良　Ｔ１ｍ ｍ２ 831 ○ ○ 9307 土工事

地盤改良工【公表価格】 9307170348
地盤改良工 ＳＴＢ－ＭＣ工法 （防塵化施工） 表層改良　ｔ＝１ｍ　固化材１００ｋｇ／ｍ２ 施工規模５，０００ｍ
２ 材工共 東洋スタビ

ＳＴＢ－ＭＣ工法（材工） 表層改良　Ｔ１ｍ ｍ２ 831 ○ ○ 9307 土工事

地盤改良工【公表価格】 9307170352 地盤改良工 アイ・マーク工法 φ４００～１，２００ｍｍ　ｌ＝１７ｍまで 施工規模５００ｍ 材工共 トラバース アイ・マーク工法（材工） 径４００～１２００ｍｍ ｍ 831 ○ ○ 9307 土工事

地盤改良工【公表価格】 9307170354
地盤改良工 スーパー・アイ・マーク工法 φ４００～１，２００ｍｍ　ｌ＝１７ｍまで 施工規模１，０００ｍ 材工共
トラバース

スーパー・アイ・マーク工法材工 径４００～１２００ｍｍ ｍ 831 ○ ○ 9307 土工事

地盤改良工【公表価格】 9307170304
地盤改良工 スタビミキサー工法 中層改良　ｌ＝５ｍ未満　固化材１００ｋｇ／ｍ３ 施工規模５，０００ｍ３ 材工共
熊野組

スタビミキサー工法（材工） 中層改良　Ｌ５ｍ ｍ３ 831 ○ ○ 9307 土工事
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地盤改良工【公表価格】 9307170306
地盤改良工 スタビミキサー工法 中層改良　ｌ＝５～７ｍ　固化材１００ｋｇ／ｍ３ 施工規模５，０００ｍ３ 材工共
熊野組

スタビミキサー工法（材工） 中層改良　Ｌ５～７ｍ ｍ３ 831 ○ ○ 9307 土工事

地盤改良工【公表価格】 9307170302 地盤改良工 レストム工法 水槽撹拌改良　含水比　８０％以上 施工規模１，０００ｍ３ 材工共 東北ロンテック レストム工法（材工） 水槽撹拌改良　含水比８０％以上 ｍ３ 831 ○ ○ 9307 土工事

地盤改良工【公表価格】 9307170303 地盤改良工 レストム工法 自走式連続土質改良工　含水比　８０％以下 施工規模２００ｍ３ 材工共 東北ロンテック レストム工法（材工） 自走式連続改良含水比８０％以下 ｍ３ 831 ○ ○ 9307 土工事

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299079002
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＣＳ－２１　ネオ けい酸塩系表面含浸材　１回塗り（新設構造物） 施工規
模３００ｍ２～ 材工共 アストン

ＣＳ－２１　ネオ（材工） けい酸塩系　１回塗り（新設） ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299079004
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＣＳ－２１　ビルダー けい酸塩系表面含浸材　２回塗り（既設構造物） 施
工規模３００ｍ２～ 材工共 アストン

ＣＳ－２１　ビルダー（材工） けい酸塩系　２回塗り（既設） ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299078502
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＲＣガード 含浸性コンクリート表面保護材 施工規模３００ｍ２～ 材工共
エービーシー商会

ＲＣガード（材工） 含浸性コンクリート表面保護材 ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299070202
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｓｔｏ乾式吹付工法 ポリマーセメントモルタル　壁面厚５０ｍｍ 施工規模
１００ｍ２～ 材工共 ＳｔｏＣｒｅｔｅｃ　Ｊａｐａｎ

Ｓｔｏ乾式吹付工法（材工） 壁面厚５０ｍｍ ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299070204
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｓｔｏ乾式吹付工法 ポリマーセメントモルタル　床版下面５０ｍｍ 施工規
模１００ｍ２～ 材工共 ＳｔｏＣｒｅｔｅｃ　Ｊａｐａｎ

Ｓｔｏ乾式吹付工法（材工） 床版下面５０ｍｍ ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299070206
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｓｔｏ含浸工法 シラン系浸透性吸水防止材　２００ｇ／ｍ２ 施工規模１０
０ｍ２～ 材工共 ＳｔｏＣｒｅｔｅｃ　Ｊａｐａｎ

Ｓｔｏ含浸工法（材工） シラン系　２００ｇ／ｍ２ ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299070208
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｓｔｏ含浸工法 シラン系浸透性吸水防止材　３００ｇ／ｍ２ 施工規模１０
０ｍ２～ 材工共 ＳｔｏＣｒｅｔｅｃ　Ｊａｐａｎ

Ｓｔｏ含浸工法（材工） シラン系　３００ｇ／ｍ２ ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299078002
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＲＴ工法 ＲＴ－１Ｎ　コンクリート剥落防止 施工規模３００ｍ２～ 材工
共 ダイフレックス

ＲＴ工法（材工） ＲＴ－１Ｎ　コンクリート剥落 ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299078004
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＲＴ工法 ＲＴ－２Ｎ　コンクリート剥落防止 施工規模３００ｍ２～ 材工
共 ダイフレックス

ＲＴ工法（材工） ＲＴ－２Ｎ　コンクリート剥落 ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299078006
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＲＴ工法 ＲＴワンガード　コンクリート剥落防止 施工規模３００ｍ２～
材工共 ダイフレックス

ＲＴ工法（材工） ＲＴワンガードコンクリート剥落 ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299078008
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＲＴ工法 ＲＴワンガード　コンクリート塩害・中性化防止 施工規模３００
ｍ２～ 材工共 ダイフレックス

ＲＴ工法（材工） ＲＴワンガードコンクリート塩害 ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299072502
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＲＦモルタル 厚５．０ｍｍ　ポリマーセメントモルタル 施工規模３００ｍ
２～ 材工共 太平洋マテリアル

ＲＦモルタル（材工） Ｔ５　ポリマーセメントモルタル ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299072504
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 リフリート工法（ＤＳ－ＨＧ仕様） ＤＳ－４００　２００ｇ／ｍ２　ＤＳ
防錆ペースト　厚２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２～ 材工共 太平洋マテリアル

リフリート工法（材工） ＤＳ－４００　２００ｇ／ｍ２ ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299072002
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 クリスタルストーンＮＲ コンクリート中性化防止 施工規模３００ｍ２～
材工共 日興

クリスタルストーンＮＲ（材工） コンクリート中性化防止 ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299072008
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｔ＆Ｃ防食工法 コンクリートスケーリング劣化防止表面含浸工法 施工規模
３００ｍ２～ 材工共 日興

Ｔ＆Ｃ防食工法（材工） 劣化防止表面含浸工法 ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他
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コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299072010
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｔ＆Ｃ防食工法　－塩害用－ コンクリート塩害劣化防止表面含浸工法（け
い酸系・シラン系併用） 施工規模３００ｍ２～ 材工共 日興

Ｔ＆Ｃ防食工法　塩害用（材工） ＣＯ塩害劣化防止表面含浸工法 ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299070026
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＯＲＣＡトウシート工法（床版下面上向き施工） ＦＴＳ－Ｃ８－３０
高弾性炭素繊維シート　３００ｇ／ｍ２　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 日鉄ケミカル＆マテリアル

ＦＯＲＣＡトウシート工法・材工 ＦＴＳ－Ｃ８－３０　１層張り ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299070028
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＯＲＣＡトウシート工法（床版下面上向き施工） ＦＴＳ－Ｃ８－３０
高弾性炭素繊維シート　３００ｇ／ｍ２　２層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 日鉄ケミカル＆マテリアル

ＦＯＲＣＡトウシート工法・材工 ＦＴＳ－Ｃ８－３０　２層張り ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299070030
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＯＲＣＡトウシート工法（床版下面上向き施工） ＦＴＳ－Ｃ８－３０
高弾性炭素繊維シート　３００ｇ／ｍ２　３層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 日鉄ケミカル＆マテリアル

ＦＯＲＣＡトウシート工法・材工 ＦＴＳ－Ｃ８－３０　３層張り ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299075002
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 フィブラシート工法 ＡＫ－９０　高弾性アラミド繊維シート　耐力９０ｔ
／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 ファイベックス

フィブラシート工法（材工） ＡＫ－９０　１層張り ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299075004
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 フィブラシート工法 ＡＫ－１２０　高弾性アラミド繊維シート　耐力１２
０ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 ファイベックス

フィブラシート工法（材工） ＡＫ－１２０　１層張り ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299075010
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 フィブラメッシュ工法 ＡＫＭ－５／５　高弾性アラミド繊維シート　耐力
５／５ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 ファイベックス

フィブラメッシュ工法（材工） ＡＫＭ－５／５　１層張り ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299075012
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 フィブラメッシュ工法 ＡＫＭ－１０／１０　高弾性アラミド繊維シート
耐力１０／１０ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 ファイベックス

フィブラメッシュ工法（材工） ＡＫＭ－１０／１０　１層張り ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299076016
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＦシステム工法 ＦＦ－ＡＷ６０　高弾性アラミド繊維シート　耐力６０
ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 前田工繊

ＦＦシステム工法（材工） ＦＦ－ＡＷ６０　１層張り ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299076018
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＦシステム工法 ＦＦ－ＡＷ９０　高弾性アラミド繊維シート　耐力９０
ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 前田工繊

ＦＦシステム工法（材工） ＦＦ－ＡＷ９０　１層張り ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299076020
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＦシステム工法 ＦＦ－ＡＷ１２０　高弾性アラミド繊維シート　耐力１
２０ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 前田工繊

ＦＦシステム工法（材工） ＦＦ－ＡＷ１２０　１層張り ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299076022
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＦシステム工法 ＦＦ－ＡＷ１０／１０　高弾性アラミド繊維シート　耐
力１０／１０ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 前田工繊

ＦＦシステム工法（材工） ＦＦ－ＡＷ１０／１０　１層張り ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299076024
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＦシステム工法 ＦＦ－ＡＴ６０　高強度アラミド繊維シート　耐力６０
ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 前田工繊

ＦＦシステム工法（材工） ＦＦ－ＡＴ６０　１層張り ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299076026
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＦＦシステム工法 ＦＦ－ＡＴ９０　高強度アラミド繊維シート　耐力９０
ｔ／ｍ　１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 前田工繊

ＦＦシステム工法（材工） ＦＦ－ＡＴ９０　１層張り ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299070550
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 リペラーク工法 リペラークＨＭ　高弾性炭素繊維シート　３００ｇ／ｍ２
１層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

リペラーク工法（材工） リペラークＨＭ　１層張り ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299070552
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 リペラーク工法 リペラークＨＭ　高弾性炭素繊維シート　３００ｇ／ｍ２
２層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

リペラーク工法（材工） リペラークＨＭ　２層張り ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299070554
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 リペラーク工法 リペラークＨＭ　高弾性炭素繊維シート　３００ｇ／ｍ２
３層張り 施工規模１００ｍ２～ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

リペラーク工法（材工） リペラークＨＭ　３層張り ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公
表価格】

9299077502
コンクリート構造物の補修・改修・補強工 ＯＳＭＯ けい酸塩系表面含浸材　コンクリート耐久性向上 施工規模３００
ｍ２～ 材工共 リナック八千代

ＯＳＭＯ（材工） けい酸塩系コンクリト耐久性向上 ｍ２ 832 ○ ○ 9299 土木工事その他
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素地調整工【公表価格】 9299100010
素地調整工 ブリストルブラスター工法 鋼橋梁桁用　ブラスト処理面を形成できるハンディ動力工具による素地調整
３種Ａ相当 施工規模１００ｍ２ 手間・機械 関西ペイント販売

素地調整工（工）鋼橋梁桁用 ブリストルブラスター工法３種Ａ ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

素地調整工【公表価格】 9299100020
素地調整工 ブリストルブラスター工法 鋼橋梁桁用　ブラスト処理面を形成できるハンディ動力工具による素地調整
３種Ｂ相当 施工規模１００ｍ２ 手間・機械 関西ペイント販売

素地調整工（工）鋼橋梁桁用 ブリストルブラスター工法３種Ｂ ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

素地調整工【公表価格】 9299100030
素地調整工 ブリストルブラスター工法 鋼橋梁桁用　ブラスト処理面を形成できるハンディ動力工具による素地調整
３種Ｃ相当 施工規模１００ｍ２ 手間・機械 関西ペイント販売

素地調整工（工）鋼橋梁桁用 ブリストルブラスター工法３種Ｃ ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

素地調整工【公表価格】 9299100050
素地調整工 バキュームブラスト工法 コンクリート素地調整工　はく落対策（ブラスト材含む） 施工規模５００ｍ２
材工共 千葉技工

素地調整工（材工）素地調整工 バキュームブラスト工法 ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

素地調整工【公表価格】 9299100060
素地調整工 バキュームブラスト工法 コンクリート表面処理工　床版下面増厚（ブラスト材含む） 施工規模５００ｍ２
材工共 千葉技工

素地調整工（材工）表面処理工 バキュームブラスト工法 ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

素地調整工【公表価格】 9299100070
素地調整工 バキュームブラスト工法 下地処理工　トンネル内面補強（ブラスト材含む） 施工規模５００ｍ２ 材工共
千葉技工

素地調整工（材工）下地処理工 バキュームブラスト工法 ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

素地調整工【公表価格】 9299100172
素地調整工 ブラスト工法 （ショットブラスト） コンクリート床面の表面処理　厚１．０～２．０ｍｍ程度 施工規模
５００ｍ２ 材工共 ハットリ工業

素地調整工（材工）表面処理 ブラスト工法　ショットブラスト ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

素地調整工【公表価格】 9299100174
素地調整工 ブラスト工法 （ミストブラスト） 橋梁・鋼板の表面処理　塗膜剥離２００ミクロン程度 施工規模５００
ｍ２ 材工共 ハットリ工業

素地調整工（材工）表面処理 ブラスト工法　ミストブラスト ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

素地調整工【公表価格】 9299100176 素地調整工 切削工法 コンクリートレベルダウン　厚１０ｍｍ 施工規模１００ｍ２ 材工共 ハットリ工業 素地調整工（材工） 切削工法　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

素地調整工【公表価格】 9299100178 素地調整工 切削工法 コンクリートレベルダウン　厚２０ｍｍ 施工規模１００ｍ２ 材工共 ハットリ工業 素地調整工（材工） 切削工法　Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

素地調整工【公表価格】 9299100180 素地調整工 切削・研磨工法 コンクリート面レイタンス処理 施工規模５００ｍ２ 材工共 ハットリ工業 素地調整工（材工） 切削・研磨工法　レイタンス処理 ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

素地調整工【公表価格】 9299100182 素地調整工 切削・研磨工法 各種プライマー除去 施工規模５００ｍ２ 材工共 ハットリ工業 素地調整工（材工） 切削・研磨工法　プライマー除去 ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

素地調整工【公表価格】 9299100184
素地調整工 切削・研磨工法 エポキシ系・ウレタン系の塗り床および防水材　厚１．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工
共 ハットリ工業

素地調整工（材工） 切削・研磨工法　塗り床・防水材 ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

素地調整工【公表価格】 9299100186 素地調整工 剥離工法 アスファルト防水材撤去　プライマー撤去費含む 施工規模３００ｍ２ 材工共 ハットリ工業 素地調整工（材工） 剥離工法アスファルト防水材撤去 ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

素地調整工【公表価格】 9299100188 素地調整工 剥離工法 各種シート系防水材撤去 施工規模３００ｍ２ 材工共 ハットリ工業 素地調整工（材工） 剥離工法各種シート系防水材撤去 ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

素地調整工【公表価格】 9299100190 素地調整工 剥離工法 内装材・Ｐタイル・長尺シート撤去 施工規模３００ｍ２ 材工共 ハットリ工業 素地調整工（材工） 剥離工法　内装材・Ｐタイル撤去 ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

素地調整工【公表価格】 9299100192
素地調整工 剥離工法 複層防水材　駐車場防水材　厚２．０～３．０ｍｍウレタンＦＲＰ系 施工規模３００ｍ２ 材工
共 ハットリ工業

素地調整工（材工） 剥離工法複層防水材駐車場防水材 ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

土木防水工【公表価格】 9223010013
土木防水工 廃棄物処理場用 シバタ利水シート 土木用（ＴＰＯ－ＰＥ）　厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工
共 シバタ工業

土木用シート防水工（材工） シバタ利水シート　ＴＰＯ－ＰＥ ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工
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土木防水工【公表価格】 9223010036
土木防水工 廃棄物処理場用 メタロハイパー 土木用（Ｍ・ＰＥ）　厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 シ
バタ工業

土木用シート防水工（材工） メタロハイパー　Ｍ・ＰＥ ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223010024
土木防水工 廃棄物処理場用 ミズシートＦＰＡ 土木用（ＴＰＯ－ＰＰ）　厚１．５ｍｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工
共 三ツ星ベルト

土木用シート防水工（材工） ミズシートＦＰＡ　ＴＰＯ－ＰＰ ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223010038
土木防水工 廃棄物処理場用 ディスポライナーＬ 土木用（ＬＬＤＰＥ）　厚１．５ｍｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工
共 三ツ星ベルト

土木用シート防水工（材工） ディスポライナーＬ　ＬＬＤＰＥ ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223010020
土木防水工 廃棄物処理場用 ガンデルーシート 土木用（ＨＤ）　厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 太陽
工業

土木用シート防水工（材工） ガンデルーシート　ＨＤ ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223010022
土木防水工 廃棄物処理場用 ガンデルーシート 土木用（ＨＤＣＷ）　厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共
太陽工業

土木用シート防水工（材工） ガンデルーシート　ＨＤＣＷ ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223010030
土木防水工 廃棄物処理場用 ビノンメタロバリアー 土木用（Ｍ・ＰＥ）　厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工
共 タキロンシーアイ

土木用シート防水工（材工） ビノンメタロバリアー　Ｍ・ＰＥ ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223010034
土木防水工 廃棄物処理場用 ＮＩＴＴＡランドフィルライナーＦＰＡ 土木用（ＴＰＯ－ＰＰ）　厚１．５ｍｍ 施工規
模１，０００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品

土木用シート防水工（材工） ニッタランドフィルライナＦＰＡ ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223010044
土木防水工 廃棄物処理場用 ＮＩＴＴＡランドフィルライナーＨＤＰＥ 土木用（高密度ポリエチレン）　厚１．５ｍｍ
施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品

土木用シート防水工（材工） ニッタランドフィルライナＨＤ ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223010046
土木防水工 廃棄物処理場用 ＮＩＴＴＡランドフィルライナーＬＬＤＰＥ 土木用（低密度ポリエチレン）　厚１．５ｍ
ｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品

土木用シート防水工（材工） ニッタランドフィルライナＬＬＤ ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223010002
土木防水工 ため池・一般用 アサヒルーフィングシート 土木用（ＥＰＴ）　厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材
工共 パーカーアサヒ

土木用シート防水工（材工） アサヒルーフィングシートＥＰＴ ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223010010
土木防水工 ため池・一般用 ミズシート 土木用（ＥＰＴ）　厚１．５ｍｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 三ツ星ベ
ルト

土木用シート防水工（材工） ミズシート　ＥＰＴ ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223010012
土木防水工 ため池・一般用 シバタ利水シート 土木用（ＥＰＴ）　厚１．５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 シ
バタ工業

土木用シート防水工（材工） シバタ利水シート　ＥＰＴ ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223010040
土木防水工 ため池・一般用 オルタックスプレー地下防水仕様 構造物地下防水　先やり工法　側部 施工規模３００ｍ
２ 材工共 田島ルーフィング

土木用シート防水工（材工） オルタックスプレー　先やり工法 ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223010042
土木防水工 ため池・一般用 オルタックスプレー地下防水仕様 構造物地下防水　後やり工法　側部，頂版部，底版部
施工規模３００ｍ２ 材工共 田島ルーフィング

土木用シート防水工（材工） オルタックスプレー　後やり工法 ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223030010
土木防水工 ため池・一般用 ザイペックス塗布・吹付工法 無機質セメント結晶増殖材１．２ｋｇ／ｍ２塗布・吹付 施
工規模３００ｍ２ 材工共 日本ザイペックス

土木用塗膜防水（材工） ザイペックス塗布・吹付工法 ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223030008
土木防水工 ため池・一般用 ザイペックス先付工法 不織布＋無機質セメント結晶増殖材１．２ｋｇ／ｍ２吹付 施工規
模３００ｍ２ 材工共 日本ザイペックス

土木用塗膜防水（材工） ザイペックス先付工法　不織布 ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223030012
土木防水工 ため池・一般用 ＳＱＳ工法（レジテクトＣＶスプレー工法） 構造物地下防水　厚２．０ｍｍ　頂部，底部
頂部保護モルタル不要 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

土木用塗膜防水（材工） ＳＱＳ工法　頂部・底部 ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223030014
土木防水工 ため池・一般用 ＳＱＳ工法（レジテクトＣＶスプレー工法） 構造物地下防水　厚２．０ｍｍ　側部　防水
後施工　保護材不要 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

土木用塗膜防水（材工） ＳＱＳ工法　側部防水後 ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工
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土木防水工【公表価格】 9223030018
土木防水工 ため池・一般用 ＳＱＳ工法（レジテクトＣＶスプレー工法） 構造物地下防水　厚２．０ｍｍ　側部　防水
先施工 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

土木用塗膜防水（材工） ＳＱＳ工法　側部防水先 ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223030020
土木防水工 ため池・一般用 ＳＱＳ工法（レジテクトＣＶスプレー工法） 水路改修　厚２．０ｍｍ　防水ライニング
表面被覆工のみ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

土木用塗膜防水（材工） ＳＱＳ工法　水路　防水 ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9299084802
土木防水工 ため池・一般用 ＯＭライニング工法 開水路補修　厚１．５ｍｍ　防水ライニング　表面被覆工のみ 施工
規模３００ｍ２ 材工共 大塚工業

土木用塗膜防水（材工） ＯＭライニング工法　開水路補修 ｍ２ 833 ○ ○ 9299 土木工事その他

土木防水工【公表価格】 9223030022
土木防水工 ため池・一般用 エアタイトＮＤ－１工法 水路・配水池補修　厚１．２ｍｍ　ＦＲＰ１層　露出・塗布型ラ
イニング 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工

土木用塗膜防水（材工） エアタイトＮＤ－１工法　補修 ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

土木防水工【公表価格】 9223030024
土木防水工 ため池・一般用 エアタイトＮＤ－２工法 水路・水路橋補修　厚２．０ｍｍ　ＦＲＰ２層　露出・塗布型ラ
イニング 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工

土木用塗膜防水（材工） エアタイトＮＤ－２工法　補修 ｍ２ 833 ○ ○ 9223 土木防水工

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091208
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＤＲ－１４３マイルド工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポキ
シ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

コンクリート防食工上水道・材工 ＤＲ－１４３マイルド工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091210
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＤＲ－１４３Ｄマイルド工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポ
キシ樹脂＋シート工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

コンクリート防食工上水道・材工 ＤＲ－１４３Ｄマイルド工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091212
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＤＲ－１４３Ｇマイルド工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポ
キシ樹脂＋ガラスクロス工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

コンクリート防食工上水道・材工 ＤＲ－１４３Ｇマイルド工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091214
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＤＲ－ＦＲＰ１４９工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４９適合 ポリエステル樹脂
＋ガラスマット 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

コンクリート防食工上水道・材工 ＤＲ－ＦＲＰ１４９工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299090202
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 エポマー　Ｐ－８００ＭＳ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エ
ポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス

コンクリート防食工上水道・材工 エポマーＰ－８００ＭＳ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299090204
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 エポマー　ＰＷ－８００工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポ
キシ樹脂（水系素地調整） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス

コンクリート防食工上水道・材工 エポマーＰＷ－８００工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299090206
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 エポマー　Ｐ－８００Ｄ・ＭＳ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤
形エポキシ樹脂＋ガラスクロス 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス

コンクリート防食工上水道・材工 エポマーＰ－８００Ｄ・ＭＳ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091802
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 パラテックスＥＰ－ライニング（Ｆ・Ａ）工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適
合 無溶剤形エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業

コンクリート防食工上水道・材工 パラテックスＥＰライニング ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091804
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 パラテックスＥＰ－ＬＧ（Ｆ・Ａ）工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無
溶剤形エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業

コンクリート防食工上水道・材工 パラテックスＥＰＬＧ（Ｆ・Ａ） ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091402
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 アルボン　ＥＳ－１５Ｐ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 １００％無溶
剤エポキシ樹脂（２回塗り） 施工規模３００ｍ２ 材工共 三石

コンクリート防食工上水道・材工 アルボンＥＳ－１５Ｐ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091708
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 サンユコート　ＳＣ－２Ｎ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エ
ポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック

コンクリート防食工上水道・材工 サンユコートＳＣ－２Ｎ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091710
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 サンユコート　ＳＣ－１Ｇ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エ
ポキシ樹脂＋ガラスクロス 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック

コンクリート防食工上水道・材工 サンユコートＳＣ－１Ｇ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091712
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 サンユコート　ＳＣ－２ＫＡ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 溶剤形ア
クリルウレタン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック

コンクリート防食工上水道・材工 サンユコートＳＣ－２ＫＡ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他
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コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091702
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ネプトライニング工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形ポリウレタ
ン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック

コンクリート防食工上水道・材工 ネプトライニング工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091704
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 Ｆライニング工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂
（環境対応型） 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック

コンクリート防食工上水道・材工 Ｆライニング工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299093002
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＮＫフレークＤＷ－Ｖ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４９適合 ビニルエステル
樹脂ＦＲＰ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＣＲＭ

コンクリート防食工上水道・材工 ＮＫフレークＤＷ－Ｖ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299090402
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ショウゼット　ＪＷＡ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポキ
シ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 昭和電工建材

コンクリート防食工上水道・材工 ショウゼットＪＷＡ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299090404
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ショウゼット　ＪＷＡ－ＥＧ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形
エポキシ樹脂＋ガラスクロス 施工規模３００ｍ２ 材工共 昭和電工建材

コンクリート防食工上水道・材工 ショウゼットＪＷＡ－ＥＧ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299090408
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ショウゼット　ＪＷＡ－ＶＥ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４９適合 ビニルエ
ステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 昭和電工建材

コンクリート防食工上水道・材工 ショウゼットＪＷＡ－ＶＥ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299090410
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 セレタック　ＪＷ工法 厚労省令適合 ポリマーセメント系塗膜防水材 施
工規模３００ｍ２ 材工共 昭和電工建材

コンクリート防食工上水道・材工 セレタックＪＷ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299090416
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ショウゼットサファイアコート１６０工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１６０適合
環境対応型水系樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 昭和電工建材

コンクリート防食工上水道・材工 ショウゼットサファイア１６０ ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299092202
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 エアタイト　Ｊ－１工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４９適合 防水防食複合ＦＲ
Ｐライニング 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工

コンクリート防食工上水道・材工 エアタイトＪ－１工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091602
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 スカイレジンアクアエポ　Ｊ－１工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶
剤形エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日化成

コンクリート防食工上水道・材工 スカイレジンアクアエポＪ１工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091604
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 スカイレジンアクアエポ　Ｊ－２工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶
剤形エポキシ樹脂＋ガラスクロス 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日化成

コンクリート防食工上水道・材工 スカイレジンアクアエポＪ２工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299092402
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 レジガード　ＷＰ－ＮＳ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポ
キシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日本塗料

コンクリート防食工上水道・材工 レジガードＷＰ－ＮＳ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299092602
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 レジテクト　ＢＴ－ＪＷ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形ポリ
ウレア樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

コンクリート防食工上水道・材工 レジテクトＢＴ－ＪＷ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299093102
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 オルタックスプレーＵＡ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 瞬間硬化型２
液混合ポリウレア樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 田島ルーフィング

コンクリート防食工上水道・材工 オルタックスプレーＵＡ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091900
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ナルコート　ＪＷ工法 厚労省令適合 特殊水性ポリエチレン樹脂 施工規
模３００ｍ２ 材工共 成瀬化学

コンクリート防食工上水道・材工 ナルコートＪＷ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091902
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ナルコート　ＪＷ１６０工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１６０適合 特殊水性ポリ
エチレン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 成瀬化学

コンクリート防食工上水道・材工 ナルコートＪＷ１６０工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299090603
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＷＩＣＣビーバー２工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポキシ
樹脂（吹付け） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日米レジン

コンクリート防食工上水道・材工 ＷＩＣＣビーバー２工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299090605
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＮＲ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂 施工規模３
００ｍ２ 材工共 日米レジン

コンクリート防食工上水道・材工 ＮＲ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他
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コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299090607
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＮＲ－Ｇ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂＋ガラ
スクロス 施工規模３００ｍ２ 材工共 日米レジン

コンクリート防食工上水道・材工 ＮＲ－Ｇ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091002
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ジックレジン　ＮＰ－１４３Ｆ工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤
形エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工上水道・材工 ジックレジンＮＰ－１４３Ｆ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091008
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＺモルタルＳ－１工法 厚労省令適合 無機質モルタル系断面修復保護工
法　繊維強化早強型 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工上水道・材工 ＺモルタルＳ－１工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091010
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＺモルタルＳ－Ｔ工法 厚労省令適合 無機質モルタル系断面修復保護工
法　ノンポリマー・ノン繊維型 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工上水道・材工 ＺモルタルＳ－Ｔ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091012
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＺモルタルＳ－ＨＢ工法 厚労省令適合 無機質モルタル系断面修復保護
工法　モルタルと含浸材とのハイブリッド型 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工上水道・材工 ＺモルタルＳ－ＨＢ工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299091014
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ジックアクア１４９工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４９適合 水道用ＦＲＰライ
ニング工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工上水道・材工 ジックアクア１４９工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299090802
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ガードプルーフコーティング工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形
エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料

コンクリート防食工上水道・材工 ガードプルーフコーティング工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299090804
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ガードプルーフライニング工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形エ
ポキシ樹脂＋ガラスクロス 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料

コンクリート防食工上水道・材工 ガードプルーフライニング工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（上水道）【公表価格】 9299092002
コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 スワエール上水システム工法 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４３適合 無溶剤形ポリ
ウレア樹脂（吹付け） 施工規模３００ｍ２ 材工共 三井化学産資

コンクリート防食工上水道・材工 スワエール上水システム工法 ｍ２ 834 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088002
コンクリート防食工（下水道） Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上　ｔ：０．２０ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２以上
壁 材工共

コンクリ防食下水Ａ種０．２　壁 エポキシ　３００以上 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088004
コンクリート防食工（下水道） Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上　ｔ：０．２０ｍｍ以上 施工規模１００ｍ２超～３
００ｍ２未満 壁 材工共

コンクリ防食下水Ａ種０．２　壁 エポキシ　１００超～３００未満 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088006
コンクリート防食工（下水道） Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上　ｔ：０．２０ｍｍ以上 施工規模５０ｍ２～１００
ｍ２以下 壁 材工共

コンクリ防食下水Ａ種０．２　壁 エポキシ　５０～１００以下 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088008
コンクリート防食工（下水道） Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上　ｔ：０．２０ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２以上
天井 材工共

コンクリ防食下水Ａ種０．２天井 エポキシ　３００以上 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088010
コンクリート防食工（下水道） Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上　ｔ：０．２０ｍｍ以上 施工規模１００ｍ２超～３
００ｍ２未満 天井 材工共

コンクリ防食下水Ａ種０．２天井 エポキシ　１００超～３００未満 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088012
コンクリート防食工（下水道） Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上　ｔ：０．２０ｍｍ以上 施工規模５０ｍ２～１００
ｍ２以下 天井 材工共

コンクリ防食下水Ａ種０．２天井 エポキシ　５０～１００以下 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088014
コンクリート防食工（下水道） Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上　ｔ：０．２０ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２以上
底部 材工共

コンクリ防食下水Ａ種０．２底部 エポキシ　３００以上 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088016
コンクリート防食工（下水道） Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上　ｔ：０．２０ｍｍ以上 施工規模１００ｍ２超～３
００ｍ２未満 底部 材工共

コンクリ防食下水Ａ種０．２底部 エポキシ　１００超～３００未満 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088018
コンクリート防食工（下水道） Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上　ｔ：０．２０ｍｍ以上 施工規模５０ｍ２～１００
ｍ２以下 底部 材工共

コンクリ防食下水Ａ種０．２底部 エポキシ　５０～１００以下 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他
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コンクリート防食工（下水道） 9299088020
コンクリート防食工（下水道） Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上　ｔ：０．２０ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２以上
役物 材工共

コンクリ防食下水Ａ種０．２役物 エポキシ　３００以上 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088022
コンクリート防食工（下水道） Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上　ｔ：０．２０ｍｍ以上 施工規模１００ｍ２超～３
００ｍ２未満 役物 材工共

コンクリ防食下水Ａ種０．２役物 エポキシ　１００超～３００未満 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088024
コンクリート防食工（下水道） Ａ種 エポキシ樹脂　塗布２回以上　ｔ：０．２０ｍｍ以上 施工規模５０ｍ２～１００
ｍ２以下 役物 材工共

コンクリ防食下水Ａ種０．２役物 エポキシ　５０～１００以下 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088026
コンクリート防食工（下水道） Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上　ｔ：０．３５ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２以上
壁 材工共

コンクリ防食下水Ｂ種０．３５壁 エポキシ　３００以上 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088028
コンクリート防食工（下水道） Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上　ｔ：０．３５ｍｍ以上 施工規模１００ｍ２超～３
００ｍ２未満 壁 材工共

コンクリ防食下水Ｂ種０．３５壁 エポキシ　１００超～３００未満 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088030
コンクリート防食工（下水道） Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上　ｔ：０．３５ｍｍ以上 施工規模５０ｍ２～１００
ｍ２以下 壁 材工共

コンクリ防食下水Ｂ種０．３５壁 エポキシ　５０～１００以下 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088032
コンクリート防食工（下水道） Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上　ｔ：０．３５ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２以上
天井 材工共

コンクリ防食下水Ｂ０．３５天井 エポキシ　３００以上 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088034
コンクリート防食工（下水道） Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上　ｔ：０．３５ｍｍ以上 施工規模１００ｍ２超～３
００ｍ２未満 天井 材工共

コンクリ防食下水Ｂ０．３５天井 エポキシ　１００超～３００未満 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088036
コンクリート防食工（下水道） Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上　ｔ：０．３５ｍｍ以上 施工規模５０ｍ２～１００
ｍ２以下 天井 材工共

コンクリ防食下水Ｂ０．３５天井 エポキシ　５０～１００以下 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088038
コンクリート防食工（下水道） Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上　ｔ：０．３５ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２以上
底部 材工共

コンクリ防食下水Ｂ０．３５底部 エポキシ　３００以上 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088040
コンクリート防食工（下水道） Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上　ｔ：０．３５ｍｍ以上 施工規模１００ｍ２超～３
００ｍ２未満 底部 材工共

コンクリ防食下水Ｂ０．３５底部 エポキシ　１００超～３００未満 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088042
コンクリート防食工（下水道） Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上　ｔ：０．３５ｍｍ以上 施工規模５０ｍ２～１００
ｍ２以下 底部 材工共

コンクリ防食下水Ｂ０．３５底部 エポキシ　５０～１００以下 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088044
コンクリート防食工（下水道） Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上　ｔ：０．３５ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２以上
役物 材工共

コンクリ防食下水Ｂ０．３５役物 エポキシ　３００以上 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088046
コンクリート防食工（下水道） Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上　ｔ：０．３５ｍｍ以上 施工規模１００ｍ２超～３
００ｍ２未満 役物 材工共

コンクリ防食下水Ｂ０．３５役物 エポキシ　１００超～３００未満 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088048
コンクリート防食工（下水道） Ｂ種 エポキシ樹脂　塗布３回以上　ｔ：０．３５ｍｍ以上 施工規模５０ｍ２～１００
ｍ２以下 役物 材工共

コンクリ防食下水Ｂ０．３５役物 エポキシ　５０～１００以下 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088050
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）１プライ積層　ｔ：０．７０ｍｍ以上 施
工規模３００ｍ２以上 壁 材工共

コンクリ防食下水Ｃ種０．７　壁 エポキシ　３００以上 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088052
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）１プライ積層　ｔ：０．７０ｍｍ以上 施
工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 壁 材工共

コンクリ防食下水Ｃ種０．７　壁 エポキシ　１００超～３００未満 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088054
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）１プライ積層　ｔ：０．７０ｍｍ以上 施
工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 壁 材工共

コンクリ防食下水Ｃ種０．７　壁 エポキシ　５０～１００以下 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他
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コンクリート防食工（下水道） 9299088056
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）１プライ積層　ｔ：０．７０ｍｍ以上 施
工規模３００ｍ２以上 天井 材工共

コンクリ防食下水Ｃ種０．７天井 エポキシ　３００以上 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088058
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）１プライ積層　ｔ：０．７０ｍｍ以上 施
工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 天井 材工共

コンクリ防食下水Ｃ種０．７天井 エポキシ　１００超～３００未満 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088060
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）１プライ積層　ｔ：０．７０ｍｍ以上 施
工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 天井 材工共

コンクリ防食下水Ｃ種０．７天井 エポキシ　５０～１００以下 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088062
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）１プライ積層　ｔ：０．７０ｍｍ以上 施
工規模３００ｍ２以上 底部 材工共

コンクリ防食下水Ｃ種０．７底部 エポキシ　３００以上 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088064
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）１プライ積層　ｔ：０．７０ｍｍ以上 施
工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 底部 材工共

コンクリ防食下水Ｃ種０．７底部 エポキシ　１００超～３００未満 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088066
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）１プライ積層　ｔ：０．７０ｍｍ以上 施
工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 底部 材工共

コンクリ防食下水Ｃ種０．７底部 エポキシ　５０～１００以下 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088068
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）１プライ積層　ｔ：０．７０ｍｍ以上 施
工規模３００ｍ２以上 役物 材工共

コンクリ防食下水Ｃ種０．７役物 エポキシ　３００以上 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088070
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）１プライ積層　ｔ：０．７０ｍｍ以上 施
工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 役物 材工共

コンクリ防食下水Ｃ種０．７役物 エポキシ　１００超～３００未満 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088072
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）１プライ積層　ｔ：０．７０ｍｍ以上 施
工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 役物 材工共

コンクリ防食下水Ｃ種０．７役物 エポキシ　５０～１００以下 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088074
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）２プライ積層　ｔ：１．３０ｍｍ以上 施
工規模３００ｍ２以上 壁 材工共

コンクリ防食下水Ｄ種１．３　壁 エポキシ　３００以上 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088076
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）２プライ積層　ｔ：１．３０ｍｍ以上 施
工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 壁 材工共

コンクリ防食下水Ｄ種１．３　壁 エポキシ　１００超～３００未満 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088078
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）２プライ積層　ｔ：１．３０ｍｍ以上 施
工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 壁 材工共

コンクリ防食下水Ｄ種１．３　壁 エポキシ　５０～１００以下 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088080
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）２プライ積層　ｔ：１．３０ｍｍ以上 施
工規模３００ｍ２以上 天井 材工共

コンクリ防食下水Ｄ種１．３天井 エポキシ　３００以上 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088082
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）２プライ積層　ｔ：１．３０ｍｍ以上 施
工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 天井 材工共

コンクリ防食下水Ｄ種１．３天井 エポキシ　１００超～３００未満 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088084
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）２プライ積層　ｔ：１．３０ｍｍ以上 施
工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 天井 材工共

コンクリ防食下水Ｄ種１．３天井 エポキシ　５０～１００以下 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088086
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）２プライ積層　ｔ：１．３０ｍｍ以上 施
工規模３００ｍ２以上 底部 材工共

コンクリ防食下水Ｄ種１．３底部 エポキシ　３００以上 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088088
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）２プライ積層　ｔ：１．３０ｍｍ以上 施
工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 底部 材工共

コンクリ防食下水Ｄ種１．３底部 エポキシ　１００超～３００未満 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088090
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）２プライ積層　ｔ：１．３０ｍｍ以上 施
工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 底部 材工共

コンクリ防食下水Ｄ種１．３底部 エポキシ　５０～１００以下 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他
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コンクリート防食工（下水道） 9299088092
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）２プライ積層　ｔ：１．３０ｍｍ以上 施
工規模３００ｍ２以上 役物 材工共

コンクリ防食下水Ｄ種１．３役物 エポキシ　３００以上 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088094
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）２プライ積層　ｔ：１．３０ｍｍ以上 施
工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 役物 材工共

コンクリ防食下水Ｄ種１．３役物 エポキシ　１００超～３００未満 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道） 9299088096
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂＋補強材（ガラスクロス）２プライ積層　ｔ：１．３０ｍｍ以上 施
工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 役物 材工共

コンクリ防食下水Ｄ種１．３役物 エポキシ　５０～１００以下 ｍ２ 835 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299081810
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ａ種 パラテックス　ＥＰ－ＧＳ－Ａ工法 厚－ エポキシ樹脂
施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業

コンクリート防食工下水道・材工 パラテックスＥＰ－ＧＳ－Ａ工法 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299081811
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ａ種 パラテックス　ＥＰ－ＧＳＸ－Ａ工法 厚－ エポキシ樹
脂　耐有機酸対応 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業

コンクリート防食工下水道・材工 パラテックスＥＰ－ＧＳＸＡ工法 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299084006
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ａ種 エアタイト　Ａ工法 厚１．０ｍｍ 防水防食複合樹脂Ｆ
ＲＰライニング 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工

コンクリート防食工下水道・材工 エアタイトＡ工法　Ａ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299084202
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ａ種 ナルコート　ＣＰ－Ａ工法 厚０．３ｍｍ 特殊水性ポリ
エチレン系樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 成瀬化学

コンクリート防食工下水道・材工 ナルコートＣＰ－Ａ工法　Ａ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299089002
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ａ種 ジックライトⅢ　Ａ工法 厚０．２ｍｍ エポキシ樹脂 施
工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工下水道・材工 ジックライト３　Ａ工法　Ａ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299089004
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ａ種 ジックレジン　ＫＧ－Ａ工法 厚０．２ｍｍ 耐有機酸性
エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工下水道・材工 ジックレジンＫＧ－Ａ工法　Ａ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299083518
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｂ種 ＤＳＫ－ＶＥ－Ｆ工法 厚０．３５ｍｍ ガラスフレーク
入りビニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

コンクリート防食工下水道・材工 ＤＳＫ－ＶＥ－Ｆ工法　Ｂ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299081812
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｂ種 パラテックス　ＥＰ－ＧＳ－Ｂ工法 厚－ エポキシ樹脂
施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業

コンクリート防食工下水道・材工 パラテックスＥＰ－ＧＳ－Ｂ工法 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299081813
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｂ種 パラテックス　ＥＰ－ＧＳＸ－Ｂ工法 厚－ エポキシ樹
脂　耐有機酸対応 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業

コンクリート防食工下水道・材工 パラテックスＥＰ－ＧＳＸＢ工法 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299085402
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｂ種 ＫＳライニング　ＫＳ９００－Ｂ 厚０．３５ｍｍ スチ
レンフリービニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 コーケン

コンクリート防食工下水道・材工 ＫＳライニング　ＫＳ９００－Ｂ ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299081014
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｂ種 ＳＲウレタンライニング　Ｂ－Ｕ工法 厚１．０ｍｍ ポ
リウレタン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック

コンクリート防食工下水道・材工 ＳＲウレタンライニングＢ－Ｕ ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299082936
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｂ種 ＮＫフレーク　Ｎ２４２Ｂ－Ｂ 厚０．３５ｍｍ ガラス
フレーク入りビニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＣＲＭ

コンクリート防食工下水道・材工 ＮＫフレークＮ２４２ＢＢ　Ｂ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299082910
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｂ種 ＮＫフレーク　ＮＳ－Ｂ工法 厚０．１８ｍｍ ノンスチ
レンビニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＣＲＭ

コンクリート防食工下水道・材工 ＮＫフレーク　ＮＳ－Ｂ工法Ｂ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299084008
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｂ種 エアタイト　Ｂ工法 厚１．０ｍｍ 防水防食複合樹脂Ｆ
ＲＰライニング 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工

コンクリート防食工下水道・材工 エアタイトＢ工法　Ｂ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299084204
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｂ種 ナルコート　ＣＰ－Ｂ工法 厚０．４ｍｍ 特殊水性ポリ
エチレン系樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 成瀬化学

コンクリート防食工下水道・材工 ナルコートＣＰ－Ｂ工法　Ｂ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他
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コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299089006
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｂ種 ジックライトⅢ　Ｂ工法 厚０．３５ｍｍ エポキシ樹脂
施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工下水道・材工 ジックライト３　Ｂ工法　Ｂ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299089008
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｂ種 ジックレジン　ＫＧ－Ｂ工法 厚０．３５ｍｍ 耐有機酸
性エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工下水道・材工 ジックレジンＫＧ－Ｂ工法　Ｂ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299089010
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｂ種 ジックコート　ＶＥ－Ｂ工法 厚０．３５ｍｍ ガラスフ
レーク入りビニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工下水道・材工 ジックコートＶＥ－Ｂ工法　Ｂ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299082406
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｂ種 タフバリア　Ｂ－２工法 厚０．３５ｍｍ ガラスフレー
ク入りビニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料

コンクリート防食工下水道・材工 タフバリアＢ－２工法　Ｂ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299083522
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 ＤＳＫ－ＶＥ－１工法 厚１．０ｍｍ ビニルエステル樹
脂＋ガラスクロス１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

コンクリート防食工下水道・材工 ＤＳＫ－ＶＥ－１工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299083426
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 エポマー　ＧＷ－２０２－Ｃ工法 厚０．７ｍｍ エポキ
シ樹脂ノンクロス仕様（素地調整Ⅰ種） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス

コンクリート防食工下水道・材工 エポマーＧＷ－２０２－Ｃ　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299083424
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 エポマー　ＧＰ－２０２－Ｃ工法 厚０．７ｍｍ エポキ
シ樹脂ノンクロス仕様（素地調整Ⅱ種） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス

コンクリート防食工下水道・材工 エポマーＧＰ－２０２－Ｃ　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299089012
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 エポマー　ＧＷ－３０３－Ｃ工法 厚０．７ｍｍ エポキ
シ樹脂ノンクロス仕様　耐有機酸対応（素地調整Ⅰ種） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス

コンクリート防食工下水道・材工 エポマーＧＷ３０３－Ｃ工法Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299089014
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 エポマー　ＧＰ－３０３－Ｃ工法 厚０．７ｍｍ エポキ
シ樹脂ノンクロス仕様　耐有機酸対応（素地調整Ⅱ種） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス

コンクリート防食工下水道・材工 エポマーＧＰ３０３－Ｃ工法Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299081814
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 パラテックス　ＥＰ－ＧＳＸ－Ｃ工法 厚－ エポキシ樹
脂　耐有機酸対応 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業

コンクリート防食工下水道・材工 パラテックスＥＰ－ＧＳＸ－Ｃ ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299085406
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 ＫＳライニング　ＫＳ１０００Ｈ－Ｃ 厚０．４５ｍｍ
スチレンフリービニルエステル樹脂（ノンクロス） 施工規模３００ｍ２ 材工共 コーケン

コンクリート防食工下水道・材工 ＫＳライニングＫＳ１０００ＨＣ ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299085404
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 ＫＳライニング　ＫＳ９００－Ｃ 厚１．０ｍｍ スチレ
ンフリービニルエステル樹脂＋ガラスクロス１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 コーケン

コンクリート防食工下水道・材工 ＫＳライニング　ＫＳ９００－Ｃ ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299083212
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 アルボン　ＬＳ－２０Ｐ 厚０．７ｍｍ １００％無溶剤
エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 三石

コンクリート防食工下水道・材工 アルボン　ＬＳ－２０Ｐ　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299081020
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 サンガードＥＰ　Ｃ工法 厚０．７ｍｍ エポキシ樹脂
（ノンクロス）　耐有機酸仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック

コンクリート防食工下水道・材工 サンガードＥＰ　Ｃ工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299081016
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 ＳＲウレタンライニング　Ｃ－Ｕ工法 厚１．５ｍｍ ポ
リウレタン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック

コンクリート防食工下水道・材工 ＳＲウレタンライニングＣ－Ｕ ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299081008
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 ＳＲセラミックコート　Ｃ－３工法 厚３．０ｍｍ セラ
ミックパウダー入りエポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック

コンクリート防食工下水道・材工 ＳＲセラミックコートＣ－３工法 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299082908
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 ＮＫフレーク　Ｎ２４２Ｂ－Ｃ工法 厚１．０ｍｍ ビニ
ルエステル樹脂＋ガラスマット１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＣＲＭ

コンクリート防食工下水道・材工 ＮＫフレークＮ２４２ＢＣ　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299082909
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 ＮＫフレーク　ＮＳ－Ｃ工法 厚０．７ｍｍ ノンスチレ
ンビニルエステル樹脂＋ガラスマットＥＭ３００ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＣＲＭ

コンクリート防食工下水道・材工 ＮＫフレークＮＳ－Ｃ工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

3014 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299083608
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 ショウゼット　Ｃ－３工法 厚２．２ｍｍ エポキシ樹脂
モルタル 施工規模３００ｍ２ 材工共 昭和電工建材

コンクリート防食工下水道・材工 ショウゼットＣ－３工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299084402
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 ＰＳライニング工法 厚１．０ｍｍ アクリル樹脂 施工規
模３００ｍ２ 材工共 ショーボンド建設

コンクリート防食工下水道・材工 ＰＳライニング工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299084604
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 シュクラ　Ｖ－１工法 厚１．０ｍｍ ＦＲＰライニング
施工規模３００ｍ２ 材工共 双和化学産業

コンクリート防食工下水道・材工 シュクラ　Ｖ－１工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299084010
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 エアタイト　Ｃ－ＶＥ工法 厚１．０ｍｍ ビニルエステ
ル樹脂＋ガラスマット１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工

コンクリート防食工下水道・材工 エアタイトＣ－ＶＥ工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299084014
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 エアタイト　Ｃ－ＶＰ工法 厚１．０ｍｍ ポリエステル
樹脂＋ガラスマット１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工

コンクリート防食工下水道・材工 エアタイトＣ－ＶＰ工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299084002
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 エアタイト　Ｃ工法 厚１．２ｍｍ 防水防食複合樹脂＋
ガラスマット１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工

コンクリート防食工下水道・材工 エアタイトＣ工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299085010
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 レジテクト　ＢＴ－Ｃ工法 厚１．８ｍｍ ポリウレア樹
脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

コンクリート防食工下水道・材工 レジテクトＢＴ－Ｃ工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299084206
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 ナルコート　ＣＰ－Ｃ工法 厚０．６ｍｍ 特殊水性ポリ
エチレン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 成瀬化学

コンクリート防食工下水道・材工 ナルコートＣＰ－Ｃ工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299082012
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 カーボンセラミック　ＪＥ－３ＣＴ 厚３．０ｍｍ セラ
ミックパウダー入りエポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工下水道・材工 カーボンセラミックＪＥ－３ＣＴ ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299089016
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 ジックライトⅢ　Ｃ工法 厚０．７ｍｍ エポキシ樹脂 施
工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工下水道・材工 ジックライト３　Ｃ工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299089018
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 ジックレジン　ＫＧ－Ｃ工法 厚０．７ｍｍ 耐有機酸性
エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工下水道・材工 ジックレジンＫＧ－Ｃ工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299089020
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 ジックコート　ＶＥ－Ｃ工法 厚１．０ｍｍ ビニルエス
テル樹脂＋ガラスマット１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工下水道・材工 ジックコートＶＥ－Ｃ工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299082410
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 タフバリア　Ｃ－２工法 厚０．８ｍｍ ビニルエステル
樹脂＋ガラスマット１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料

コンクリート防食工下水道・材工 タフバリアＣ－２工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299082412
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 タフバリア　Ｃ－３工法 厚３．０ｍｍ セラミックパウ
ダー入りエポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料

コンクリート防食工下水道・材工 タフバリアＣ－３工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299083316
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 パーミクロン　ＡＧ－Ｖ－Ｃ工法 厚１．０ｍｍ ビニル
エステル樹脂＋ガラスマット１プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ビーオーケミカル

コンクリート防食工下水道・材工 パーミクロンＡＧ－Ｖ－Ｃ工法 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299083102
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｃ種 スワエールスプレー工法 厚２．０ｍｍ ポリウレア樹脂
施工規模３００ｍ２ 材工共 三井化学産資

コンクリート防食工下水道・材工 スワエールスプレー工法　Ｃ種 ｍ２ 836 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299083526
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） ＤＳＫ－ＶＥ－２工法 厚２．
０ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスクロス２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

コンクリート防食工下水道・材工 ＤＳＫ－ＶＥ－２工法　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299083430
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） エポマー　ＧＷ－２０２－Ｄ
工法 厚１．０ｍｍ エポキシ樹脂ノンクロス仕様（素地調整Ⅰ種） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス

コンクリート防食工下水道・材工 エポマーＧＷ２０２－Ｄ工法Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

3015 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299083428
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） エポマー　ＧＰ－２０２－Ｄ
工法 厚１．０ｍｍ エポキシ樹脂ノンクロス仕様（素地調整Ⅱ種） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成アドバンス

コンクリート防食工下水道・材工 エポマーＧＰ２０２－Ｄ工法Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299089022
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） エポマー　ＧＷ－３０３－Ｄ
工法 厚１．０ｍｍ エポキシ樹脂ノンクロス仕様　耐有機酸対応（素地調整Ⅰ種） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成
アドバンス

コンクリート防食工下水道・材工 エポマーＧＷ３０３－Ｄ工法Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299089024
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） エポマー　ＧＰ－３０３－Ｄ
工法 厚１．０ｍｍ エポキシ樹脂ノンクロス仕様　耐有機酸対応（素地調整Ⅱ種） 施工規模３００ｍ２ 材工共 旭化成
アドバンス

コンクリート防食工下水道・材工 エポマーＧＰ３０３－Ｄ工法Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299081816
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） パラテックス　ＥＰ－ＧＳＸ
－Ｄ工法 厚－ エポキシ樹脂　耐有機酸対応 施工規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業

コンクリート防食工下水道・材工 パラテックスＥＰ－ＧＳＸ－Ｄ ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299085410
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） ＫＳライニング　ＫＳ１００
０Ｈ－Ｄ１ 厚０．６ｍｍ スチレンフリービニルエステル樹脂（ノンクロス） 施工規模３００ｍ２ 材工共 コーケン

コンクリート防食工下水道・材工 ＫＳライニング１０００Ｈ－Ｄ１ ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299085408
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） ＫＳライニング　ＫＳ９００
－Ｄ１ 厚２．０ｍｍ スチレンフリービニルエステル樹脂＋ガラスクロス２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 コーケ
ン

コンクリート防食工下水道・材工 ＫＳライニングＫＳ９００－Ｄ１ ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299081022
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） サンガードＥＰ　Ｄ工法 厚
１．３ｍｍ エポキシ樹脂（ノンクロス）　耐有機酸仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック

コンクリート防食工下水道・材工 サンガードＥＰ　Ｄ工法　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299081018
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） ＳＲウレタンライニング　Ｄ
－Ｕ工法 厚２．０ｍｍ ポリウレタン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック

コンクリート防食工下水道・材工 ＳＲウレタンライニングＤ－Ｕ ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299081012
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） ＳＲセラミックコート　Ｄ－
３工法 厚５．０ｍｍ セラミックパウダー入りエポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンユレック

コンクリート防食工下水道・材工 ＳＲセラミックコートＤ－３工法 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299082916
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） ＮＫフレーク　Ｎ２４２Ｂ－
Ｄ工法 厚２．０ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＣＲＭ

コンクリート防食工下水道・材工 ＮＫフレクＮ２４２ＢＤ　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299082917
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） ＮＫフレーク　ＮＳ－Ｄ工法
厚１．０ｍｍ ノンスチレンビニルエステル樹脂＋ガラスマットＥＭ４５０ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＣＲＭ

コンクリート防食工下水道・材工 ＮＫフレークＮＳ－Ｄ工法　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299083612
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） ショウゼット　Ｄ－３工法 厚
３．３ｍｍ エポキシ樹脂モルタル 施工規模３００ｍ２ 材工共 昭和電工建材

コンクリート防食工下水道・材工 ショウゼットＤ－３工法　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299084606
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） シュクラ　Ｖ－２工法 厚２．
０ｍｍ ＦＲＰライニング 施工規模３００ｍ２ 材工共 双和化学産業

コンクリート防食工下水道・材工 シュクラ　Ｖ－２工法　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299084012
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） エアタイト　Ｄ－ＶＥ工法 厚
２．０ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工

コンクリート防食工下水道・材工 エアタイトＤ－ＶＥ工法　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299084016
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） エアタイト　Ｄ－ＶＰ工法 厚
２．０ｍｍ ポリエステル樹脂＋ガラスマット２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工

コンクリート防食工下水道・材工 エアタイトＤ－ＶＰ工法　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299084004
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） エアタイト　Ｄ工法 厚２．０
ｍｍ 防水防食複合樹脂＋ガラスマット２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 大泰化工

コンクリート防食工下水道・材工 エアタイトＤ工法　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299085012
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） レジテクト　ＢＴ－Ｄ工法 厚
２．７ｍｍ ポリウレア樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

コンクリート防食工下水道・材工 レジテクトＢＴ－Ｄ工法　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299084208
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） ナルコート　ＣＰ－Ｄ１工法
厚０．８ｍｍ 特殊水性ポリエチレン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 成瀬化学

コンクリート防食工下水道・材工 ナルコートＣＰ－Ｄ１工法　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他
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コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299082014
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） カーボンセラミック　ＪＥ－
５ＣＴ 厚５．０ｍｍ セラミックパウダー入りエポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工下水道・材工 カーボンセラミックＪＥ－５ＣＴ ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299089026
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） ジックライトⅢ　Ｄ工法 厚
１．３ｍｍ エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工下水道・材工 ジックライト３　Ｄ工法　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299089028
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） ジックレジン　ＫＧ－Ｄ工法
厚１．３ｍｍ 耐有機酸性エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工下水道・材工 ジックレジンＫＧ－Ｄ工法　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299089030
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） ジックコート　ＶＥ－Ｄ工法
厚２．０ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工下水道・材工 ジックコートＶＥ－Ｄ工法　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299082416
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） タフバリア　Ｄ－２工法 厚
１．６ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料

コンクリート防食工下水道・材工 タフバリアＤ－２工法　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299082418
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） タフバリア　Ｄ－３工法 厚
５．０ｍｍ セラミックパウダー入りエポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料

コンクリート防食工下水道・材工 タフバリアＤ－３工法　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299083318
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） パーミクロン　ＡＧ－Ｖ－Ｄ
工法 厚２．０ｍｍ ビニルエステル樹脂＋ガラスマット２プライ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ビーオーケミカル

コンクリート防食工下水道・材工 パーミクロンＡＧ－Ｖ－Ｄ工法 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299083104
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（塗布型ライニング工法） スワエールスプレー工法 厚
３．０ｍｍ ポリウレア樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 三井化学産資

コンクリート防食工下水道・材工 スワエールスプレー工法　Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299084406
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（シートライニング工法） ＰＳシートライニング工法
（後貼り工法） 厚９．０ｍｍ 不飽和ポリエステル樹脂ＦＲＰ（防食タイプ） 施工規模３００ｍ２ 材工共 ショーボン
ド建設

コンクリート防食工下水道・材工 ＰＳシートライニング　防食Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

コンクリート防食工（下水道）【公表価格】 9299089032
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｄ種（シートライニング工法） ジックボード　Ｓ工法（後貼
り工法） 厚２．０ｍｍ ビニルエステル樹脂ＦＲＰ成型板（樹脂接着） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

コンクリート防食工下水道・材工 ジックボード　Ｓ工法　樹脂Ｄ種 ｍ２ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

下水道管渠更生工【公表価格】 9299081602
下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ工法 枝管φ１５０ｍｍ　ｔ２．５ｍｍ 施工規模１スパン５箇所 材工共 湘南合成樹脂製
作所

下水道管渠更生工　１スパン５ ＳＧＩＣＰ工法枝管径１５０ｍｍ 箇所 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

下水道管渠更生工【公表価格】 9299081616
下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ工法 枝管φ１５０ｍｍ　ｔ２．５ｍｍ 施工規模１スパン４箇所 材工共 湘南合成樹脂製
作所

下水道管渠更生工　１スパン４ ＳＧＩＣＰ工法枝管径１５０ｍｍ 箇所 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

下水道管渠更生工【公表価格】 9299081604 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ工法 本管φ２５０ｍｍ　ｔ４．５ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共 湘南合成樹脂製作所 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ工法本管径２５０ｍｍ ｍ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

下水道管渠更生工【公表価格】 9299081605 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ工法 本管φ３００ｍｍ　ｔ６．０ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共 湘南合成樹脂製作所 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ工法本管径３００ｍｍ ｍ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

下水道管渠更生工【公表価格】 9299081618 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ工法 本管φ４００ｍｍ　ｔ９．０ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共 湘南合成樹脂製作所 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ工法本管径４００ｍｍ ｍ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

下水道管渠更生工【公表価格】 9299081609 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ工法 本管φ５００ｍｍ　ｔ１０．５ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共 湘南合成樹脂製作所 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ工法本管径５００ｍｍ ｍ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

下水道管渠更生工【公表価格】 9299081620 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ工法 本管φ６００ｍｍ　ｔ１２．０ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共 湘南合成樹脂製作所 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ工法本管径６００ｍｍ ｍ 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

下水道管渠更生工【公表価格】 9299081622 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ－Ｍ工法 １号ＭＨ　人孔深１．５ｍ 施工規模１基 材工共 湘南合成樹脂製作所 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ－Ｍ工法１号１．５ｍ 基 837 ○ ○ 9299 土木工事その他
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下水道管渠更生工【公表価格】 9299081610 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ－Ｍ工法 １号ＭＨ　人孔深２．０ｍ 施工規模１基 材工共 湘南合成樹脂製作所 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ－Ｍ工法１号　２ｍ 基 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

下水道管渠更生工【公表価格】 9299081614 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ－Ｍ工法 ２号ＭＨ　人孔深２．５ｍ 施工規模１基 材工共 湘南合成樹脂製作所 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ－Ｍ工法２号２．５ｍ 基 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

下水道管渠更生工【公表価格】 9299081624 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ－Ｍ工法 ２号ＭＨ　人孔深３．０ｍ 施工規模１基 材工共 湘南合成樹脂製作所 下水道管渠更生工 ＳＧＩＣＰ－Ｍ工法２号　３ｍ 基 837 ○ ○ 9299 土木工事その他

のり面緑化工【公表価格】 9203020004 のり面緑化工 土壌菌工法 厚３．０ｃｍ　ラス網併用（軟岩Ⅱ） 施工規模５００ｍ２ 材工共 有効土壌菌研究所 土壌菌工法（材工）　ラス網併用 Ｔ３ｃｍ　軟岩２ ｍ２ 838 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020006
のり面緑化工 土壌菌工法 厚５．０ｃｍ　ラス網併用（軟岩Ⅰ・硬岩）　二層吹２ｃｍ／３ｃｍ 施工規模５００ｍ２
材工共 有効土壌菌研究所

土壌菌工法（材工）　ラス網併用 Ｔ５ｃｍ　軟岩１・硬岩 ｍ２ 838 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020008 のり面緑化工 緑化吹付工 ロンタイ吹付工事 ロンタイ式種子吹付工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ロンタイ ロンタイ吹付工事（材工） 種子吹付工法 ｍ２ 838 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020040 のり面緑化工 緑化吹付工 ソイルファクター工法 厚５．０ｃｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生 ソイルファクター工法（材工） Ｔ５ｃｍ ｍ２ 838 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020878 のり面緑化工 緑化吹付工 植物誘導吹付工 厚３．０ｃｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 マキノグリーン 植物誘導吹付工（材工） Ｔ３ｃｍ ｍ２ 838 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020746 のり面緑化工 緑化吹付工 植物誘導吹付工 厚５．０ｃｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 マキノグリーン 植物誘導吹付工（材工） Ｔ５ｃｍ ｍ２ 838 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020880
のり面緑化工 緑化吹付工 植物マルチ吹付工 リサイクル型シバ播種工 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 マキノグリー
ン

植物マルチ吹付工（材工） リサイクル型シバ播種工 ｍ２ 838 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020786
のり面緑化工 緑化吹付工 ウィングロック植生工法 厚１５ｃｍ　モルタル吹付面緑化　アンカー工　１本／ｍ２　穴抜
工あり 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 マキノグリーン

ウィングロック植生工法（材工） Ｔ１５ｃｍ　モルタル吹付面 ｍ２ 838 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020874
のり面緑化工 緑化吹付工 ウィングロック植生工法 法勾配１：１．０～１．２　ウイングアンカー　１本／２ｍ２　モ
ルタル吹付面緑化 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 イビデングリーンテック

ウィングロック植生工法（材工） 法勾配　１：１～１．２ ｍ２ 838 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020876
のり面緑化工 緑化吹付工 ウィングロック植生工法 法勾配１：０．８～０．９　ウイングアンカー　１本／ｍ２　モル
タル吹付面緑化 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 イビデングリーンテック

ウィングロック植生工法（材工） 法勾配　１：０．８～０．９ ｍ２ 838 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020814
のり面緑化工 緑化吹付工 ミノワグリーン工法 厚７．０ｃｍ　ラスなし（破砕費含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材工
共 グリーン産業

ミノワグリーン工法（材工） Ｔ７ｃｍ　ラスなし　破砕費含む ｍ２ 838 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020816
のり面緑化工 緑化吹付工 ミノワグリーン工法 厚１０．０ｃｍ　ラスなし（破砕費含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材
工共 グリーン産業

ミノワグリーン工法（材工） Ｔ１０ｃｍラスなし　破砕費含む ｍ２ 838 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020124 のり面緑化工 緑化吹付工 ミドリック緑化工法 Ｋ－Ａ　厚３．０ｃｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 総合開発 ミドリック緑化工法（材工） Ｋ－Ａ　Ｔ３ｃｍ ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020126 のり面緑化工 緑化吹付工 ミドリック緑化工法 Ｋ－Ｂ　厚５．０ｃｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 総合開発 ミドリック緑化工法（材工） Ｋ－Ｂ　Ｔ５ｃｍ ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020128 のり面緑化工 緑化吹付工 ミドリック緑化工法 Ｋ－Ｃ　厚７．０ｃｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 総合開発 ミドリック緑化工法（材工） Ｋ－Ｃ　Ｔ７ｃｍ ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工
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のり面緑化工【公表価格】 9203020362
のり面緑化工 緑化吹付工 ＯＳＧ工法 厚３．０ｃｍ　有機吹付岩盤緑化工法 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 日本緑
研

ＯＳＧ工法（材工） Ｔ３ｃｍ　有機吹付岩盤緑化工法 ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020364
のり面緑化工 緑化吹付工 ＯＳＧ工法 厚５．０ｃｍ　有機吹付岩盤緑化工法 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 日本緑
研

ＯＳＧ工法（材工） Ｔ５ｃｍ　有機吹付岩盤緑化工法 ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020137
のり面緑化工 緑化吹付工 ＮＫ式客土吹付緑化工法 厚３．０ｃｍ　客土吹付け（岩盤緑化工） 施工規模２，０００ｍ
２ 材工共 日本緑研

ＮＫ式客土吹付緑化工法（材工） Ｔ３ｃｍ　岩盤 ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020136
のり面緑化工 緑化吹付工 ＮＫ式客土吹付緑化工法 厚５．０ｃｍ　客土吹付け（岩盤緑化工） 施工規模２，０００ｍ
２ 材工共 日本緑研

ＮＫ式客土吹付緑化工法（材工） Ｔ５ｃｍ　岩盤 ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020134
のり面緑化工 緑化吹付工 ＮＫ式客土吹付緑化工法 厚７．０ｃｍ　客土吹付け（岩盤緑化工） 施工規模２，０００ｍ
２ 材工共 日本緑研

ＮＫ式客土吹付緑化工法（材工） Ｔ７ｃｍ　岩盤 ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020170
のり面緑化工 緑化吹付工 Ａ・Ｒ・Ｇ岩盤緑化工 厚５．０ｃｍ　岩盤緑化吹付工（金網工含む） 施工規模１，０００
ｍ２ 材工共 飛鳥

Ａ・Ｒ・Ｇ岩盤緑化工（材工） Ｔ５ｃｍ　吹付工 ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020456
のり面緑化工 緑化吹付工 ミドリナール緑化工法 厚３．０ｃｍ　厚層基材吹付工（菌根菌濃縮土使用） 施工規模１，
０００ｍ２ 材工共 技研興業

ミドリナール緑化工法（材工） Ｔ３ｃｍ　厚層基材吹付工 ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020458
のり面緑化工 緑化吹付工 ミドリナール緑化工法 厚５．０ｃｍ　厚層基材吹付工（菌根菌濃縮土使用） 施工規模１，
０００ｍ２ 材工共 技研興業

ミドリナール緑化工法（材工） Ｔ５ｃｍ　厚層基材吹付工 ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020460
のり面緑化工 緑化吹付工 ミドリナール緑化工法 厚７．０ｃｍ　厚層基材吹付工（菌根菌濃縮土使用） 施工規模１，
０００ｍ２ 材工共 技研興業

ミドリナール緑化工法（材工） Ｔ７ｃｍ　厚層基材吹付工 ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024052
のり面緑化工 緑化吹付工 三宝菌緑化システム 厚３．０ｃｍ　ライブチップ工法（伐木類リサイクル）金網工省略タイ
プ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 三邦産業

三宝菌緑化システム（材工） Ｔ３ｃｍ　ライブチップ工法 ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024054
のり面緑化工 緑化吹付工 三宝菌緑化システム 厚５．０ｃｍ　ライブチップ工法（伐木類リサイクル）金網工省略タイ
プ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 三邦産業

三宝菌緑化システム（材工） Ｔ５ｃｍ　ライブチップ工法 ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024056
のり面緑化工 緑化吹付工 三宝菌緑化システム 厚３．０ｃｍ　ネイティブソイル工法（伐木類・発生表土リサイクル）
金網工省略タイプ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 三邦産業

三宝菌緑化システム（材工） Ｔ３ｃｍ　ネイティブソイル工法 ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024058
のり面緑化工 緑化吹付工 三宝菌緑化システム 厚５．０ｃｍ　ネイティブソイル工法（伐木類・発生表土リサイクル）
金網工省略タイプ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 三邦産業

三宝菌緑化システム（材工） Ｔ５ｃｍ　ネイティブソイル工法 ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020888
のり面緑化工 緑化吹付工 ＴＢ緑化工法 厚１．０ｃｍ　緑化基礎工を除く 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 水戸グ
リーンサービス

ＴＢ緑化工法（材工） Ｔ１ｃｍ　緑化基礎工を除く ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020802
のり面緑化工 緑化吹付工 チップソイル緑化工法 厚５．０ｃｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 水戸グリーンサービ
ス

チップソイル緑化工法（材工） Ｔ５ｃｍ ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020842
のり面緑化工 緑化吹付工 ＥＭＮコート２１　土壌団粒化カチオン性客土吹付工法 厚１．０ｃｍ　植生ネット張工（Ⅰ
型）含む 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 平仲

ＥＭＮコート２１（材工） 客土吹付工法　Ｔ１ｃｍ ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020844
のり面緑化工 緑化吹付工 ＥＭＮコート２１　土壌団粒化カチオン性客土吹付工法 厚２．０ｃｍ　植生ネット張工（Ⅱ
型）含む 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 平仲

ＥＭＮコート２１（材工） 客土吹付工法　Ｔ２ｃｍ ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020846
のり面緑化工 緑化吹付工 ＥＭＮコート２１　土壌団粒化カチオン性植生基材吹付工法 厚３．０ｃｍ　ラス金網張工含
む 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 平仲

ＥＭＮコート２１（材工） 植生基材吹付工法　Ｔ３ｃｍ ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工
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のり面緑化工【公表価格】 9203020848
のり面緑化工 緑化吹付工 ＥＭＮコート２１　土壌団粒化カチオン性植生基材吹付工法 厚５．０ｃｍ　ラス金網張工含
む 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 平仲

ＥＭＮコート２１（材工） 植生基材吹付工法　Ｔ５ｃｍ ｍ２ 839 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024026
のり面緑化工 緑化吹付工 ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法 厚２．０ｃｍ　ネット類含まず 施工規模１，０００ｍ２ 材工
共 相建エンジニアリング

ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法材工 Ｔ２ｃｍ　ネット類含まず ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024028
のり面緑化工 緑化吹付工 ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法 厚３．０ｃｍ　ネット類含まず 施工規模１，０００ｍ２ 材工
共 相建エンジニアリング

ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法材工 Ｔ３ｃｍ　ネット類含まず ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024030
のり面緑化工 緑化吹付工 ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法 厚４．０ｃｍ　ネット類含まず 施工規模１，０００ｍ２ 材工
共 相建エンジニアリング

ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法材工 Ｔ４ｃｍ　ネット類含まず ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024032
のり面緑化工 緑化吹付工 ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法 厚５．０ｃｍ　ネット類含まず 施工規模１，０００ｍ２ 材工
共 相建エンジニアリング

ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法材工 Ｔ５ｃｍ　ネット類含まず ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024126
のり面緑化工 緑化吹付工 ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法 厚６．０ｃｍ　ネット類含まず 施工規模１，０００ｍ２ 材工
共 相建エンジニアリング

ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法 Ｔ６ｃｍ　ネット類含まず ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024128
のり面緑化工 緑化吹付工 ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法 厚７．０ｃｍ　ネット類含まず 施工規模１，０００ｍ２ 材工
共 相建エンジニアリング

ＲＣ抗菌性樹皮繊維緑化工法 Ｔ７ｃｍ　ネット類含まず ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020868
のり面緑化工 緑化吹付工 サングリーン工法 厚３．０ｃｍ　植生基材吹付工（金網張含む） 施工規模１，０００ｍ２
材工共 陽光建設

サングリーン工法（材工） Ｔ３ｃｍ　植生基材吹付工 ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020870
のり面緑化工 緑化吹付工 サングリーン工法 厚５．０ｃｍ　植生基材吹付工（金網張含む） 施工規模１，０００ｍ２
材工共 陽光建設

サングリーン工法（材工） Ｔ５ｃｍ　植生基材吹付工 ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020576 のり面緑化工 緑化吹付工 フラワーシステム工法 手播き 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 第一園芸 フラワーシステム工法（材工） 手播き ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020578
のり面緑化工 緑化吹付工 フラワーシステム工法 厚１．０ｃｍ　人工客土吹付け 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 第
一園芸

フラワーシステム工法（材工） Ｔ１ｃｍ　人工客土吹付け ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020580
のり面緑化工 緑化吹付工 フラワーシステム工法 厚２．０ｃｍ　人工客土吹付け 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 第
一園芸

フラワーシステム工法（材工） Ｔ２ｃｍ　人工客土吹付け ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020588
のり面緑化工 緑化吹付工 防災型高強度耐酸性工法 法面用バイオ・植生注入マット工法　Ｍ－５０型 施工規模１，０
００ｍ２ 材工共 環境技建

防災型高強度耐酸性工法（材工） 法面用バイオ　Ｍ－５０型 ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020568
のり面緑化工 緑化吹付工 防災型高強度耐酸性工法 法面用バイオ・植生注入マット工法　Ｍ－１００型 施工規模１，
０００ｍ２ 材工共 環境技建

防災型高強度耐酸性工法（材工） 法面用バイオ　Ｍ－１００型 ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020570
のり面緑化工 緑化吹付工 防災型高強度耐酸性工法 法枠用バイオ・植生注入マット工法　Ｍ－１００型 施工規模１，
０００ｍ２ 材工共 環境技建

防災型高強度耐酸性工法（材工） 法枠用バイオ　Ｍ－１００型 ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020571
のり面緑化工 緑化吹付工 防災型高強度耐酸性工法 冠水法面用バイオ・植生注入マット工法　Ｍ－１００型 施工規模
１，０００ｍ２ 材工共 環境技建

防災型高強度耐酸性工法（材工） 冠水法面用バイオ　Ｍ－１００型 ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020590
のり面緑化工 緑化吹付工 酸性土壌対応工法 バイオ・プラスターチ工法　ｔ＝３．０ｃｍ　金網張工含まず 施工規模
１，０００ｍ２ 材工共 環境技建

酸性土壌対応工法（材工） バイオ・プラスターチ　Ｔ３ｃｍ ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020592
のり面緑化工 緑化吹付工 酸性土壌対応工法 バイオ・プラスターチ工法　ｔ＝５．０ｃｍ　（岩質）金網張工含まず
施工規模１，０００ｍ２ 材工共 環境技建

酸性土壌対応工法（材工） バイオ・プラスターチ　Ｔ５ｃｍ ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工
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のり面緑化工【公表価格】 9203020326
のり面緑化工 緑化吹付工 テンソイル厚層基材吹付工法 ＡＳ－３０仕様（３．０ｃｍ）　ラス金網併用 施工規模１，
０００ｍ２ 材工共 天龍建設

テンソイル厚層基材吹付工法材工 ＡＳ－３０仕様　３ｃｍ ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020080
のり面緑化工 緑化吹付工 テンソイル厚層基材吹付工法 ＡＳ－５０仕様（５．０ｃｍ）　ラス金網併用 施工規模１，
０００ｍ２ 材工共 天龍建設

テンソイル厚層基材吹付工法材工 ＡＳ－５０仕様　５ｃｍ ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020110
のり面緑化工 緑化吹付工 キャトルバン工法 厚３．０ｃｍ　植生基材吹付工（菱形金網張工含む） 施工規模１，００
０ｍ２ 材工共 ライト工業

キャトルバン工法（材工） Ｔ３ｃｍ　植生基材吹付工 ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020112
のり面緑化工 緑化吹付工 キャトルバン工法 厚５．０ｃｍ　植生基材吹付工（菱形金網張工含む） 施工規模１，００
０ｍ２ 材工共 ライト工業

キャトルバン工法（材工） Ｔ５ｃｍ　植生基材吹付工 ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020896
のり面緑化工 緑化吹付工 ホートク緑化工法 厚３．０ｃｍ　繊維補強団粒客土吹付工（立体ネット張工含まず） 施工
規模１，０００ｍ２ 材工共 ライト工業

ホートク緑化工法（材工） Ｔ３ｃｍ繊維補強団粒客土吹付工 ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020644
のり面緑化工 緑化吹付工 ロービングソイル工法 厚３．０ｃｍ　長繊維混入団粒客土吹付工（アンカーピン打設工φ９
Ｌ＝２００ｍｍ併用） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ライト工業

ロービングソイル工法（材工） Ｔ３ｃｍ　長繊維団粒客土吹付工 ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020642
のり面緑化工 緑化吹付工 ロービングショット工法 厚５．０ｃｍ　長繊維混入植生基材吹付工（アンカーピン打設工φ
９　Ｌ＝２００ｍｍ併用） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ライト工業

ロービングショット工法（材工） Ｔ５ｃｍ　長繊維植生基材吹付工 ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020682
のり面緑化工 緑化吹付工 エコサイクル緑化工法（Ｗチップエコサイクル工法） 厚３．０ｃｍ　エコサイクルソイル又
は伐採木の堆肥化物使用リサイクル緑化工（菱形金網張工含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ライト工業

エコサイクル緑化工法（材工） Ｔ３ｃｍ　リサイクル緑化工 ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020684
のり面緑化工 緑化吹付工 エコサイクル緑化工法（Ｗチップエコサイクル工法） 厚５．０ｃｍ　エコサイクルソイル又
は伐採木の堆肥化物使用リサイクル緑化工（菱形金網張工含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ライト工業

エコサイクル緑化工法（材工） Ｔ５ｃｍ　リサイクル緑化工 ｍ２ 840 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020694
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 ＳＮ緑化万能マット張工 ラス金網併用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 新日本
緑化

ＳＮ緑化万能マット張工（材工） ラス金網併用 ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020696
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 ＳＮ緑化万能マット張工 連結施工（アンカー使用） 施工規模１，０００ｍ２ 材
工共 新日本緑化

ＳＮ緑化万能マット張工（材工） 連結施工（アンカー使用） ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020788
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 ＳＮ緑化万能マット張工 水路工（アンカー使用） 施工規模１００ｍ 材工共 新
日本緑化

ＳＮ緑化万能マット張工（材工） 水路工（アンカー使用） ｍ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020166
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 ストローマット緑化工 わら伏客土吹付け・金網併用 施工規模１，０００ｍ２ 材
工共 飛鳥

ストローマット緑化工（材工） わら伏客土吹付・金網併用 ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020194
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 リブマットグリーン工法 Ｒ－３０　厚３．０ｃｍ　金網併用　環境品 施工規模
１，０００ｍ２ 材工共 テザック

リブマットグリーン工法（材工） Ｒ－３０　Ｔ３ｃｍ　金網併用 ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020306
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 リブマットグリーン工法 Ｒ－４０　厚４．０ｃｍ　金網併用　環境品 施工規模
１，０００ｍ２ 材工共 テザック

リブマットグリーン工法（材工） Ｒ－４０　Ｔ４ｃｍ　金網併用 ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020308
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 リブマットグリーン工法 Ｒ－５０　厚５．０ｃｍ　金網併用　環境品 施工規模
１，０００ｍ２ 材工共 テザック

リブマットグリーン工法（材工） Ｒ－５０　Ｔ５ｃｍ　金網併用 ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024112
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 ダイヤマットグリーン工法 幅１ｍ×長１０ｍ　金網併用　環境品 施工規模１，
０００ｍ２ 材工共 テザック

ダイヤマットグリーン工法・材工 Ｗ１×Ｌ１０ｍ　金網併用 ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020427
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 グリーンポケット工法 標準＝Ｐ４　ポケットタイプ４型（モルタル吹付け＋植栽
工） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 高特

グリーンポケット工法（材工） Ｐ４　ポケットタイプ４型 ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工
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のり面緑化工【公表価格】 9203020428
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 グリーンポケット工法 標準＝ＰＷ　ポケットタイプワイド型（モルタル吹付け＋
植栽工） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 高特

グリーンポケット工法（材工） ＰＷ　ポケットタイプワイド型 ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020430
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 グリーンポケット工法 標準＝Ｃ３　カットタイプ３型（コンクリート吹付け＋植
栽工） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 高特

グリーンポケット工法（材工） Ｃ３　カットタイプ３型 ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020836
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 グリーンポケット工法 のり枠内緑化吹付タイプ（ＦＳ型） 施工規模１，０００
ｍ 材工共 高特

グリーンポケット工法（材工） のり枠内緑化吹付タイプ ｍ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020838
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 グリーンポケット工法 のり枠内緑化プレキャストタイプ（ＦＭ型） 施工規模
１，０００ｍ 材工共 高特

グリーンポケット工法（材工） のり枠内緑化プレキャストタイプ ｍ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024064
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 エコアップ緑化工法 森林表土採取工　ＥＵ－３０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工
共 西岡国昭建設

エコアップ緑化工法（材工） 森林表土採取工　ＥＵ－３０ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024066
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 エコアップ緑化工法 森林表土採取工　ＥＵ－５０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工
共 西岡国昭建設

エコアップ緑化工法（材工） 森林表土採取工　ＥＵ－５０ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024068
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 エコアップ緑化工法 森林表土採取工　ＥＵ－７０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工
共 西岡国昭建設

エコアップ緑化工法（材工） 森林表土採取工　ＥＵ－７０ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020587
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 バイオ・オーガニック工法 客土注入マット工法　ＢＯ－３０ 施工規模１，００
０ｍ２ 材工共 西岡国昭建設

バイオ・オーガニック工法・材工 客土注入マット工法　ＢＯ－３０ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020589
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 バイオ・オーガニック工法 客土注入マット工法　ＢＯ－５０ 施工規模１，００
０ｍ２ 材工共 西岡国昭建設

バイオ・オーガニック工法・材工 客土注入マット工法　ＢＯ－５０ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020591
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 バイオ・オーガニック工法 客土注入マット工法　ＢＯ－７０ 施工規模１，００
０ｍ２ 材工共 西岡国昭建設

バイオ・オーガニック工法・材工 客土注入マット工法　ＢＯ－７０ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020583
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 バイオ・オーガニック・フレーム工法 法枠内緑化客土注入マット工法　ＢＦ－５
０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡国昭建設

バイオオーガニックフレーム工法 法枠内緑化客土注入　ＢＦ－５０ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020585
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 バイオ・オーガニック・フレーム工法 法枠内緑化客土注入マット工法　ＢＦ－７
０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡国昭建設

バイオオーガニックフレーム工法 法枠内緑化客土注入　ＢＦ－７０ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020595
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 バイオ・オーガニック・フレーム工法 法枠内緑化客土注入マット工法　ＢＦ－１
００ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡国昭建設

バイオオーガニックフレーム工法 法枠内緑化客土注入ＢＦ－１００ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020898
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 ＫＴグリーンマット（標準型）工法 亀甲金網無し（法面清掃工を除く） 施工規
模１００ｍ２ 材工共 サンスイ・ナビコ

ＫＴグリーンマット工法（材工） 標準型　亀甲金網無し　清掃工除 ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020304
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 ＫＴグリーンマット（標準型）工法 亀甲金網併用（法面清掃工を除く） 施工規
模１００ｍ２ 材工共 サンスイ・ナビコ

ＫＴグリーンマット工法（材工） 標準型　亀甲金網併用　清掃工除 ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020305
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 ＫＴグリーンマット（ＮＷ型）工法 亀甲金網付き（法面清掃工を除く） 施工規
模１００ｍ２ 材工共 サンスイ・ナビコ

ＫＴグリーンマット工法（材工） ＮＷ型　亀甲金網付き　清掃工除 ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020766
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 金網付ワラ植生シート　ストローシート５０工 ＳＳ－５０　１．０ｍ×１０ｍ
施工規模１００ｍ２ 材工共 前田工繊

金網ワラ植生シート５０工・材工 ＳＳ－５０　１×１０ｍ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020768
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 金網付ワラ植生シート（在来種配合）　ストローシート６０Ｚ工 ＳＳ－６０Ｚ
１．０ｍ×１０ｍ 施工規模１００ｍ２ 材工共 前田工繊

金網ワラ植生シート６０Ｚ工材工 ＳＳ－６０Ｚ　１×１０ｍ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工
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のり面緑化工【公表価格】 9203020770
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 特殊被覆植生袋　マルチベースⅠ型工 ＭＢ－Ⅰ型　１．０ｍ×３．０ｍ 施工規
模１００ｍ２ 材工共 前田工繊

特殊被覆植生袋１型工（材工） ＭＢ－１型　１×３ｍ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020474
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 テンソイル客土吹付工法 ＣＳ－１０Ｔ　仕様（１．０ｃｍ）　肥料袋付きネット
（３型） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 天龍建設

テンソイル客土吹付工法（材工） ＣＳ－１０Ｔ仕様　１ｃｍ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020890
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 テンソイル客土吹付工法 ＣＳ－２０Ｔ　仕様（２．０ｃｍ）　肥料袋付きネット
（３型） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 天龍建設

テンソイル客土吹付工法（材工） ＣＳ－２０Ｔ仕様　２ｃｍ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020892
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 テンソイル客土吹付工法 ＣＳ－３０Ｔ　仕様（３．０ｃｍ）　肥料袋付きネット
（３型） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 天龍建設

テンソイル客土吹付工法（材工） ＣＳ－３０Ｔ仕様　３ｃｍ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020688
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 エコシート工法 ＥＴ－１　ｔ４．０ｍ×Ｗ２．０ｍ×Ｌ４０ｍ 施工規模８０ｍ
２ 材工共 クキ・イーアンドティー

エコシート工法（材工） ＥＴ－１　Ｔ４×Ｗ２×Ｌ４０ｍ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020690
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 エコシート工法 ＥＣ－１　ｔ４．０ｍ×Ｗ１．０ｍ×Ｌ４０ｍ 施工規模８０ｍ
２ 材工共 クキ・イーアンドティー

エコシート工法（材工） ＥＣ－１　Ｔ４×Ｗ１×Ｌ４０ｍ ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024076
のり面緑化工 緑化マット・ネット工 マザーソイルマット工法 表土利用工　表土採取条件：平坦地で伐開地 施工規模
１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

マザーソイルマット工法（材工） 表土利用工 ｍ２ 841 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020533
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　Ａタイプ　枠間隔　１．３ｍ×１．３ｍ 施工規模
１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

ソイルクリート工法（材工） Ｔ５ｃｍ　Ａタイプ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020033
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　Ｍタイプ　１５００　枠間隔　１．５ｍ×１．５ｍ
施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

ソイルクリート工法（材工） Ｔ５ｃｍ　Ｍタイプ　１５００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020473
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　Ｍタイプ　１３００　枠間隔　１．３ｍ×１．３ｍ
施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

ソイルクリート工法（材工） Ｔ５ｃｍ　Ｍタイプ　１３００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020559
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　ダイザタイプ　１５００　枠間隔　１．５ｍ×１．５
ｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

ソイルクリート工法（材工） Ｔ５ｃｍ　ダイザタイプ１５００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020558
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　ダイザタイプ　１３００　枠間隔　１．３ｍ×１．３
ｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

ソイルクリート工法（材工） Ｔ５ｃｍ　ダイザタイプ１３００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020900
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　テトラタイプ　１５００　枠間隔　１．５ｍ×１．５
ｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

ソイルクリート工法（材工） Ｔ５ｃｍ　テトラタイプ１５００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020902
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　テトラタイプ　１３００　枠間隔　１．３ｍ×１．３
ｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

ソイルクリート工法（材工） Ｔ５ｃｍ　テトラタイプ１３００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020904
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　ダイザタイプ　Ｒ１５００　枠間隔　１．５ｍ×１．
５ｍ　鉄筋挿入工併用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

ソイルクリート工法（材工） Ｔ５ｃｍダイザタイプＲ１５００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020906
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　ダイザタイプ　Ｒ１３００　枠間隔　１．３ｍ×１．
３ｍ　鉄筋挿入工併用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

ソイルクリート工法（材工） Ｔ５ｃｍダイザタイプＲ１３００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020908
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　テトラタイプ　Ｒ１５００　枠間隔　１．５ｍ×１．
５ｍ　鉄筋挿入工併用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

ソイルクリート工法（材工） Ｔ５ｃｍテトラタイプＲ１５００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020910
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ソイルクリート工法 厚５．０ｃｍ　テトラタイプ　Ｒ１３００　枠間隔　１．３ｍ×１．
３ｍ　鉄筋挿入工併用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

ソイルクリート工法（材工） Ｔ５ｃｍテトラタイプＲ１３００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工
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のり面緑化工【公表価格】 9203024078
のり面緑化工 吹付枠緑化工 サーフクリート工法 Ａタイプ　枠間隔　１．３ｍ×１．３ｍ　急勾配用 施工規模１，０
００ｍ２ 材工共 日本植生

サーフクリート工法（材工） Ａタイプ枠間隔１．３×１．３ｍ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024080
のり面緑化工 吹付枠緑化工 サーフクリート工法 Ｍタイプ　１５００　枠間隔　１．５ｍ×１．５ｍ　急勾配用 施工
規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

サーフクリート工法（材工） Ｍタイプ　１５００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024082
のり面緑化工 吹付枠緑化工 サーフクリート工法 Ｍタイプ　１３００　枠間隔　１．３ｍ×１．３ｍ　急勾配用 施工
規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

サーフクリート工法（材工） Ｍタイプ　１３００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024130
のり面緑化工 吹付枠緑化工 サーフクリート工法 ダイザタイプ　１５００　枠間隔　１．５ｍ×１．５ｍ　急勾配用
施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

サーフクリート工法（材工） ダイザタイプ　１５００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024132
のり面緑化工 吹付枠緑化工 サーフクリート工法 ダイザタイプ　１３００　枠間隔　１．３ｍ×１．３ｍ　急勾配用
施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

サーフクリート工法（材工） ダイザタイプ　１３００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024134
のり面緑化工 吹付枠緑化工 サーフクリート工法 テトラタイプ　１５００　枠間隔　１．５ｍ×１．５ｍ　急勾配用
施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

サーフクリート工法（材工） テトラタイプ　１５００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024136
のり面緑化工 吹付枠緑化工 サーフクリート工法 テトラタイプ　１３００　枠間隔　１．３ｍ×１．３ｍ　急勾配用
施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

サーフクリート工法（材工） テトラタイプ　１３００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024120
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ポットクリート工法 厚５．０ｃｍ　Ａタイプ　枠間隔　１．３ｍ×１．３ｍ　苗木工併用
施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

ポットクリート工法（材工） Ｔ５ｃｍ　Ａタイプ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024122
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ポットクリート工法 厚５．０ｃｍ　Ｍタイプ　１５００　枠間隔　１．５ｍ×１．５ｍ
苗木工併用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

ポットクリート工法（材工） Ｔ５ｃｍ　Ｍタイプ　１５００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024124
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ポットクリート工法 厚５．０ｃｍ　Ｍタイプ　１３００　枠間隔　１．３ｍ×１．３ｍ
苗木工併用 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日本植生

ポットクリート工法（材工） Ｔ５ｃｍ　Ｍタイプ　１３００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020894
のり面緑化工 吹付枠緑化工 フリーリング法枠工 エキスパンドメタル型（植生基材　ｔ＝５．０ｃｍ含む） 施工規模
５００ｍ２ 材工共 飛鳥

フリーリング法枠工（材工） エキスパンドメタル型　植生基材 ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020177
のり面緑化工 吹付枠緑化工 フリーリング法枠工 標準型（植生基材　ｔ＝５．０ｃｍ含む） 施工規模５００ｍ２ 材工
共 飛鳥

フリーリング法枠工（材工） 標準型　植生基材ｔ＝５ｃｍ含む ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020512
のり面緑化工 吹付枠緑化工 トライフレーム緑化工法 厚５．０ｃｍ　軽量法枠併用厚層基材吹付工法（緑化工　ｔ＝
５．０ｃｍ含む） 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 岡部

トライフレーム緑化工法（材工） Ｔ５ｃｍ　軽量法枠併用 ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020850
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ウッドスロープ工法 Ｗ－１５　枠高１５０ｍｍ　枠幅２００ｍｍ　縦枠ピッチ２，０００
ｍｍ（緑化工　ｔ＝３．０ｃｍ含む） 施工規模５００ｍ２ 材工共 岡部

ウッドスロープ工法（材工） Ｗ－１５　枠高１５０ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020852
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ウッドスロープ工法 Ｗ－２０　枠高２００ｍｍ　枠幅２００ｍｍ　縦枠ピッチ２，０００
ｍｍ（緑化工　ｔ＝３．０ｃｍ含む） 施工規模５００ｍ２ 材工共 岡部

ウッドスロープ工法（材工） Ｗ－２０　枠高２００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020854
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ウッドスロープ工法 Ｗ－３０　枠高３００ｍｍ　枠幅２００ｍｍ　縦枠ピッチ２，０００
ｍｍ（緑化工　ｔ＝３．０ｃｍ含む） 施工規模５００ｍ２ 材工共 岡部

ウッドスロープ工法（材工） Ｗ－３０　枠高３００ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020660
のり面緑化工 吹付枠緑化工 フィットフレーム工法 ＦＩＴ３０Ｎ－４８０　角度調整なし 施工規模２０基 材工共 フ
リー工業

フィットフレーム工法（材工） ＦＩＴ３０Ｎ－４８０ 基 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020657
のり面緑化工 吹付枠緑化工 フィットフレーム工法 ＦＩＴ３０Ｎ－７７０　角度調整なし 施工規模２０基 材工共 フ
リー工業

フィットフレーム工法（材工） ＦＩＴ３０Ｎ－７７０ 基 842 ○ ○ 9203 共通工
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のり面緑化工【公表価格】 9203020659
のり面緑化工 吹付枠緑化工 フィットフレーム工法 ＦＩＴ２５Ｎ－４８０　角度調整なし 施工規模２０基 材工共 フ
リー工業

フィットフレーム工法（材工） ＦＩＴ２５Ｎ－４８０ 基 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020740
のり面緑化工 吹付枠緑化工 フィットフレーム工法 ＦＩＴ３０Ｗ－４８０　角度調整なし 施工規模２０基 材工共 フ
リー工業

フィットフレーム工法（材工） ＦＩＴ３０Ｗ－４８０ 基 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020856
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ＧＴフレーム工法 厚３．０ｃｍ　全面緑化　枠間隔　２．０ｍ×２．０ｍ 施工規模１，
０００ｍ２ 材工共 イビデングリーンテック

ＧＴフレーム工法（材工） Ｔ３ｃｍ　全面緑化 ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020858
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ＧＴフレーム工法 厚５．０ｃｍ　全面緑化　枠間隔　２．０ｍ×２．０ｍ 施工規模１，
０００ｍ２ 材工共 イビデングリーンテック

ＧＴフレーム工法（材工） Ｔ５ｃｍ　全面緑化 ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020666
のり面緑化工 吹付枠緑化工 Ｑ＆Ｓフレーム工法 ＥＥ２００　２００×１，２００×１，２００ｍｍ（法面清掃工別
途） 施工規模１０００ｍ 材工共 サンスイ・ナビコ

Ｑ＆Ｓフレーム工法（材工） ＥＥ２００　２００×１２００ ｍ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020668
のり面緑化工 吹付枠緑化工 Ｑ＆Ｓフレーム工法 ＥＳ５００　Ｄ１６　３００Ｐ　５００×３，０００×３，０００ｍ
ｍ（法面清掃工別途） 施工規模１０００ｍ 材工共 サンスイ・ナビコ

Ｑ＆Ｓフレーム工法（材工） ＥＳ５００　５００×３０００ ｍ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020916
のり面緑化工 吹付枠緑化工 フレクションフレーム工法 アースキャッチャー　Ｓタイプ　厚５．０ｃｍ　枠間隔１．３
ｍ×１．３ｍ（短繊維は除く） 施工規模１，０００ｍ 材工共 フレクションフレーム

フレクションフレーム工法・材工 アースキャッチャーＳ　１．３ｍ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020918
のり面緑化工 吹付枠緑化工 フレクションフレーム工法 アースキャッチャー　Ｗタイプ　厚５．０ｃｍ　枠間隔１．５
ｍ×１．５ｍ（短繊維は除く） 施工規模１，０００ｍ 材工共 フレクションフレーム

フレクションフレーム工法・材工 アースキャッチャーＷ　１．５ｍ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020920
のり面緑化工 吹付枠緑化工 フレクションフレーム工法 アースキャッチャー　Ｗタイプ　厚５．０ｃｍ　枠間隔１．３
ｍ×１．３ｍ（短繊維は除く） 施工規模１，０００ｍ 材工共 フレクションフレーム

フレクションフレーム工法・材工 アースキャッチャーＷ　１．３ｍ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020922
のり面緑化工 吹付枠緑化工 フレクションフレーム工法 アースキャッチャー　Ｔタイプ　厚５．０ｃｍ　枠間隔１．５
ｍ×１．５ｍ（短繊維は除く） 施工規模１，０００ｍ 材工共 フレクションフレーム

フレクションフレーム工法・材工 アースキャッチャーＴ　１．５ｍ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024060 のり面緑化工 吹付枠緑化工 アーチフレーム工法 Ａ２００Ａ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日環工マテリアル アーチフレーム工法（材工） Ａ２００Ａ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024062 のり面緑化工 吹付枠緑化工 アーチフレーム工法 Ａ３００Ａ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 日環工マテリアル アーチフレーム工法（材工） Ａ３００Ａ ｍ２ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020720
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－１５０　１，１５０×１，１５０ｍｍ（法面清掃ラス張別途）
施工規模１，０００ｍ 材工共 福岡帝国金網工業

ヨン・フレーム工法（材工） ＦＴ１５０　１１５０×１１５０ ｍ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020722
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－２００　１，２００×１，２００ｍｍ（法面清掃ラス張別途）
施工規模１，０００ｍ 材工共 福岡帝国金網工業

ヨン・フレーム工法（材工） ＦＴ２００　１２００×１２００ ｍ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020724
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－３００　２，０００×２，０００ｍｍ（法面清掃ラス張別途）
施工規模１，０００ｍ 材工共 福岡帝国金網工業

ヨン・フレーム工法（材工） ＦＴ３００　２０００×２０００ ｍ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020726
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－４００　２，０００×２，０００ｍｍ（法面清掃ラス張別途）
施工規模１，０００ｍ 材工共 福岡帝国金網工業

ヨン・フレーム工法（材工） ＦＴ４００　２０００×２０００ ｍ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020728
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－５００　３，０００×３，０００ｍｍ（法面清掃ラス張別途）
施工規模１，０００ｍ 材工共 福岡帝国金網工業

ヨン・フレーム工法（材工） ＦＴ５００　３０００×３０００ ｍ 842 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020730
のり面緑化工 吹付枠緑化工 ヨン・フレーム工法 ＦＴ－６００　３，０００×３，０００ｍｍ（法面清掃ラス張別途）
施工規模１，０００ｍ 材工共 福岡帝国金網工業

ヨン・フレーム工法（材工） ＦＴ６００　３０００×３０００ ｍ 842 ○ ○ 9203 共通工
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のり面緑化工【公表価格】 9203020622
のり面緑化工 その他緑化工 階段植生工 ３段　法勾配　１：０．３　枠内施工・植栽穴工は別途 施工規模５００ｍ２
材工共 日本基礎技術

階段植生工（材工） ３段　法勾配１：０．３枠内施工 ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020624
のり面緑化工 その他緑化工 階段植生工 １段　法勾配　１：０．６　枠内施工・植栽穴工は別途 施工規模５００ｍ２
材工共 日本基礎技術

階段植生工（材工） １段　法勾配１：０．６枠内施工 ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020626
のり面緑化工 その他緑化工 階段植生工 １段　法勾配　１：０．８　枠内施工・植栽穴工は別途 施工規模５００ｍ２
材工共 日本基礎技術

階段植生工（材工） １段　法勾配１：０．８枠内施工 ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020536
のり面緑化工 その他緑化工 岩盤法面植栽工 Ａ－１工法　厚５．０ｃｍ　厚層基材吹付工（金網張り） 施工規模１，
０００ｍ２ 材工共 丹勝

岩盤法面植栽工（材工） Ａ－１工法　金網張り ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024094
のり面緑化工 その他緑化工 岩盤法面植栽工 Ｄ－１工法　ＴＫバン使用（苗木含まず）　１本／４ｍ２ 施工規模４０
０本 材工共 丹勝

岩盤法面植栽工（材工） Ｄ１工法ＴＫバン使用苗木含まず 本 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020138 のり面緑化工 その他緑化工 Ｃ・Ｌ・Ｓ工法 小落石のある土質 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 日本緑研 Ｃ・Ｌ・Ｓ工法（材工） 小落石のある土質 ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020162
のり面緑化工 その他緑化工 ケミコン吹付工 ４ｍ３／１００ｍ２　ポリマーモルタル（金網工含む） 施工規模１，０
００ｍ２ 材工共 飛鳥

ケミコン吹付工（材工） ４ｍ３／１００ｍ２ ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020164
のり面緑化工 その他緑化工 ケミコン吹付工 ６ｍ３／１００ｍ２　ポリマーモルタル（金網工含む） 施工規模１，０
００ｍ２ 材工共 飛鳥

ケミコン吹付工（材工） ６ｍ３／１００ｍ２ ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020710 のり面緑化工 その他緑化工 エコスロープ工法 ＥＳ２５０×１００　緑化等は別途 施工規模１００ｍ２ 材工共 岡部 エコスロープ工法（材工） ＥＳ２５０×１００　緑化等別途 ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024086 のり面緑化工 その他緑化工 ウッドチップフィルター工 φ２００　Ｌ＝４．０ｍ 施工規模３０本 材工共 タック ウッドチップフィルター工・材工 径２００　Ｌ＝４ｍ 本 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024088 のり面緑化工 その他緑化工 ウッドチップフィルター工 φ３００　Ｌ＝４．０ｍ 施工規模３０本 材工共 タック ウッドチップフィルター工・材工 径３００　Ｌ＝４ｍ 本 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020497
のり面緑化工 その他緑化工 林間マルチング工 Ｌ＝６０ｍ　ｔ＝２００ｍｍ（材料は含まず） 施工規模３００ｍ３ 材
工共 タック

林間マルチング工（工） Ｌ＝６０ｍ　Ｔ＝２００ｍｍ ｍ３ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020872
のり面緑化工 その他緑化工 法面マルチング工 法面上部より８０ｍ以内　ｔ＝１００ｍｍ（厚み補正を含む・材料は含
まず） 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 タック

法面マルチング工（材工） 法面上部８０ｍ以内Ｔ１００ｍｍ ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024092
のり面緑化工 その他緑化工 緑化マルチング工 法面上部より８０ｍ以内　ｔ＝１００ｍｍ（厚み補正を含む・材料は含
まず）　チップ６：基盤材４ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 タック

緑化マルチング工（材工） 法面上部８０ｍ以内Ｔ１００ｍｍ ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203024114
のり面緑化工 その他緑化工 バークブロワ工法Ⅰ型 厚３ｃｍ　伐採木・抜根リサイクル 施工規模１，０００ｍ２ 材工
共 池添商事，昭和マテリアル

バークブロワ工法１型（材工） Ｔ３ｃｍ　伐採木抜根リサイクル ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020860
のり面緑化工 その他緑化工 エコスパイス工法 強酸性土壌改良　対象ｐＨ（Ｈ２Ｏ２）３．６～４．０（１ｋｇ添加）
施工規模１００ｍ２ 材工共 光が丘興産

エコスパイス工法（材工） 土壌改良　ｐＨ３．６～４ ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020862
のり面緑化工 その他緑化工 エコスパイス工法 強酸性土壌改良　対象ｐＨ（Ｈ２Ｏ２）３．１～３．５（２ｋｇ添加）
施工規模１００ｍ２ 材工共 光が丘興産

エコスパイス工法（材工） 土壌改良　ｐＨ３．１～３．５ ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020864
のり面緑化工 その他緑化工 エコスパイス工法 強酸性土壌改良　対象ｐＨ（Ｈ２Ｏ２）２．６～３．０（３ｋｇ添加）
施工規模１００ｍ２ 材工共 光が丘興産

エコスパイス工法（材工） 土壌改良　ｐＨ２．６～３ ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

3026 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

のり面緑化工【公表価格】 9203020912
のり面緑化工 その他緑化工 獣害対策工（アニマルガード工） 鹿対策工　スカイクロスネット使用 施工規模１，００
０ｍ２ 材工共 日本植生

獣害対策工（アニマルガード工） 鹿対策工　スカイクロスネット ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203020914
のり面緑化工 その他緑化工 獣害対策工（アニマルガード工） 猪対策工　グランドクロスネット使用 施工規模１，０
００ｍ２ 材工共 日本植生

獣害対策工（アニマルガード工） 猪対策工　グランドクロスネット ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203021002
のり面緑化工 その他緑化工 バイオ・オーガニック・ディア工法 シカ対策工　客土注入マット工法　ＢＤ－３０ 施工
規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡国昭建設

バイオ・オーガニック・ディア ＢＤ－３０ ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203021004
のり面緑化工 その他緑化工 バイオ・オーガニック・ディア工法 シカ対策工　客土注入マット工法　ＢＤ－５０ 施工
規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡国昭建設

バイオ・オーガニック・ディア ＢＤ－５０ ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203021006
のり面緑化工 その他緑化工 バイオ・オーガニック・ディア工法 シカ対策工　客土注入マット工法　ＢＤ－７０ 施工
規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡国昭建設

バイオ・オーガニック・ディア ＢＤ－７０ ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203021008
のり面緑化工 その他緑化工 バイオ・オーガニック・フレーム・ディア工法 シカ対策工　法枠内緑化客土注入マット工
法　ＢＦＤ－３０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡国昭建設

バイオオーガニックフレムディア ＢＦＤ－３０ ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203021010
のり面緑化工 その他緑化工 バイオ・オーガニック・フレーム・ディア工法 シカ対策工　法枠内緑化客土注入マット工
法　ＢＦＤ－５０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡国昭建設

バイオオーガニックフレムディア ＢＦＤ－５０ ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

のり面緑化工【公表価格】 9203021012
のり面緑化工 その他緑化工 バイオ・オーガニック・フレーム・ディア工法 シカ対策工　法枠内緑化客土注入マット工
法　ＢＦＤ－７０ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 西岡国昭建設

バイオオーガニックフレムディア ＢＦＤ－７０ ｍ２ 843 ○ ○ 9203 共通工

特殊舗装工（関連工事）【公表価格】 9213090864
特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートガイド ３０×３０　新設Ａｓ密粒面（貼付式）　無鉛 施工規
模６０ｍ 材工共 トウペ

特殊舗装工（材工）舗装関連工事 トアエスコトガイド３０新設無鉛 ｍ 844 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（関連工事）【公表価格】 9213090866
特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートガイド ３０×３０　既設Ａｓ密粒面（貼付式）　無鉛 施工規
模６０ｍ 材工共 トウペ

特殊舗装工（材工）舗装関連工事 トアエスコトガイド３０既設無鉛 ｍ 844 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（関連工事）【公表価格】 9213090868
特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートガイド ３０×３０　Ａｓ開粒面（貼付式）　無鉛 施工規模６
０ｍ 材工共 トウペ

特殊舗装工（材工）舗装関連工事 トアエスコトガイド３０開粒無鉛 ｍ 844 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（関連工事）【公表価格】 9213090870
特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートガイド ３０×３０　特殊路面（貼付式）　無鉛 施工規模４０
ｍ 材工共 トウペ

特殊舗装工（材工）舗装関連工事 トアエスコトガイド３０特殊無鉛 ｍ 844 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（関連工事）【公表価格】 9213090872
特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートゾーン ４５×４５　新設Ａｓ密粒面 施工規模６０ｍ 材工共
トウペ

特殊舗装工（材工）舗装関連工事 トアエスコトゾーン４５新設密粒 ｍ 844 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（関連工事）【公表価格】 9213090874
特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートゾーン ４５×４５　既設Ａｓ密粒面 施工規模６０ｍ 材工共
トウペ

特殊舗装工（材工）舗装関連工事 トアエスコトゾーン４５既設密粒 ｍ 844 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（関連工事）【公表価格】 9213090730
特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートゾーン ４５×４５　Ａｓ開粒面 施工規模４５ｍ 材工共 トウ
ペ

特殊舗装工（材工）舗装関連工事 トアエスコートゾーン４５開粒面 ｍ 844 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（関連工事）【公表価格】 9213090732
特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートゾーン ４５×４５　抹消ありＡｓ密粒面 施工規模３０ｍ 材工
共 トウペ

特殊舗装工（材工）舗装関連工事 トアエスコートゾーン４５消密粒 ｍ 844 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（関連工事）【公表価格】 9213090734
特殊舗装工（関連工事） 舗装関連工事 トアエスコートゾーン ４５×４５　抹消ありＡｓ開粒面 施工規模２５ｍ 材工
共 トウペ

特殊舗装工（材工）舗装関連工事 トアエスコートゾーン４５消開粒 ｍ 844 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090270
特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 オークカラー・Ｂ 厚３０ｍｍ　赤 施工規模１，０００ｍ２
材工共 大林道路

特殊舗装工（材工）加熱型カラー オークカラー・Ｂ　Ｔ３０ｍｍ赤 ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装
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特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090271
特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 オークカラー・Ｓ 厚３０ｍｍ　黄 施工規模１，０００ｍ２
材工共 大林道路

特殊舗装工（材工）加熱型カラー オークカラー・Ｓ　Ｔ３０ｍｍ黄 ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090630
特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 クリーンカラー 厚３０ｍｍ　赤 施工規模５００ｍ２ 材工
共 鹿島道路

特殊舗装工（材工）加熱型カラー クリーンカラー　Ｔ３０ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090372
特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 ビューテックス 厚３０ｍｍ　（透水性）　自然色 施工規模
５００ｍ２ 材工共 東亜道路工業

特殊舗装工（材工）加熱型カラー ビューテックス　Ｔ３０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090318
特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 カラークスＳＳ－Ｒ 厚３０ｍｍ　レンガ色 施工規模５００
ｍ２ 材工共 日進化成

特殊舗装工（材工）加熱型カラー カラークスＳＳ－Ｒ　レンガ色 ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090320
特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 カラークスＳＳ－Ｒ 厚３０ｍｍ　緑 施工規模５００ｍ２
材工共 日進化成

特殊舗装工（材工）加熱型カラー カラークスＳＳ－Ｒ　緑 ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090110
特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 マロンポーラス 厚３０ｍｍ　（透水性）　赤茶色 施工規模
５００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ

特殊舗装工（材工）加熱型カラー マロンポーラス　Ｔ３０透水赤茶 ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090109
特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 マロンコーク 厚２５ｍｍ　コルク入り　赤茶色 施工規模５
００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ

特殊舗装工（材工）加熱型カラー マロンコーク　Ｔ２５ｍｍ　赤茶 ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090111
特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 パーフェクトカラーＭ 厚２５ｍｍ　赤 施工規模１，０００
ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ

特殊舗装工（材工）加熱型カラー パーフェクトカラーＭ　Ｔ２５赤 ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090344
特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 レインボーファルトＭＨ 厚４０ｍｍ　密粒　赤 施工規模５
００ｍ２ 材工共 日本道路

特殊舗装工（材工）加熱型カラー レインボーファルトＭＨ　Ｔ４０ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090346
特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 レインボーファルトＢ 厚４０ｍｍ　密粒　茶褐色 施工規模
５００ｍ２ 材工共 日本道路

特殊舗装工（材工）加熱型カラー レインボーファルトＢ　Ｔ４０ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090348
特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 レインボーファルトＵＰ 厚４０ｍｍ　ブラスト仕上げ　赤
施工規模５００ｍ２ 材工共 日本道路

特殊舗装工（材工）加熱型カラー レインボーファルトＵＰ　Ｔ４０ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090350
特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 レインボーファルトＲ 厚４０ｍｍ　カラー骨材散布 施工規
模５００ｍ２ 材工共 日本道路

特殊舗装工（材工）加熱型カラー レインボーファルトＲ　Ｔ４０ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090331
特殊舗装工（本工事） 加熱型カラー舗装 アスファルト系 ラシックス 厚４０ｍｍ　Ｎｏ．１０２ 施工規模５００ｍ２
材工共 明清建設工業

特殊舗装工（材工）加熱型カラー ラシックスＴ４０ｍｍＮＯ１０２ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090814
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 Ｋグランドコート １．８ｋｇ／ｍ２ 施工規模４００ｍ２ 材工
共 エコシステム

特殊舗装工（材工）常温型カラー Ｋグランドコート ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090274
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 オークカラーＭ 厚０．８ｍｍ　各色共通 施工規模２００ｍ２
材工共 大林道路

特殊舗装工（材工）常温型カラー オークカラーＭ　０．８各色共通 ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090756
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 ネイチャーコートＳＴ（開粒） ２．０ｋｇ／ｍ２　自然石風 施
工規模４００ｍ２ 材工共 東亜道路工業

特殊舗装工（材工）常温型カラー ネイチャーコートＳＴ　開粒 ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090758
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 ネイチャーコートＳＴ（密粒） ２．２ｋｇ／ｍ２　自然石風 施
工規模４００ｍ２ 材工共 東亜道路工業

特殊舗装工（材工）常温型カラー ネイチャーコートＳＴ　密粒 ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090790
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 ネイチャーコートＡＲ（開粒） ２．０ｋｇ／ｍ２　砂・土風 施
工規模４００ｍ２ 材工共 東亜道路工業

特殊舗装工（材工）常温型カラー ネイチャーコートＡＲ　開粒 ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装
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特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090792
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 ネイチャーコートＡＲ（密粒） ２．２ｋｇ／ｍ２　砂・土風 施
工規模４００ｍ２ 材工共 東亜道路工業

特殊舗装工（材工）常温型カラー ネイチャーコートＡＲ　密粒 ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090512
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 アミカラー １．５ｋｇ／ｍ２　２層塗り 施工規模３００ｍ２
材工共 常盤工業

特殊舗装工（材工）常温型カラー アミカラー　２層塗り ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090662
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 ポーラスカラー 吹付　０．８ｋｇ／ｍ２ 施工規模３００ｍ２
材工共 常盤工業

特殊舗装工（材工）常温型カラー ポーラスカラー　吹付 ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090124
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 カラーマックス 厚１．０ｍｍ　２回塗り　各色共通 施工規模２
５０ｍ２ 材工共 日進化成

特殊舗装工（材工）常温型カラー カラーマックス　Ｔ１　２回塗り ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090772
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 レインボーカラーＡ １．６ｋｇ／ｍ２　各色共通 施工規模２０
０ｍ２ 材工共 日本道路

特殊舗装工（材工）常温型カラー レインボーカラーＡ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090123
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 塗布式舗装 レインボーカラーＥ １．６ｋｇ／ｍ２　各色共通 施工規模２０
０ｍ２ 材工共 日本道路

特殊舗装工（材工）常温型カラー レインボーカラーＥ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090690
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ファイバーストーン 厚１０ｍｍ　自然石 施工規模２０
０ｍ２ 材工共 エレテック

特殊舗装工（材工）常温型カラー ファイバーストーン　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090694
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ファイバーコート 厚８ｍｍ　カラーゴム 施工規模２０
０ｍ２ 材工共 エレテック

特殊舗装工（材工）常温型カラー ファイバーコート　Ｔ８ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090696
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ファイバーコートＲ 厚８ｍｍ　カラーゴム・リサイク
ルゴム 施工規模２００ｍ２ 材工共 エレテック

特殊舗装工（材工）常温型カラー ファイバーコートＲ　Ｔ８ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090432
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ソフトペーブＣＴＲ 厚１０ｍｍ 施工規模３００ｍ２
材工共 オーエムシー

特殊舗装工（材工）常温型カラー ソフトペーブＣＴＲ　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090434
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ソフトペーブＲＣＲ 厚１０ｍｍ 施工規模３００ｍ２
材工共 オーエムシー

特殊舗装工（材工）常温型カラー ソフトペーブＲＣＲ　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090436
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 天然石ペーブ 厚１０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共
オーエムシー

特殊舗装工（材工）常温型カラー 天然石ペーブ　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090796
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 くりんかロードＡ 透水層１５ｍｍ，保水層５０ｍｍ 施
工規模２００ｍ２ 材工共 くりんか

特殊舗装工（材工）常温型カラー くりんかロードＡ保水層５０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090798
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 くりんかロードＢ 透水層１５ｍｍ，保水層６０ｍｍ 施
工規模２００ｍ２ 材工共 くりんか

特殊舗装工（材工）常温型カラー くりんかロードＢ保水層６０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090800
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 くりんかロードＣ 透水層１５ｍｍ，保水層７０ｍｍ 施
工規模２００ｍ２ 材工共 くりんか

特殊舗装工（材工）常温型カラー くりんかロードＣ保水層７０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090802
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 くりんかロードＤ 防草，保水層７０ｍｍ 施工規模２０
０ｍ２ 材工共 くりんか

特殊舗装工（材工）常温型カラー くりんかロードＤ防草保水層７０ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090803
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 くりんかロードＤ 防草，保水層１００ｍｍ 施工規模２
００ｍ２ 材工共 くりんか

特殊舗装工（材工）常温型カラー くりんかロドＤ防草保水層１００ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090660
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 彩雅 厚１０ｍｍ　自然石　樹脂系 施工規模２００ｍ２
材工共 佐藤渡辺

特殊舗装工（材工）常温型カラー 彩雅　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装
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特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090386
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 透水アクリストーン 厚１０ｍｍ　自然石　全１５色 施
工規模３００ｍ２ 材工共 大成ファインケミカル

特殊舗装工（材工）常温型カラー 透水アクリストーン　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090377
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ペンテ・ウッディ 厚３０ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材
工共 司工業

特殊舗装工（材工）常温型カラー ペンテ・ウッディ　Ｔ３０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090379
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ペンテバーク 厚２０ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工共
司工業

特殊舗装工（材工）常温型カラー ペンテバーク　Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090374
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 アートストーン 厚１０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工
共 東亜道路工業

特殊舗装工（材工）常温型カラー アートストーン　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090188
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 トキワクリンウェイ 厚１０ｍｍ　自然石 施工規模３０
０ｍ２ 材工共 常盤工業

特殊舗装工（材工）常温型カラー トキワクリンウェイ　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090162
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ポーラスグラベル 厚１０ｍｍ　自然石　エポキシ系 施
工規模１００ｍ２ 材工共 日進化成

特殊舗装工（材工）常温型カラー ポーラスグラベル　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090530
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ソフトアンツーカー 厚１０ｍｍ　黒 施工規模１００ｍ
２ 材工共 日進化成

特殊舗装工（材工）常温型カラー ソフトアンツーカーＴ１０ｍｍ黒 ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090532
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ソフトアンツーカー 厚１０ｍｍ　カラーチップ 施工規
模１００ｍ２ 材工共 日進化成

特殊舗装工（材工）常温型カラー ソフトアンツーカーＴ１０カラー ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090292
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ダオラレック 厚８．０ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工
共 日本セラウエイ

特殊舗装工（材工）常温型カラー ダオラレック　Ｔ８ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090294
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ダオラレック 厚１０ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工共
日本セラウエイ

特殊舗装工（材工）常温型カラー ダオラレック　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090352
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 レインボーミックＮＳ 厚１０ｍｍ　天然玉砂利 施工規
模２００ｍ２ 材工共 日本道路

特殊舗装工（材工）常温型カラー レインボーミックＮＳ　Ｔ１０ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090824
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ＴＮベース透水性コンクリート 表層１０ｍｍ，透水基
層１００ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工共 ファイナルマーケット

特殊舗装工（材工）常温型カラー ＴＮベース　透水基層１００ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090826
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ＴＮベース透水性コンクリート 表層１０ｍｍ，透水基
層１５０ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工共 ファイナルマーケット

特殊舗装工（材工）常温型カラー ＴＮベース　透水基層１５０ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090828
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ＴＮベース透水性コンクリート 表層１０ｍｍ，透水基
層２００ｍｍ 施工規模２００ｍ２ 材工共 ファイナルマーケット

特殊舗装工（材工）常温型カラー ＴＮベース　透水基層２００ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090830
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ＴＮベース透水性コンクリート 高排水緑化工法（人工
芝） 施工規模２００ｍ２ 材工共 ファイナルマーケット

特殊舗装工（材工）常温型カラー ＴＮベース　高排水緑化工法 ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090806
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 アーバンロック 厚８ｍｍ　天然石 施工規模１００ｍ２
材工共 ヤブ原産業

特殊舗装工（材工）常温型カラー アーバンロック　Ｔ８ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090626
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 サーファムＧＴ－Ｈ 厚１０ｍｍ　カラーチップ 施工規
模１，０００ｍ２ 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム

特殊舗装工（材工）常温型カラー サーファムＧＴ－Ｈ　Ｔ１０ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090138
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 樹脂モルタル舗装 ユーカラー 厚８．０ｍｍ　各色共通 施工規模１００ｍ２
材工共 日進化成

特殊舗装工（材工）常温型カラー ユーカラー　Ｔ８ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

3030 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090337
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 吹付式舗装 ロマンテックＡＣ アスファルト床面　標準色 施工規模５０ｍ２
材工共 日進化成

特殊舗装工（材工）常温型カラー ロマンテックＡＣ　標準色 ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090840
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 吹付式舗装 遮熱デザインスプレー 舗装面，２回吹付（型紙） 施工規模１０
０ｍ２ 材工共 フジタ道路

特殊舗装工（材工）常温型カラー 遮熱デザインスプレー ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090722
特殊舗装工（本工事） 常温型カラー舗装 吹付式舗装 マットスプレー 舗装面（ステンシル目地） 施工規模１００ｍ２
材工共 ＭＡＴ

特殊舗装工（材工）常温型カラー マットスプレー ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090072 特殊舗装工（本工事） 加熱薄層舗装 エースファルト 厚２５ｍｍ　一般用 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 日進化成 特殊舗装工（材工）加熱薄層舗装 エースファルト　Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090398 特殊舗装工（本工事） 加熱薄層舗装 薄層エスマック 厚２０ｍｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ 特殊舗装工（材工）加熱薄層舗装 薄層エスマック　Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 845 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090610
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 エコクリーンソイル 厚４０ｍｍ　土系舗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＥＣＳ
テクノ

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 エコクリーンソイルＴ４０ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090612
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 エコクリーンソイル 厚４０ｍｍ　土系舗装（法面） 施工規模３００ｍ２ 材工共
ＥＣＳテクノ

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 エコクリーンソイルＴ４０　法面 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090614
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 エコクリーンソイル 厚５０ｍｍ　土系舗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＥＣＳ
テクノ

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 エコクリーンソイルＴ５０ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090616
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 エコクリーンソイル 厚５０ｍｍ　土系舗装（法面） 施工規模３００ｍ２ 材工共
ＥＣＳテクノ

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 エコクリーンソイルＴ５０　法面 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090876
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 エコクリーンソイル 厚６０ｍｍ　土系舗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＥＣＳ
テクノ

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 エコクリーンソイルＴ６０ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090878
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 エコクリーンソイル 厚６０ｍｍ　土系舗装（法面） 施工規模３００ｍ２ 材工共
ＥＣＳテクノ

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 エコクリーンソイルＴ６０　法面 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090678 特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ハナマサ 厚３０ｍｍ　標準品 施工規模１００ｍ２ 材工共 泉工業 特殊舗装工（材工）自然色舗装他 ハナマサ　Ｔ３０ｍｍ　標準品 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090682 特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ハナマサ 厚５０ｍｍ　標準品 施工規模１００ｍ２ 材工共 泉工業 特殊舗装工（材工）自然色舗装他 ハナマサ　Ｔ５０ｍｍ　標準品 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090683 特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ハナマサ 厚５０ｍｍ　高強度品 施工規模１００ｍ２ 材工共 泉工業 特殊舗装工（材工）自然色舗装他 ハナマサ　Ｔ５０ｍｍ　高強度品 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090842
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 スタボン（防塵対策品） 厚３０ｍｍ　防草・標準 施工規模１００ｍ２ 材工共
エコーライト

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 スタボン　Ｔ３０　防草・標準 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090844
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 スタボン（防塵対策品） 厚３０ｍｍ　防草・寒冷地向 施工規模１００ｍ２ 材工
共 エコーライト

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 スタボン　Ｔ３０　防草・寒冷 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090846
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 スタボン（防塵対策品） 厚５０ｍｍ　防草・歩道・標準 施工規模１００ｍ２ 材
工共 エコーライト

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 スタボン　Ｔ５０　防草歩道標準 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090848
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 スタボン（防塵対策品） 厚５０ｍｍ　防草・歩道・寒冷地向 施工規模１００ｍ
２ 材工共 エコーライト

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 スタボン　Ｔ５０　防草歩道寒冷 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装
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特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090720 特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 アルコーサ 厚４０ｍｍ　廃瓦系舗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 ガイアート 特殊舗装工（材工）自然色舗装他 アルコーサ　Ｔ４０ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090788
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ウッドミックス 厚３０ｍｍ　破砕材利用タイプ 施工規模１００ｍ２ 材工共 岐
阜県森林組合連合会

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 ウッドミックス　破砕材利用 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090383
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ペーブサンド 厚４０ｍｍ　樹脂入り自然砂 施工規模２００ｍ２ 材工共 佐藤渡
辺

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 ペーブサンド　Ｔ４０ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090706
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ウッドクリート 厚５０ｍｍ　セメント系木質舗装 施工規模２００ｍ２ 材工共
佐藤渡辺

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 ウッドクリート　Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090524
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ウッドファイバー舗装 厚３０ｍｍ　木質系舗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 大
成ロテック

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 ウッドファイバー舗装Ｔ３０ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090040
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 Ｍ．Ｒ－７ｓサンドペイブメント工法 厚５．０ｃｍ　真砂土舗装自然砂 施工規
模３００ｍ２ 材工共 橘祥建設

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 Ｍ．Ｒ－７ｓサンドペイブメント ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090778
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 リ・アース工法 厚５０ｍｍ　プレミックスＳタイプ 施工規模３００ｍ２ 材工共
地球環境技術研究所

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 リ・アース工法　プレミックスＳ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090780
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 リ・アース工法 厚５０ｍｍ　プレミックスＨタイプ 施工規模３００ｍ２ 材工共
地球環境技術研究所

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 リ・アース工法　プレミックスＨ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090782
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 リ・アース工法 厚１０ｍｍ　ハードソイルタイプ 施工規模３００ｍ２ 材工共
地球環境技術研究所

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 リ・アース工法　ハードソイル ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090510
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 アートロードＵ 厚４０ｍｍ　土系弾性舗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 中外商
工

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 アートロードＵ　Ｔ４０ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090666 特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 プレソイル 厚４０ｍｍ　土系舗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 テラサキ 特殊舗装工（材工）自然色舗装他 プレソイル　Ｔ４０ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090668 特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 プレソイル 厚５０ｍｍ　土系舗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 テラサキ 特殊舗装工（材工）自然色舗装他 プレソイル　Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090858
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 デンカフセグラス 厚３０ｍｍ　急硬性防草固化材 施工規模１００ｍ２ 材工共
デンカ

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 デンカフセグラス　Ｔ３０ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090400
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 パーフェクトシーダー 厚４０ｍｍ　木質系（樹皮）舗装 施工規模３００ｍ２ 材
工共 ＮＩＰＰＯ

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 パーフェクトシーダーＴ４０ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090496
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 木質ＬＰ舗装 厚２０ｍｍ　フラット仕上げ 施工規模１００ｍ２ 材工共 日本体
育施設

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 木質ＬＰ　Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090039
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 スーパーフォームミック 厚４．０ｃｍ　真砂土使用 施工規模３００ｍ２ 材工共
日本道路

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 スーパーフォームミックＴ４ｃｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090834
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 防草マサスペシャルハード 厚３０ｍｍ　土系防草 施工規模２００ｍ２ 材工共
松井文ショウ堂

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 防草マサスペシャルハードＴ３０ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090836
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 防草マサスペシャルハード 厚４０ｍｍ　土系舗装 施工規模２００ｍ２ 材工共
松井文ショウ堂

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 防草マサスペシャルハードＴ４０ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

3032 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090838
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 防草マサスペシャルハード 厚５０ｍｍ　土系舗装 施工規模２００ｍ２ 材工共
松井文ショウ堂

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 防草マサスペシャルハードＴ５０ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090632
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 永土 厚３０ｍｍ　土系舗装・散水施工 施工規模１００ｍ２ 材工共 連代コンス
トラクト

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 永土　Ｔ３０土系舗装・散水施工 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090766
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 風土 厚４０ｍｍ　土系舗装・散水施工 施工規模１００ｍ２ 材工共 連代コンス
トラクト

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 風土　Ｔ４０土系舗装・散水施工 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090768
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 風土Ｓ 厚４０ｍｍ　土系舗装・ダート舗装 施工規模１００ｍ２ 材工共 連代コ
ンストラクト

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 風土Ｓ　Ｔ４０土系・ダート舗装 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090770
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 歩行用風土 厚４０ｍｍ　土系舗装 施工規模１００ｍ２ 材工共 連代コンストラ
クト

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 歩行用風土　Ｔ４０ｍｍ土系舗装 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090700
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 ガンコマサ（袋詰） 厚３０ｍｍ　真砂土防草 施工規模２５０ｍ２ 材工共 ワ
イ・ビー・ケイ工業

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 ガンコマサ袋詰　Ｔ３０ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090698
特殊舗装工（本工事） 自然色舗装他 スーパーガンコマサ（袋詰） 厚４０ｍｍ　真砂土舗装 施工規模２５０ｍ２ 材工
共 ワイ・ビー・ケイ工業

特殊舗装工（材工）自然色舗装他 スーパーガンコマサ袋詰　Ｔ４０ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090366
特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 カラーサンド 厚５０ｍｍ　ナチュラル 施工規模２００ｍ２ 材工共 三
和グランド

特殊舗装工（材工）カラーサンド 透水性スラグ　Ｔ５０ナチュラル ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090368
特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 カラーサンド 厚５０ｍｍ　カラー 施工規模２００ｍ２ 材工共 三和グ
ランド

特殊舗装工（材工）カラーサンド 透水性スラグ　Ｔ５０ｍｍカラー ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090367
特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 カラーサンド 厚７０ｍｍ　ナチュラル 施工規模２００ｍ２ 材工共 三
和グランド

特殊舗装工（材工）カラーサンド 透水性スラグ　Ｔ７０ナチュラル ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090369
特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 カラーサンド 厚７０ｍｍ　カラー 施工規模２００ｍ２ 材工共 三和グ
ランド

特殊舗装工（材工）カラーサンド 透水性スラグ　Ｔ７０ｍｍカラー ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090448
特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 カラーサンド 厚１００ｍｍ　ナチュラル 施工規模２００ｍ２ 材工共
三和グランド

特殊舗装工（材工）カラーサンド 透水性スラグＴ１００ナチュラル ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090450
特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 カラーサンド 厚１００ｍｍ　カラー 施工規模２００ｍ２ 材工共 三和
グランド

特殊舗装工（材工）カラーサンド 透水性スラグＴ１００ｍｍカラー ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090832
特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 エターナルサンド 厚５０ｍｍ　ナチュラル 施工規模２００ｍ２ 材工共
三和グランド

特殊舗装工材工エターナルサンド 透水性スラグ　Ｔ５０ナチュラル ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090470
特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 エターナルサンド 厚５０ｍｍ　カラー 施工規模２００ｍ２ 材工共 三
和グランド

特殊舗装工材工エターナルサンド 透水性スラグ　Ｔ５０ｍｍカラー ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090518
特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 エターナルサンド 厚７０ｍｍ　ナチュラル 施工規模２００ｍ２ 材工共
三和グランド

特殊舗装工材工エターナルサンド 透水性スラグ　Ｔ７０ナチュラル ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090520
特殊舗装工（本工事） 透水性高炉スラグ舗装 エターナルサンド 厚７０ｍｍ　カラー 施工規模２００ｍ２ 材工共 三
和グランド

特殊舗装工材工エターナルサンド 透水性スラグ　Ｔ７０ｍｍカラー ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090634
特殊舗装工（本工事） 保水性複合スラグ舗装 エコ・クールサンド 厚５．０ｃｍ　アーバングレー 施工規模２００ｍ
２ 材工共 三和グランド

特殊舗装工（材工）保水性スラグ エコ・クールサンド　Ｔ５グレー ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装
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特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090636
特殊舗装工（本工事） 保水性複合スラグ舗装 エコ・クールサンド 厚５．０ｃｍ　カラー 施工規模２００ｍ２ 材工共
三和グランド

特殊舗装工（材工）保水性スラグ エコ・クールサンド　Ｔ５カラー ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090638
特殊舗装工（本工事） 保水性複合スラグ舗装 エコ・クールサンド 厚７．０ｃｍ　アーバングレー 施工規模２００ｍ
２ 材工共 三和グランド

特殊舗装工（材工）保水性スラグ エコ・クールサンド　Ｔ７グレー ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090640
特殊舗装工（本工事） 保水性複合スラグ舗装 エコ・クールサンド 厚７．０ｃｍ　カラー 施工規模２００ｍ２ 材工共
三和グランド

特殊舗装工（材工）保水性スラグ エコ・クールサンド　Ｔ７カラー ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090642
特殊舗装工（本工事） 保水性複合スラグ舗装 エコ・クールサンド 厚１０．０ｃｍ　アーバングレー 施工規模２００
ｍ２ 材工共 三和グランド

特殊舗装工（材工）保水性スラグ エコ・クールサンドＴ１０グレー ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090644
特殊舗装工（本工事） 保水性複合スラグ舗装 エコ・クールサンド 厚１０．０ｃｍ　カラー 施工規模２００ｍ２ 材工
共 三和グランド

特殊舗装工（材工）保水性スラグ エコ・クールサンドＴ１０カラー ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090363
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 洗い出しＮＪＰ 厚７．０ｃｍ　透水性　玉砂利
施工規模３００ｍ２ 材工共 ガイアート

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 洗い出しＮＪＰ　Ｔ７　玉砂利 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090365
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 洗い出しＮＪＰ 厚７．０ｃｍ　透水性　白みか
げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ガイアート

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 洗い出しＮＪＰ　Ｔ７　白みかげ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090230
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 パーミアストーン 厚８．０ｃｍ　透水性洗い出
し　新五色 施工規模３００ｍ２ 材工共 佐藤渡辺

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 パーミアストーン　Ｔ８ｃｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090860
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 パーミアストーン 厚８．０ｃｍ　透水性洗い出
し　白みかげ 施工規模３００ｍ２ 材工共 佐藤渡辺

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 パーミアストーン　Ｔ８白みかげ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090246
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 プレコ床練り混み 厚２５ｍｍ　洗い出し 施工規
模３００ｍ２ 材工共 創景，テラサキ

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 プレコ床練り混み　Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090248
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 プレコ床散布 厚３５ｍｍ　洗い出し 施工規模３
００ｍ２ 材工共 創景，テラサキ

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 プレコ床散布　Ｔ３５ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090250
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 プレコ床埋め込み 厚６０ｍｍ　洗い出し 施工規
模３００ｍ２ 材工共 創景，テラサキ

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 プレコ床埋め込み　Ｔ６０ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090251
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 プレコ平面壁 厚２５ｍｍ　洗い出し 施工規模３
００ｍ２ 材工共 創景，テラサキ

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 プレコ平面壁　Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090308
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 テクストン６００ 厚８．０ｍｍ　洗い出しタイ
プ 施工規模１００ｍ２ 材工共 ヤブ原産業

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 テクストン６００　Ｔ８ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090658
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 洗い出しコンクリート舗装 テクストン８００ 厚１０ｍｍ　洗い出しタイプ
施工規模１００ｍ２ 材工共 ヤブ原産業

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 テクストン８００　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090794
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 Ｋ－グランド（Ｃ） 厚７．０ｃｍ 施工規模３００
ｍ２ 材工共 エコシステム

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 Ｋ－グランド（Ｃ）　Ｔ７ｃｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090361
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 ＮＪＰ 厚７．０ｃｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共
ガイアート

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 ＮＪＰ　Ｔ７ｃｍ　透水性 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090816
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 エコペック 厚８．０ｃｍ　人力施工 施工規模３０
０ｍ２ 材工共 鹿島道路

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 エコペック　Ｔ８ｃｍ　人力施工 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装
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特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090818
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 エコペック 厚１０ｃｍ　機械施工 施工規模６７０
ｍ２ 材工共 鹿島道路

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 エコペック　Ｔ１０ｃｍ機械施工 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090016
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 パーミアコン 厚８．０ｃｍ 施工規模３００ｍ２
材工共 佐藤渡辺

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 パーミアコン　Ｔ８ｃｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090018
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 パーミアコン 厚１０ｃｍ 施工規模３００ｍ２ 材
工共 佐藤渡辺

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 パーミアコン　Ｔ１０ｃｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090522
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 パーミアコン 厚１３ｃｍ 施工規模３００ｍ２ 材
工共 佐藤渡辺

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 パーミアコン　Ｔ１３ｃｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090020
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 パーミアコン 厚１５ｃｍ 施工規模３００ｍ２ 材
工共 佐藤渡辺

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 パーミアコン　Ｔ１５ｃｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090023
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 Ｍ．Ｒ－７ｓロックロード工法 厚７．０ｃｍ 施工
規模３００ｍ２ 材工共 橘祥建設

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 Ｍ．Ｒ－７ｓロックロード　Ｔ７ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090748
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 トウスイポラコン舗装 厚８．０ｃｍ 施工規模５０
０ｍ２ 材工共 マテラス青梅工業

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 トウスイポラコン舗装　Ｔ８ｃｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090750
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 トウスイポラコン舗装 厚１０ｃｍ 施工規模５００
ｍ２ 材工共 マテラス青梅工業

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 トウスイポラコン舗装Ｔ１０ｃｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090752
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 トウスイポラコン舗装 厚１３ｃｍ 施工規模５００
ｍ２ 材工共 マテラス青梅工業

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 トウスイポラコン舗装Ｔ１３ｃｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090754
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 透水性コンクリート舗装 トウスイポラコン舗装 厚１５ｃｍ 施工規模５００
ｍ２ 材工共 マテラス青梅工業

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 トウスイポラコン舗装Ｔ１５ｃｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090412
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 型押し式コンクリート舗装 デザインクリート コンクリート表面仕上げ 施工
規模１００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 デザインクリート ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090622
特殊舗装工（本工事） コンクリート舗装 型押し式コンクリート舗装 マットスタンプ コンクリート表面仕上げ 施工規
模１００ｍ２ 材工共 ＭＡＴ

特殊舗装工（材工）コンクリ舗装 マットスタンプ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090277
特殊舗装工（本工事） すべり止め舗装 オークカラーＬ 厚３．０ｍｍ　エポキシ樹脂系各色共通 施工規模２５０ｍ２
材工共 大林道路

特殊舗装工（材工）滑り止め舗装 オークカラーＬ　Ｔ３　エポキシ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090085 特殊舗装工（本工事） すべり止め舗装 ＫＮカラー エポキシ樹脂系 施工規模３５０ｍ２ 材工共 鹿島道路 特殊舗装工（材工）滑り止め舗装 ＫＮカラー　エポキシ樹脂系 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090082 特殊舗装工（本工事） すべり止め舗装 ディペーブ工法 ニート式エメリー使用 施工規模３５０ｍ２ 材工共 日進化成 特殊舗装工（材工）滑り止め舗装 ディペーブ工法 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090128
特殊舗装工（本工事） すべり止め舗装 リブカラー 厚３．０ｍｍ　エポキシ樹脂系 施工規模２５０ｍ２ 材工共 日進
化成

特殊舗装工（材工）滑り止め舗装 リブカラー　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090268
特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 ハイシール 厚５．０ｃｍ　１２ｌ／ｍ２　早強型 施工規模２，０００ｍ２ 材
工共 大林道路

特殊舗装工（材工）半たわみ性 ハイシール　Ｔ５ｃｍ　早強型 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090056
特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 スリーエス 厚５．０ｃｍ　１２ｌ／ｍ２　超速硬型 施工規模２，０００ｍ２
材工共 鹿島道路

特殊舗装工（材工）半たわみ性 スリーエス　Ｔ５ｃｍ　超速硬型 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装
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特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090190
特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 アラレクリート 厚５．０ｃｍ　普通型 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 佐藤
渡辺

特殊舗装工（材工）半たわみ性 アラレクリート　Ｔ５ｃｍ普通型 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090066
特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 ニューサルビア 厚５．０ｃｍ　１２ｌ／ｍ２　超速硬型 施工規模２，０００
ｍ２ 材工共 世紀東急工業

特殊舗装工（材工）半たわみ性 ニューサルビアＴ５ｃｍ超速硬型 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090059
特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 ＴＸ舗装 厚５．０ｃｍ　１２．６ｌ／ｍ２　超速硬型 施工規模２，０００ｍ
２ 材工共 大成ロテック

特殊舗装工（材工）半たわみ性 ＴＸ舗装　Ｔ５ｃｍ　超速硬型 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090314
特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 ＴＡセット 厚５．０ｃｍ　１２．６ｌ／ｍ２　超速硬型 施工規模３，０００
ｍ２ 材工共 東亜道路工業

特殊舗装工（材工）半たわみ性 ＴＡセット　Ｔ５ｃｍ　超速硬型 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090316
特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 ＴＡセット 厚５．０ｃｍ　１２．６ｌ／ｍ２　普通型 施工規模３，０００ｍ
２ 材工共 東亜道路工業

特殊舗装工（材工）半たわみ性 ＴＡセット　Ｔ５ｃｍ　普通型 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090061
特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 プレファルト 厚５．０ｃｍ　１２ｌ／ｍ２　超速硬型 施工規模１，０００ｍ
２ 材工共 常盤工業

特殊舗装工（材工）半たわみ性 プレファルト　Ｔ５ｃｍ超速硬型 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090300
特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 ポリシール 厚５．０ｃｍ　１２．６ｌ／ｍ２　普通型 施工規模２，０００ｍ
２ 材工共 ＮＩＰＰＯ

特殊舗装工（材工）半たわみ性 ポリシール　Ｔ５ｃｍ　普通型 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090053
特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 ウルトラペーブ 厚４．０ｃｍ　１０．１ｌ／ｍ２　超速硬型 施工規模２，０
００ｍ２ 材工共 日本道路

特殊舗装工（材工）半たわみ性 ウルトラペーブＴ４ｃｍ超速硬型 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090312
特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 ベアコート 厚５．０ｃｍ　１２ｌ／ｍ２　超速硬型（セットタイプ） 施工規
模２，０００ｍ２ 材工共 前田道路

特殊舗装工（材工）半たわみ性 ベアコート　Ｔ５ｃｍ　超速硬型 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090064
特殊舗装工（本工事） 半たわみ性舗装 サンシールＳＳ 厚５．０ｃｍ　１１．５ｌ／ｍ２　早強型 施工規模２，００
０ｍ２ 材工共 三井住建道路

特殊舗装工（材工）半たわみ性 サンシールＳＳ　Ｔ５ｃｍ早強型 ｍ２ 846 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090548 特殊舗装工（本工事） 排水性舗装 ハイパードレーンＳＳ 厚５．０ｃｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 鹿島道路 特殊舗装工（材工）排水性舗装 ハイパードレーンＳＳ　Ｔ５ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090580
特殊舗装工（本工事） 排水性舗装 エポック舗装 厚４．０ｃｍ　表面研磨　カラー塗布 施工規模３，０００ｍ２ 材工
共 大成ロテック

特殊舗装工（材工）排水性舗装 エポック舗装　Ｔ４ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090664 特殊舗装工（本工事） 排水性舗装 ＰＯＳＭＡＣ 厚５．０ｃｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 東亜道路工業 特殊舗装工（材工）排水性舗装 ＰＯＳＭＡＣ　Ｔ５ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090404 特殊舗装工（本工事） 排水性舗装 セーフペーブ 厚２．５ｃｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ 特殊舗装工（材工）排水性舗装 セーフペーブ　Ｔ２．５ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090414 特殊舗装工（本工事） 排水性舗装 パービアス 厚５．０ｃｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ 特殊舗装工（材工）排水性舗装 パービアス　Ｔ５ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090416
特殊舗装工（本工事） 排水性舗装 カラーパービアス 厚５．０ｃｍ　脱色ポリマー改質ＡＳ　Ｈ型　赤 施工規模３，
０００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ

特殊舗装工（材工）排水性舗装 カラーパービアス　Ｔ５ｃｍ　赤 ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090239 特殊舗装工（本工事） 排水性舗装 アメニファルト舗装 厚５．０ｃｍ 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 日本道路 特殊舗装工（材工）排水性舗装 アメニファルト舗装　Ｔ５ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090245
特殊舗装工（本工事） 排水性舗装 カラーアメニファルト舗装 厚５．０ｃｍ　赤 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 日
本道路

特殊舗装工（材工）排水性舗装 カラーアメニファルト舗装 ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装
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特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090574 特殊舗装工（本工事） 保水性舗装 アクアクール 厚５．０ｃｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 鹿島道路 特殊舗装工（材工）保水性舗装 アクアクール　Ｔ５ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090576 特殊舗装工（本工事） 保水性舗装 クールロード 厚５．０ｃｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 大成ロテック 特殊舗装工（材工）保水性舗装 クールロード　Ｔ５ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090784
特殊舗装工（本工事） 遮熱性舗装 パーフェクトクールＭ 厚５．０ｃｍ　濃灰色　ＡＳ舗装工含む 施工規模５００ｍ
２ 材工共 ＮＩＰＰＯ

特殊舗装工（材工）遮熱性舗装 パーフェクトクールＭ　Ｔ５濃灰 ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090406 特殊舗装工（本工事） 速度抑制舗装 スピードセーブ 厚５．５ｃｍ　２箇所 施工規模９００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ 特殊舗装工（材工）速度抑制舗装 スピードセーブ　Ｔ５．５ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090718 特殊舗装工（本工事） 凍結抑制舗装 フリーズアタックペーブ 厚５．０ｃｍ 施工規模７００ｍ２ 材工共 ガイアート 特殊舗装工（材工）凍結抑制舗装 フリーズアタックペーブＴ５ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090820
特殊舗装工（本工事） 凍結抑制舗装 ザペック工法タイプＧ 横グルービング，充填のみ 施工規模１５０ｍ２～ 材工共
世紀東急工業

特殊舗装工（材工）凍結抑制舗装 ザペック工法タイプＧ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090418
特殊舗装工（本工事） 凍結抑制舗装 ゴムロールド 厚５．０ｃｍ　グリップ強化表面処理仕上げ 施工規模１，５００
ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ

特殊舗装工（材工）凍結抑制舗装 ゴムロールド　Ｔ５ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090822
特殊舗装工（本工事） 型押し式カラーアスファルト舗装（単一色） アートフレーム 再加熱方式 施工規模１５０ｍ２
材工共 東亜道路工業

特殊舗装工（材工）型押し式舗装 アートフレーム　再加熱方式 ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090395
特殊舗装工（本工事） 型押し式カラーアスファルト舗装（単一色） ストリートプリント 再加熱方式 施工規模１５０
ｍ２ 材工共 トミナガコーポレーション

特殊舗装工（材工）型押し式舗装 ストリートプリント　再加熱方式 ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090394
特殊舗装工（本工事） 型押し式カラーアスファルト舗装（単一色） パターンドペーブ 厚４０ｍｍ　舗装と同時型押し
施工規模３００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ

特殊舗装工（材工）型押し式舗装 パターンドペーブ　舗装同時型押 ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090552
特殊舗装工（本工事） セメント・瀝青系路上再生路盤舗装 ＳＫＳ工法 厚１５ｃｍ　フォームドアスファルト安定処理
施工規模３，０００ｍ２ 材工共 鹿島道路

特殊舗装工（材工）路上再生路盤 ＳＫＳ工法　Ｔ１５ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090440
特殊舗装工（本工事） セメント・瀝青系路上再生路盤舗装 セメント・フォームドスタビ 厚２０ｃｍ　セメント・
フォームドアスファルト 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 日本道路

特殊舗装工（材工）路上再生路盤 セメントフォームドスタビＴ２０ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090852
特殊舗装工（本工事） リフレクションクラック抑制工 じょく層工法 ２層（６号・７号）ＳＤタイプ 施工規模１，０
００ｍ２ 材工共 東亜道路工業

特殊舗装工（材工） リフレクションクラック抑制工 ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090002 特殊舗装工（本工事） 耐流動性舗装 エスアール 厚５．０ｃｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 鹿島道路 特殊舗装工（材工）耐流動性舗装 エスアール　Ｔ５ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090554 特殊舗装工（本工事） 耐流動性舗装 スプリットマック 厚４．０ｃｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 鹿島道路 特殊舗装工（材工）耐流動性舗装 スプリットマック　Ｔ４ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090011
特殊舗装工（本工事） 耐流動性舗装 ＴＲ－ＳＭＡ 厚５．０ｃｍ　改質Ⅱ型 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 大成ロ
テック

特殊舗装工（材工）耐流動性舗装 ＴＲ－ＳＭＡ　改質２型 ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090582 特殊舗装工（本工事） 耐流動性舗装 耐キャタ舗装 厚１０．０ｃｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共 大成ロテック 特殊舗装工（材工）耐流動性舗装 耐キャタ舗装　Ｔ１０ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090004 特殊舗装工（本工事） 耐流動性舗装 エポックファルトＤ 厚５．０ｃｍ 施工規模１００ｍ２ 材工共 日進化成 特殊舗装工（材工）耐流動性舗装 エポックファルトＤ　Ｔ５ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装
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特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090408
特殊舗装工（本工事） 耐流動性舗装 エスマック 厚５．０ｃｍ　ポリマー改質ＡＳⅡ型 施工規模３，０００ｍ２ 材工
共 ＮＩＰＰＯ

特殊舗装工（材工）耐流動性舗装 エスマック　Ｔ５ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090420
特殊舗装工（本工事） 耐流動性舗装 パーフェクトカラーＭＳ 厚４．０ｃｍ　脱色ポリマー改質ＡＳⅡ型　赤 施工規
模２，０００ｍ２ 材工共 ＮＩＰＰＯ

特殊舗装工（材工）耐流動性舗装 パーフェクトカラーＭＳ　Ｔ４ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090356
特殊舗装工（本工事） 耐流動性舗装 Ｔマックスシリーズ舗装 厚５．０ｃｍ　ポリマー改質ＡＳⅡ型 施工規模２，０
００ｍ２ 材工共 日本道路

特殊舗装工（材工）耐流動性舗装 Ｔマックスシリーズ舗装Ｔ５ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090358
特殊舗装工（本工事） 耐流動性舗装 大粒径アスコン 厚１５ｃｍ　急速施工法 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 日本
道路

特殊舗装工（材工）耐流動性舗装 大粒径アスコン　Ｔ１５ｃｍ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090486
特殊舗装工（本工事） 植生ブロック工事 エコターフミニブロック ｔ＝１５０ｍｍ（客土・芝除く） 施工規模３００
ｍ２ 材工共 佐藤渡辺

特殊舗装工（材工）植生ブロック エコターフミニブロック ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090340
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＬＢ工法 φ９５０ｍｍ×１５ｃｍ　内径φ６００　調整高４．０ｃｍ 施工規模
３箇所 材工共 イトーヨーギョー

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 ＬＢ工法　径９５０ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090854
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＬＢ工法 φ９５０ｍｍ×２５ｃｍ　内径φ６００　調整高１４．０ｃｍ 施工規
模３箇所 材工共 イトーヨーギョー

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 ＬＢ工法　９５０ｍｍ×２５ｃｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090342
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＬＢ工法 φ１，１５０ｍｍ×１５ｃｍ　内径φ６００　調整高４．０ｃｍ 施工
規模３箇所 材工共 イトーヨーギョー

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 ＬＢ工法　径１１５０ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090856
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＬＢ工法 φ１，１５０ｍｍ×２５ｃｍ　内径φ６００　調整高１４．０ｃｍ 施
工規模３箇所 材工共 イトーヨーギョー

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 ＬＢ工法１１５０ｍｍ×２５ｃｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090670
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＬＢフラット工法 φ９５０ｍｍ×１５ｃｍ　内径φ６００　切削オーバーレイ
施工規模３箇所 材工共 イトーヨーギョー

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 ＬＢフラット工法　９５０×１５ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090862
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＬＢフラット工法 φ１，２００ｍｍ×１５ｃｍ　内径φ７５０　切削オーバーレ
イ 施工規模３箇所 材工共 イトーヨーギョー

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 ＬＢフラット工法１２００×１５ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090568
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 スパット工法 φ９５０ｍｍ×１５ｃｍ　調整高４ｃｍ　鉄蓋含まず 施工規模３
箇所 材工共 カンドー

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 スパット工法　径９５０ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090570
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 スパット工法 φ１，１５０ｍｍ×１５ｃｍ　調整高４ｃｍ　鉄蓋含まず 施工規
模３箇所 材工共 カンドー

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 スパット工法　径１１５０ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090656
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 スパット工法 φ１，４００ｍｍ×１５ｃｍ　調整高４ｃｍ　鉄蓋含まず 施工規
模３箇所 材工共 カンドー

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 スパット工法　径１４００ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090564
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 斜式ＳＳ工法 φ９５０～１，１５０ｍｍ　調整高４．０ｃｍ 施工規模３箇所 材
工共 サンコー

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 斜式ＳＳ工法　径９５０ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090566
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 斜式ＳＳ工法 φ１，２００～１，３５０ｍｍ　調整高４．０ｃｍ 施工規模３箇
所 材工共 サンコー

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 斜式ＳＳ工法　径１２００ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090808
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 セイフティーフラット工法 φ１，０００ｍｍ×１５ｃｍ　調整高４ｃｍ 施工規
模４箇所 材工共 シー・エス・ケエ

特殊舗装工セイフティーフラット 径１０００ｍｍ×１５ｃｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090810
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 セイフティーフラット工法 φ１，０００ｍｍ×２５ｃｍ　調整高１４ｃｍ 施工
規模４箇所 材工共 シー・エス・ケエ

特殊舗装工セイフティーフラット 径１０００ｍｍ×２５ｃｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装
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特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090556
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 パラボラ工法 φ９５０ｍｍ　調整高４．０ｃｍ　切断深１５０ｍｍ 施工規模３
箇所 材工共 セーブマシン

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 パラボラ工法　径９５０ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090557
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 パラボラ工法 φ１，２００ｍｍ　調整高４．０ｃｍ　切断深１５０ｍｍ 施工規
模３箇所 材工共 セーブマシン

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 パラボラ工法　径１２００ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090558
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 パラボラ工法 φ１，５００ｍｍ　調整高４．０ｃｍ　切断深１５０ｍｍ 施工規
模２箇所 材工共 セーブマシン

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 パラボラ工法　径１５００ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090442
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２工法 φ９５０ｍｍ×１１ｃｍ　調整高４ｃｍ　鉄蓋含まず 施工規模３箇
所 材工共 ニチレキ

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 ＭＲ２工法　径９５０ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090444
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２工法 φ１，１５０ｍｍ×１５ｃｍ　調整高４ｃｍ　鉄蓋含まず 施工規模
３箇所 材工共 ニチレキ

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 ＭＲ２工法　径１１５０ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090446
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２工法 φ１，２００ｍｍ×１５ｃｍ　調整高４ｃｍ　鉄蓋含まず 施工規模
３箇所 材工共 ニチレキ

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 ＭＲ２工法　径１２００ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090447
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２工法 φ１，４００ｍｍ×１５ｃｍ　調整高３ｃｍ　鉄蓋含まず 施工規模
３箇所 材工共 ニチレキ

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 ＭＲ２工法　径１４００ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090880
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２－ＡＢ工法 φ１，１５０ｍｍ×１５ｃｍ　鉄蓋含まず 施工規模３．５箇
所 材工共 ニチレキ

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 ＭＲ２－ＡＢ工法１１５０×１５ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090648
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２－ＡＢ工法 φ１，１５０ｍｍ×２５ｃｍ　鉄蓋含まず 施工規模３．５箇
所 材工共 ニチレキ

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 ＭＲ２－ＡＢ工法１１５０×２５ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090882
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２－ＡＢ工法 φ１，２００ｍｍ×２５ｃｍ　鉄蓋含まず 施工規模３．５箇
所 材工共 ニチレキ

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 ＭＲ２－ＡＢ工法１２００×２５ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090884
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２－ＡＢ工法 φ１，４００ｍｍ×２５ｃｍ　鉄蓋含まず 施工規模３．５箇
所 材工共 ニチレキ

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 ＭＲ２－ＡＢ工法１４００×２５ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090500
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 道路舗装人孔鉄蓋後付工法（エポ工法） φ１，０００ｍｍ×２０ｃｍ　オーバー
レイ　仮蓋無 施工規模３箇所 材工共 ハネックス・ロード

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 鉄蓋後付工法　径１０００×２０ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090502
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 道路舗装人孔鉄蓋後付工法（エポ工法） φ１，０００ｍｍ×１５ｃｍ　切削オー
バーレイ　仮蓋有 施工規模３箇所 材工共 ハネックス・ロード

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 鉄蓋後付工法　径１０００×１５ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090504
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 道路舗装人孔鉄蓋後付工法（エポ工法） φ１，１５０ｍｍ×１５ｃｍ　切削オー
バーレイ　仮蓋有 施工規模３箇所 材工共 ハネックス・ロード

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 鉄蓋後付工法　径１１５０ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090506
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 道路舗装人孔鉄蓋後付工法（エポ工法） φ１，３００ｍｍ×２５ｃｍ　切削オー
バーレイ　共同溝　仮蓋有 施工規模２箇所 材工共 ハネックス・ロード

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 鉄蓋後付工法　径１３００ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090508
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 道路舗装人孔鉄蓋後付工法（エポ工法） φ１，４００ｍｍ×２５ｃｍ　切削オー
バーレイ　共同溝　仮蓋有 施工規模２箇所 材工共 ハネックス・ロード

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 鉄蓋後付工法　径１４００ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090032
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 人孔鉄蓋維持修繕工法（エポ工法） φ１，０００ｍｍ×１５ｃｍ　下水型 施工
規模３箇所 材工共 ハネックス・ロード

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 エポ工法　径１０００ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090033
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 人孔鉄蓋維持修繕工法（エポ工法） φ１，１５０ｍｍ×１５ｃｍ　下水型 施工
規模３箇所 材工共 ハネックス・ロード

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 エポ工法　径１１５０ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装
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特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090036
特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 人孔鉄蓋維持修繕工法（エポ工法） φ１，３２０ｍｍ×２５ｃｍ　電力型 施工
規模２箇所 材工共 ハネックス・ロード

特殊舗装工（材工）人孔関連工事 エポ工法　径１３２０ｍｍ 箇所 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090812
特殊舗装工（本工事） フル・ファンクション・ペーブ 厚５．０ｃｍ　多機能型排水性舗装 施工規模２，０００ｍ２
材工共 ガイアート

特殊舗装工（材工）その他 フル・ファンクション・ペーブ ｍ２ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

特殊舗装工（本工事）【公表価格】 9213090598
特殊舗装工（本工事） ランブルストリップス 切削型注意喚起工法　幅３５０ｍｍ×深１２ｍｍ　密粒路面 施工規模
３，０００ｍ 材工共 ＮＩＰＰＯ

特殊舗装工（材工）その他 ランブルストリップス切削型注意 ｍ 847 ○ ○ 9213 道路舗装

自発光式道路鋲工【公表価格】 9215051020 自発光式道路鋲工 アポロパルス ＫＬＴ－１ＣＴ　中央線用 施工規模１０箇所 材工共 キクテック 自発光式道路鋲工（材工） アポロパルスＫＬＴ－１ＣＴ中央 箇所 848 ○ ○ 9215 道路付属施設

自発光式道路鋲工【公表価格】 9215051022 自発光式道路鋲工 アポロパルス ＫＬＴ－８Ｃ　交差点用 施工規模５箇所 材工共 キクテック 自発光式道路鋲工（材工） アポロパルスＫＬＴ－８Ｃ交差点 箇所 848 ○ ○ 9215 道路付属施設

自発光式道路鋲工【公表価格】 9215051024 自発光式道路鋲工 アポロパルス ＫＬＴ－８Ｄ　交差点用 施工規模７箇所 材工共 キクテック 自発光式道路鋲工（材工） アポロパルスＫＬＴ－８Ｄ交差点 箇所 848 ○ ○ 9215 道路付属施設

自発光式道路鋲工【公表価格】 9215051028 自発光式道路鋲工 アポロパルス ＫＬＴ－７７Ｓ　縁石用 施工規模２０箇所 材工共 キクテック 自発光式道路鋲工（材工） アポロパルスＫＬＴ－７７Ｓ縁石 箇所 848 ○ ○ 9215 道路付属施設

特殊コンクリート工【公表価格】 9299030006
特殊コンクリート工 真空コンクリート工 真空コンクリートパネル工法 昼間　平面（刷毛引き仕上げ） 施工規模１０
０ｍ２ 手間・機械 梅原建材

真空コンクリート工（工） パネル工法　昼間　平面 ｍ２ 848 ○ ○ 9299 土木工事その他

特殊コンクリート工【公表価格】 9299030008
特殊コンクリート工 真空コンクリート工 真空コンクリートパネル工法 昼間　丸型滑り止（刷毛引き仕上げ） 施工規
模１００ｍ２ 手間・機械 梅原建材

真空コンクリート工（工） パネル工法　昼間　丸型滑り止 ｍ２ 848 ○ ○ 9299 土木工事その他

特殊コンクリート工【公表価格】 9299030010
特殊コンクリート工 真空コンクリート工 真空コンクリートパネル工法 昼間　プルトップ型滑り止（刷毛引き仕上げ）
施工規模１００ｍ２ 手間・機械 梅原建材

真空コンクリート工（工） パネル工法　昼間　プルトップ型 ｍ２ 848 ○ ○ 9299 土木工事その他

落石防護柵工（高エネルギー吸収柵）【公表価
格】

9215042002
落石防護柵工（高エネルギー吸収柵） 斜面上設置 ハイジュールネット工法　ＨＪＮ－２５０ 想定吸収エネルギー：２
５０ スパン１０ｍ　柵高３．０ｍ 施工規模６０ｍ 材工共 日鉄神鋼建材

落石防護柵工　ＨＪＮ－２５０ ハイジュールネット工法　柵高３ ｍ 849 ○ ○ 9215 道路付属施設

落石防護柵工（高エネルギー吸収柵）【公表価
格】

9215042004
落石防護柵工（高エネルギー吸収柵） 斜面上設置 ハイジュールネット工法　ＨＪＮ－５００ 想定吸収エネルギー：５
００ スパン１０ｍ　柵高３．０ｍ 施工規模６０ｍ 材工共 日鉄神鋼建材

落石防護柵工　ＨＪＮ－５００ ハイジュールネット工法　柵高３ ｍ 849 ○ ○ 9215 道路付属施設

落石防護柵工（高エネルギー吸収柵）【公表価
格】

9215042006
落石防護柵工（高エネルギー吸収柵） 斜面上設置 ハイジュールネット工法　ＨＪＮ－１０００ 想定吸収エネルギー：
１，０００ スパン１０ｍ　柵高３．０ｍ 施工規模６０ｍ 材工共 日鉄神鋼建材

落石防護柵工　ＨＪＮ－１０００ ハイジュールネット工法　柵高３ ｍ 849 ○ ○ 9215 道路付属施設

落石防護柵工（高エネルギー吸収柵）【公表価
格】

9215042008
落石防護柵工（高エネルギー吸収柵） 斜面上設置 ハイジュールネット工法　ＨＪＮ－１５００ 想定吸収エネルギー：
１，５００ スパン１０ｍ　柵高３．０ｍ 施工規模６０ｍ 材工共 日鉄神鋼建材

落石防護柵工　ＨＪＮ－１５００ ハイジュールネット工法　柵高３ ｍ 849 ○ ○ 9215 道路付属施設

落石防護柵工（高エネルギー吸収柵）【公表価
格】

9215042010
落石防護柵工（高エネルギー吸収柵） 斜面上設置 ハイジュールネット工法　ＨＪＮ－２５０ 想定吸収エネルギー：２
５０ スパン１０ｍ　柵高４．０ｍ 施工規模６０ｍ 材工共 日鉄神鋼建材

落石防護柵工　ＨＪＮ－２５０ ハイジュールネット工法　柵高４ ｍ 849 ○ ○ 9215 道路付属施設

落石防護柵工（高エネルギー吸収柵）【公表価
格】

9215042012
落石防護柵工（高エネルギー吸収柵） 斜面上設置 ハイジュールネット工法　ＨＪＮ－５００ 想定吸収エネルギー：５
００ スパン１０ｍ　柵高４．０ｍ 施工規模６０ｍ 材工共 日鉄神鋼建材

落石防護柵工　ＨＪＮ－５００ ハイジュールネット工法　柵高４ ｍ 849 ○ ○ 9215 道路付属施設

落石防護柵工（高エネルギー吸収柵）【公表価
格】

9215042014
落石防護柵工（高エネルギー吸収柵） 斜面上設置 ハイジュールネット工法　ＨＪＮ－１０００ 想定吸収エネルギー：
１，０００ スパン１０ｍ　柵高４．０ｍ 施工規模６０ｍ 材工共 日鉄神鋼建材

落石防護柵工　ＨＪＮ－１０００ ハイジュールネット工法　柵高４ ｍ 849 ○ ○ 9215 道路付属施設

落石防護柵工（高エネルギー吸収柵）【公表価
格】

9215042016
落石防護柵工（高エネルギー吸収柵） 斜面上設置 ハイジュールネット工法　ＨＪＮ－１５００ 想定吸収エネルギー：
１，５００ スパン１０ｍ　柵高４．０ｍ 施工規模６０ｍ 材工共 日鉄神鋼建材

落石防護柵工　ＨＪＮ－１５００ ハイジュールネット工法　柵高４ ｍ 849 ○ ○ 9215 道路付属施設
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グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011043
グランド・コート舗装工（準全天候型） Ｐクレーコート （表面処理）コートバインダー （表層）混合土　仕上げ厚８
０ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 石黒体育施設

グランド・コート舗装工（材工） Ｐクレーコート ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011040
グランド・コート舗装工（準全天候型） アンツーカハード （表面処理）コートバインダー （表層）アンツーカ　仕上
げ厚５０ｍｍ （中層）火山砂利　仕上げ厚１００ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２
材工共 石黒体育施設

グランド・コート舗装工（材工） アンツーカハード ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011044
グランド・コート舗装工（準全天候型） グリーントップコート （表面処理）コートバインダー （表層）グリーントッ
プ　仕上げ厚３０ｍｍ （中層）グリーンベース　仕上げ厚５０ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，
５００ｍ２ 材工共 石黒体育施設

グランド・コート舗装工（材工） グリーントップコート ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011064
グランド・コート舗装工（準全天候型） プレミックスクレイ （表面処理）グランドバインダー （表層）プレミックス
クレイ　仕上げ厚１００ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 奥アンツーカ

グランド・コート舗装工（材工） プレミックスクレイ ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011002
グランド・コート舗装工（準全天候型） アンツーカネオ　Ｔ （表面処理）グランドバインダー （表層）アンツーカネ
オ　仕上げ厚５０ｍｍ （中層）火山砂利　仕上げ厚１００ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模２，００
０ｍ２ 材工共 奥アンツーカ

グランド・コート舗装工（材工） アンツーカネオ ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011006
グランド・コート舗装工（準全天候型） ニュークレイ　Ｔ （表面処理）苦汁，化粧砂 （表層）ニュークレイ　仕上げ
厚５０ｍｍ （中層）砂質ローム　仕上げ厚１００ｍｍ （下層）火山砂利　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模６００ｍ２
材工共 奥山スポーツ土木

グランド・コート舗装工（材工） ニュークレイ ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011088
グランド・コート舗装工（準全天候型） とちエコファイバー （表面処理）ハイドロコート （表層）現地土　仕上げ厚
１００ｍｍ （中層）とちエコファイバー 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 小林工業

グランド・コート舗装工（材工） とちエコファイバー ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011023
グランド・コート舗装工（準全天候型） ＪＧＳ－ＣＣクレイ舗装 （表面処理）苦汁，化粧砂 （表層）現地土　仕上げ
厚１００ｍｍ （中層）ＪＧＳ－ＣＣクレイ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 ジャパングリーンシステム

グランド・コート舗装工（材工） ＪＧＳ－ＣＣクレイ舗装 ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011034
グランド・コート舗装工（準全天候型） ソイルサイドクレー　Ｔ （表面処理）ソイルバインダー （表層）混合土　仕
上げ厚５０ｍｍ （中層）真砂土　仕上げ厚５０ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材
工共 スポーツテクノ和広

グランド・コート舗装工（材工） ソイルサイドクレー ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011038
グランド・コート舗装工（準全天候型） モストクレー　Ｔ （表面処理）ソイルバインダー （表層）混合土　仕上げ厚
５０ｍｍ （中層）真砂土　仕上げ厚５０ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 ス
ポーツテクノ和広

グランド・コート舗装工（材工） モストクレー ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011036
グランド・コート舗装工（準全天候型） グリーンダスト　Ｔ （表面処理）グリーンダスト （表層）混合土　仕上げ厚
５０ｍｍ （中層）フィルター　仕上げ厚５０ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工
共 スポーツテクノ和広

グランド・コート舗装工（材工） グリーンダスト ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011062
グランド・コート舗装工（準全天候型） アーバン・ソイレックス （表面処理）苦汁，化粧砂 （表層）アーバンソイ
レックス素地＋購入土　中層以下別途 施工規模２，０００ｍ２ 材工共 世紀東急工業

グランド・コート舗装工（材工） アーバン・ソイレックス ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011029
グランド・コート舗装工（準全天候型） ドライクレイ （表面処理）トップバインダー （表層）ドライクレイ　仕上げ
厚３０ｍｍ （中層）クレイ　仕上げ厚６０ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１５０ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共
中京スポーツ施設

グランド・コート舗装工（材工） ドライクレイ ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011072
グランド・コート舗装工（準全天候型） ハイアンツーカ （表面処理）トップバインダー （表層）ハイアンツーカ　仕
上げ厚５０ｍｍ （中層）火山砂利　仕上げ厚１００ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２
材工共 中京スポーツ施設

グランド・コート舗装工（材工） ハイアンツーカ ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011028
グランド・コート舗装工（準全天候型） グリーンサーフェイス （表面処理）トップバインダー （表層）グリーンサー
フェイス　仕上げ厚３０ｍｍ （中層）クレイ　仕上げ厚４０ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１５０ｍｍ 施工規模１，５
００ｍ２ 材工共 中京スポーツ施設

グランド・コート舗装工（材工） グリーンサーフェイス ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011090
グランド・コート舗装工（準全天候型） エコロミックス （表面処理）トップバインダー （表層）エコロミックス＋ク
レイ１００ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 中京スポーツ施設

グランド・コート舗装工（材工） エコロミックス ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011092
グランド・コート舗装工（準全天候型） 桧皮クレイ （表面処理）化粧砂，トップバインダー （表層）桧皮クレイ＋ク
レイ１００ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 中京スポーツ施設

グランド・コート舗装工（材工） 桧皮クレイ ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011018
グランド・コート舗装工（準全天候型） オイルサンド（自然色） （表面処理）化粧砂，ソイルバインダー （表層）オ
イルサンド混合土　仕上げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 東亜道路工業

グランド・コート舗装工（材工） オイルサンド ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他
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グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011026
グランド・コート舗装工（準全天候型） グリーンコート （表面処理）グランドガード （表層）グリーンコート　仕上
げ厚１００ｍｍ 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 日本体育施設

グランド・コート舗装工（材工） グリーンコート ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011094
グランド・コート舗装工（準全天候型） ソイレックス （表面処理）苦汁，化粧砂 （表層）ソイレックス＋購入土　仕
上げ厚１００ｍｍ（粒度調整真砂土） 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 ハイクレー

グランド・コート舗装工（材工） ソイレックス ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011096
グランド・コート舗装工（準全天候型） ソイレックスＰＭ （表面処理）苦汁，化粧砂 （表層）ソイレックスＰＭ　仕
上げ厚１００ｍｍ（砂質ローム混合） 施工規模１，５００ｍ２ 材工共 ハイクレー

グランド・コート舗装工（材工） ソイレックスＰＭ ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011010
グランド・コート舗装工（準全天候型） ＡＱクレイコート （表面処理）化粧砂，ケミカルバインダーＳ （表層）ＡＱ
クレイ土　仕上げ厚５０ｍｍ （中層）砂質ローム土　仕上げ厚１００ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１５０ｍｍ 施工規
模１，５００ｍ２ 材工共 長谷川体育施設

グランド・コート舗装工（材工） ＡＱクレイコート ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（準全天候型）【公表
価格】

9299011008
グランド・コート舗装工（準全天候型） グリーンサンド （表面処理）苦汁，ケミカルバインダーＳＡ （表層）グリー
ンサンド　仕上げ厚３０ｍｍ （中層）フィルター材　仕上げ厚５０ｍｍ （下層）砕石　仕上げ厚１５０ｍｍ 施工規模
１，５００ｍ２ 材工共 長谷川体育施設

グランド・コート舗装工（材工） グリーンサンド ｍ２ 850 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012060
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 パーフェクトウェザー 厚５．０ｍｍ　フルウレタン テニス
コート用 材工共 石黒体育施設

グランド・コート舗装工（材工） パーフェクトウェザー　Ｔ５ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012062
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 パーフェクトウェザー 厚１３ｍｍ　フルゴムチップウレタンエ
ンボス仕上げ 陸上トラック用 材工共 石黒体育施設

グランド・コート舗装工（材工） パーフェクトウェザー　Ｔ１３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012348
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 トップエースＣＥ 厚１３ｍｍ　エアーエンボス 陸上トラック
用 材工共 奥アンツーカ

グランド・コート舗装工（材工） トップエースＣＥ　Ｔ１３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012354
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 トップエースＣＬ 厚１３ｍｍ　ローラー・エアーエンボス 陸
上トラック用 材工共 奥アンツーカ

グランド・コート舗装工（材工） トップエースＣＬ　Ｔ１３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012356
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 トップエースＣＢ 厚１３ｍｍ　ローラー・エアーエンボス 陸
上トラック用 材工共 奥アンツーカ

グランド・コート舗装工（材工） トップエースＣＢ　Ｔ１３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012664
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 トップエースＧＣ 厚８．０ｍｍ　カラーゴムチップ 多目的グ
ランド用 材工共 奥アンツーカ

グランド・コート舗装工（材工） トップエースＧＣ　Ｔ８ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012666
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 トップエースＷＰ 厚８．０ｍｍ　透水型 陸上トラック用外周
部 材工共 奥アンツーカ

グランド・コート舗装工（材工） トップエースＷＰ　Ｔ８ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012668
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 トップエースＷＰ 厚１３ｍｍ　透水型 テニスコート用 材工共
奥アンツーカ

グランド・コート舗装工（材工） トップエースＷＰ　Ｔ１３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012670
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 トップエースＷＳ 厚８．０ｍｍ テニスコート用 材工共 奥ア
ンツーカ

グランド・コート舗装工（材工） トップエースＷＳ　Ｔ８ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012032
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 タフランコートＭ 厚５．０ｍｍ　弾性タイプ テニスコート用
材工共 奥山スポーツ土木

グランド・コート舗装工（材工） タフランコートＭ　Ｔ５ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012544
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 オリンピアトラックＲＵＴ 厚１３ｍｍ　ゴムチップウレタン非
透水 陸上トラック用 材工共 オリンピア建設

グランド・コート舗装工（材工） オリンピアトラックＲＵＴ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012546
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 オリンピアトラックＷＦＴ 厚１３ｍｍ　ゴムチップウレタン透
水 陸上トラック用 材工共 オリンピア建設

グランド・コート舗装工（材工） オリンピアトラックＷＦＴ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012600
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ラブリーチップ 厚１０ｍｍ　ゴムチップ透水型 多目的グラン
ド用 材工共 佐藤渡辺

グランド・コート舗装工（材工） ラブリーチップ　Ｔ１０ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他
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グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012502
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 アーバンタフコート 厚１０ｍｍ　透水ゴム 多目的グランド用
材工共 世紀東急工業

グランド・コート舗装工（材工） アーバンタフコート　Ｔ１０ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012318
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 アーバンタフコート 厚１５ｍｍ　透水ゴム 多目的グランド用
材工共 世紀東急工業

グランド・コート舗装工（材工） アーバンタフコート　Ｔ１５ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012034
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ＴＤソフトカラーＳＨ 厚４．０ｍｍ テニスコート用 材工共
大成ロテック

グランド・コート舗装工（材工） ＴＤソフトカラーＳＨ　Ｔ４ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012507
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ベルウェザーＧ 厚５．０ｍｍ　エンボス仕上げ テニスコート
用 材工共 中京スポーツ施設

グランド・コート舗装工（材工） ベルウェザーＧ　Ｔ５ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012509
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ベルウェザーＧ 厚１５ｍｍ　エンボス仕上げ 陸上トラック用
材工共 中京スポーツ施設

グランド・コート舗装工（材工） ベルウェザーＧ　Ｔ１５ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012056
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ニューファインコート 厚５．０ｍｍ テニスコート用 材工共
長永スポーツ工業

グランド・コート舗装工（材工） ニューファインコート　Ｔ５ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012058
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ニューファインコート 厚１３ｍｍ 陸上トラック用 材工共 長
永スポーツ工業

グランド・コート舗装工（材工） ニューファインコート　Ｔ１３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012016
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 コートエース 厚５．０ｍｍ　フルウレタン テニスコート用 材
工共 東亜道路工業

グランド・コート舗装工（材工） コートエース　Ｔ５ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012092
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 コートエース・Ｐ 厚８．０ｍｍ　透水型ウレタン テニスコー
ト用 材工共 東亜道路工業

グランド・コート舗装工（材工） コートエース・Ｐ　Ｔ８ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012048
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 トラックエース 厚１３ｍｍ 陸上トラック用 材工共 東亜道路
工業

グランド・コート舗装工（材工） トラックエース　Ｔ１３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012604
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 グリーンテックスエアーインＴ１ 厚８．０ｍｍ　ゴムチップ透
水型 陸上トラック用 材工共 常盤工業

グランド・コート舗装工（材工） グリーンテックスエアーインＴ１ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012606
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 グリーンテックスエアーインＴ２ 厚１０ｍｍ　ゴムチップ非透
水型 陸上トラック用 材工共 常盤工業

グランド・コート舗装工（材工） グリーンテックスエアーインＴ２ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012608
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 グリーンテックスエアーインＧＳ 厚１０ｍｍ　ゴムチップ透水
型 多目的グランド用 材工共 常盤工業

グランド・コート舗装工（材工） グリーンテックスエアーインＧＳ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012610
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 グリーンテックスエアーインＧＤ 厚１０ｍｍ　ゴムチップ透水
型 多目的グランド用 材工共 常盤工業

グランド・コート舗装工（材工） グリーンテックスエアーインＧＤ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012612
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 グリーンテックスエアーインマーブル 厚１０ｍｍ　ゴムチップ
透水型 多目的グランド用 材工共 常盤工業

グランド・コート舗装工（材工） グリーンテックスエアーインマー ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012381
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 レオタンαエンボス 厚１３ｍｍ　エンボス仕上げ（Ｒタイプ）
陸上トラック用 材工共 日本体育施設

グランド・コート舗装工（材工） レオタンαエンボス　Ｒタイプ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012382
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 レオタンαエンボス 厚１３ｍｍ　エンボス仕上げ 陸上トラッ
ク用 材工共 日本体育施設

グランド・コート舗装工（材工） レオタンαエンボス ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012073
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 レオタン 厚７．０ｍｍ　スムース仕上げ テニスコート用 材工
共 日本体育施設

グランド・コート舗装工（材工） レオタン　Ｔ７ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他
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グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012030
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ソフトステップグレンＰ 厚８．０ｍｍ　ゴムチップ透水型 テ
ニスコート用 材工共 日本道路

グランド・コート舗装工（材工） ソフトステップグレンＰ　Ｔ８ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012029
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ソフトステップグレンＮ 厚８．０ｍｍ　ゴムチップ非透水型
テニスコート用 材工共 日本道路

グランド・コート舗装工（材工） ソフトステップグレンＮ　Ｔ８ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012031
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ソフトステップマスター 厚５．０ｍｍ　ポリウレタンタイプ
テニスコート用 材工共 日本道路

グランド・コート舗装工（材工） ソフトステップマスター　Ｔ５ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012080
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 レヂンエースＴ 厚８．０ｍｍ　ウレタンスムース仕上げ テニ
スコート用 材工共 長谷川体育施設

グランド・コート舗装工（材工） レヂンエースＴ　Ｔ８ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012082
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 レヂンエースＲ 厚１３ｍｍ　ウレタントッピング仕上げ 陸上
トラック用 材工共 長谷川体育施設

グランド・コート舗装工（材工） レヂンエースＲ　Ｔ１３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012588
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 レヂンエースＳＴ 厚１３ｍｍ　ウレタンスプレーエンボス仕上
げ　レンガ 陸上トラック用 材工共 長谷川体育施設

グランド・コート舗装工（材工） レヂンエースＳＴ　Ｔ１３レンガ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012672
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 レヂンエースＭＲ 厚１３ｍｍ　ウレタンローラーエンボス仕上
げ　レンガ 陸上トラック用 材工共 長谷川体育施設

グランド・コート舗装工（材工） レヂンエースＭＲ　Ｔ１３レンガ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012480
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 レヂンエースＳＴ－ＵＷ 厚１３ｍｍ　ゴムチップウレタンＳＴ
仕上げ　レンガ 陸上トラック用 材工共 長谷川体育施設

グランド・コート舗装工（材工） レヂンＳＴ－ＵＷ　Ｔ１３レンガ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012027
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ソフトコートＰ 厚８．０ｍｍ　透水型 テニスコート用 材工共
前田道路

グランド・コート舗装工（材工） ソフトコートＰ　Ｔ８ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012458
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 サーファムＷＰ 厚８．０ｍｍ テニスコート用 材工共 ヨコハ
マ弾性舗装システム

グランド・コート舗装工（材工） サーファムＷＰ　Ｔ８ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012476
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 サーファムＷＰスーパー 厚９．０ｍｍ テニスコート用 材工共
ヨコハマ弾性舗装システム

グランド・コート舗装工（材工） サーファムＷＰスーパー　Ｔ９ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012388
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 サーファムＲＥ 厚１３ｍｍ　ゴムチップウレタン 陸上トラッ
ク用 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム

グランド・コート舗装工（材工） サーファムＲＥ　Ｔ１３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012390
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 サーファムＧＴ－Ａ 厚１３ｍｍ　高強度ゴムチップウレタン
陸上トラック用 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム

グランド・コート舗装工（材工） サーファムＧＴ－Ａ　Ｔ１３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012542
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 サーファムＧＴＡ－Ｃ 厚１３ｍｍ　高強度ゴムチップウレタン
陸上トラック用 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム

グランド・コート舗装工（材工） サーファムＧＴＡ－Ｃ　Ｔ１３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012019
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 サーファムＲＵ－Ｅ 厚１３ｍｍ　ウレタンチップウレタン 陸
上トラック用 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム

グランド・コート舗装工（材工） サーファムＲＵ－Ｅ　Ｔ１３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012378
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ロバストコートＳＧ－６０ 厚６．０ｍｍ テニスコート用 材工
共 ヨツヤウレタン

グランド・コート舗装工（材工） ロバストコートＳＧ－６０　Ｔ６ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012398
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ロバストペーブＰＰ 厚８．０ｍｍ　カラーチップ 多目的グラ
ンド用 材工共 ヨツヤウレタン

グランド・コート舗装工（材工） ロバストペーブＰＰ　ウレタン系 ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012400
グランド・コート舗装工（全天候型表層） ウレタン系 ロバストペーブＳＳ 厚８．０ｍｍ　チップライニング 多目的
グランド用 材工共 ヨツヤウレタン

グランド・コート舗装工（材工） ロバストペーブＳＳ　ウレタン系 ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他
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グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012157
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 レックスコートＳ－３ 厚３．０ｍｍ　セミソフト テニスコー
ト用 材工共 石黒体育施設

グランド・コート舗装工（材工） レックスコートＳ－３　Ｔ３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012156
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 レックスコートＡ 厚０．５ｍｍ　ハード テニスコート用 材工
共 石黒体育施設

グランド・コート舗装工（材工） レックスコートＡ　Ｔ０．５ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012132
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 トップエースＴＴ 厚３．０ｍｍ テニスコート用 材工共 奥ア
ンツーカ

グランド・コート舗装工（材工） トップエースＴＴ　Ｔ３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012126
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 タフトップコート 厚２．０ｍｍ テニスコート用 材工共 奥山
スポーツ土木

グランド・コート舗装工（材工） タフトップコート　Ｔ２ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012562
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ファインテックスＳ 厚２．０ｍｍ　セミソフト テニスコート
用 材工共 鹿島道路

グランド・コート舗装工（材工） ファインテックスＳ　Ｔ２ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012274
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ＳＲＫハードタイプ 厚１．０ｍｍ テニスコート用 材工共 シ
ンレキ工業

グランド・コート舗装工（材工） ＳＲＫハードタイプ　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012158
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ＳＲＫセミハードⅠ型 厚２．５ｍｍ テニスコート用 材工共
シンレキ工業

グランド・コート舗装工（材工） ＳＲＫセミハード１型　Ｔ２．５ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012160
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ＳＲＫセミハードⅡ型 厚２．５ｍｍ テニスコート用 材工共
シンレキ工業

グランド・コート舗装工（材工） ＳＲＫセミハード２型　Ｔ２．５ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012130
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 デコカラーオリジナル 厚２．０～３．０ｍｍ テニスコート用
材工共 スポーツサーフェス

グランド・コート舗装工（材工） デコカラーオリジナル　Ｔ２～３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012214
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 デコターフ 厚４．０～５．０ｍｍ テニスコート用 材工共 ス
ポーツサーフェス

グランド・コート舗装工（材工） デコターフ　Ｔ４～５ｍｍ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012168
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 グランドカラーＨ 厚３．０ｍｍ テニスコート用 材工共 ス
ポーツテクノ和広

グランド・コート舗装工（材工） グランドカラーＨ　アクリル系 ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012170
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 グランドカラーＥ 厚１．５ｍｍ テニスコート用 材工共 ス
ポーツテクノ和広

グランド・コート舗装工（材工） グランドカラーＥ　アクリル系 ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012330
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 アーバンハード２０ 厚１．４ｍｍ テニスコート用 材工共 世
紀東急工業

グランド・コート舗装工（材工） アーバンハード２０ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012332
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 アーバンハード３０ 厚２．３ｍｍ テニスコート用 材工共 世
紀東急工業

グランド・コート舗装工（材工） アーバンハード３０　Ｔ２．３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012333
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 アーバンハード４０ 厚３．１ｍｍ テニスコート用 材工共 世
紀東急工業

グランド・コート舗装工（材工） アーバンハード４０　Ｔ３．１ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012128
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ＴＤソフトカラーＭ 厚２．５ｍｍ テニスコート用 材工共 大
成ロテック

グランド・コート舗装工（材工） ＴＤソフトカラーＭ　アクリル系 ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012129
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ＴＤソフトカラーＨ 厚１．０ｍｍ テニスコート用 材工共 大
成ロテック

グランド・コート舗装工（材工） ＴＤソフトカラーＨ　アクリル系 ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012582
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ローンコートＨ－４ 厚１．０ｍｍ　ハード テニスコート用 材
工共 大日精化工業

グランド・コート舗装工（材工） ローンコートＨ－４　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他
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グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012134
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 スポーツコートエースＡＣ－Ｈ３０２ 厚１．５ｍｍ テニス
コート用 材工共 秩父コンクリート工業

グランド・コート舗装工（材工） スポーツコート　ＡＣ－Ｈ３０２ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012136
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 スポーツコートエースＡＣ－Ｓ３０４ 厚３．５ｍｍ テニス
コート用 材工共 秩父コンクリート工業

グランド・コート舗装工（材工） スポーツコート　ＡＣ－Ｓ３０４ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012627
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ラブテックス 厚３．０ｍｍ テニスコート用 材工共 東亜道路
工業

グランド・コート舗装工（材工） ラブテックス　Ｔ３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012628
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ラブテックスＨ 厚１．５ｍｍ　ハード テニスコート用 材工共
東亜道路工業

グランド・コート舗装工（材工） ラブテックスＨ　Ｔ１．５ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012629
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 カラーテックス 厚０．９ｍｍ　ハード テニスコート用 材工共
東亜道路工業

グランド・コート舗装工（材工） カラーテックス　Ｔ０．９ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012614
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 グリーンテックスＴＨ 厚１．０ｍｍ　ハード テニスコート用
材工共 常盤工業

グランド・コート舗装工（材工） グリーンテックスＴＨ　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012616
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 グリーンテックスＴＨ 厚２．０ｍｍ　ハード テニスコート用
材工共 常盤工業

グランド・コート舗装工（材工） グリーンテックスＴＨ　Ｔ２ｍｍ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012106
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 グリーンテックスＴＨ 厚３．０ｍｍ　ハード テニスコート用
材工共 常盤工業

グランド・コート舗装工（材工） グリーンテックスＴＨ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012108
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 グリーンテックスＴＳＨ 厚３．０ｍｍ　セミクッションタイプ
テニスコート用 材工共 常盤工業

グランド・コート舗装工（材工） グリーンテックスＴＳＨ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012110
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 グリーンテックスＲＳ 厚３．０ｍｍ　オープンタイプ スケー
ト用 材工共 常盤工業

グランド・コート舗装工（材工） グリーンテックスＲＳ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012140
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 パーフェクトコート Ｃコート　カールミックス（２５ｍｍ）＋
カラー層（１ｍｍ） テニスコート用 材工共 ＮＩＰＰＯ

グランド・コート舗装工（材工） パーフェクトコート　Ｃコート ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012142
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 パーフェクトコート Ｋコート　コークミックス（２５ｍｍ）＋
カラー層（１ｍｍ） テニスコート用 材工共 ＮＩＰＰＯ

グランド・コート舗装工（材工） パーフェクトコート　Ｋコート ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012166
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 レオタンＥＳ 厚３．０ｍｍ　ソフト テニスコート用 材工共
日本体育施設

グランド・コート舗装工（材工） レオタンＥＳ　Ｔ３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012504
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ソフトステップＰｒｏ 厚３．０ｍｍ　セミソフト テニスコー
ト用 材工共 日本道路

グランド・コート舗装工（材工） ソフトステップＰｒｏ　Ｔ３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012503
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 ソフトステップＡｃｅ 厚０．７ｍｍ　ハード テニスコート用
材工共 日本道路

グランド・コート舗装工（材工） ソフトステップＡｃｅ　Ｔ０．７ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012162
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 カラーエース 厚１．０ｍｍ テニスコート用 材工共 長谷川体
育施設

グランド・コート舗装工（材工） カラーエース　Ｔ１ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012402
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 フィットコート 厚２．０ｍｍ テニスコート用 材工共 前田道
路

グランド・コート舗装工（材工） フィットコート　Ｔ２ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012298
グランド・コート舗装工（全天候型表層） サク酸ビニール系 アートコートＡ 厚４．５ｍｍ テニスコート用 材工共
スポーツテクノ和広

グランド・コート舗装工（材工） アートコートＡ　Ｔ４．５ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他
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グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012300
グランド・コート舗装工（全天候型表層） サク酸ビニール系 アートコートＢ 厚３．５ｍｍ テニスコート用 材工共
スポーツテクノ和広

グランド・コート舗装工（材工） アートコートＢ　Ｔ３．５ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012302
グランド・コート舗装工（全天候型表層） サク酸ビニール系 アートコートＣ 厚２．５ｍｍ テニスコート用 材工共
スポーツテクノ和広

グランド・コート舗装工（材工） アートコートＣ　Ｔ２．５ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012176
グランド・コート舗装工（全天候型表層） サク酸ビニール系 アーバンソフトＡ 厚５．８ｍｍ テニスコート用 材工共
世紀東急工業

グランド・コート舗装工（材工） アーバンソフトＡ　Ｔ５．８ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012178
グランド・コート舗装工（全天候型表層） サク酸ビニール系 アーバンソフトＢ 厚４．２ｍｍ テニスコート用 材工共
世紀東急工業

グランド・コート舗装工（材工） アーバンソフトＢ　Ｔ４．２ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012180
グランド・コート舗装工（全天候型表層） サク酸ビニール系 アーバンソフトＣ 厚２．９ｍｍ テニスコート用 材工共
世紀東急工業

グランド・コート舗装工（材工） アーバンソフトＣ　Ｔ２．９ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012204
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アスファルト系 カラーコート 厚３．０ｍｍ テニスコート用 材工共 中京
スポーツ施設

グランド・コート舗装工（材工） カラーコート　Ｔ３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012198
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アスファルト系 アスエース 厚３．０ｍｍ テニスコート用 材工共 長谷川
体育施設

グランド・コート舗装工（材工） アスエース　Ｔ３ ｍ２ 851 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012358
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 パーフェクトサンドコート 砂入人工芝　草丈１９ｍｍ テニスコー
ト用 材工共 石黒体育施設

グランド・コート舗装工（材工） パーフェクトサンドコート　１９ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012360
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 パーフェクトサンドコート 砂入人工芝　草丈２５ｍｍ テニスコー
ト用 材工共 石黒体育施設

グランド・コート舗装工（材工） パーフェクトサンドコート　２５ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012308
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 スティングレー 人工芝　厚８．０ｍｍ　ループ 多目的グランド用
材工共 大塚ターフテック

グランド・コート舗装工（材工） スティングレー　Ｔ８ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012688
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 スティングレーガーネットＳＧ－１５ＨＤ 砂入人工芝　１５ｍｍ
透水型 多目的グランド用 材工共 大塚ターフテック

グランド・コート舗装工（材工） スティングレーＳＧ－１５ＨＤ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012312
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 スティングレーサンドＡＴ－２０ 砂入人工芝　２０ｍｍ　透水型
多目的グランド用 材工共 大塚ターフテック

グランド・コート舗装工（材工） スティングレーサンドＡＴ－２０ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012654
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 アサードターフＡＴ－４０００ フットサル専用ノンサンド人工芝１
３ｍｍ　透水 多目的グランド用 材工共 清立商工

グランド・コート舗装工（材工） アサードターフＡＴ－４０００ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012266
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 オムニコートＬＴ－２０ＶＰ サンドフィル人工芝　透水型　１９ｍ
ｍ 多目的グランド用 材工共 住友ゴム工業

グランド・コート舗装工（材工） オムニコートＬＴ－２０ＶＰ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012661
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 オムニコートＸＰＨ－２０ＶＰ サンドフィル人工芝　透水型　１９
ｍｍ 多目的グランド用 材工共 住友ゴム工業

グランド・コート舗装工（材工） オムニコートＸＰＨ－２０ＶＰ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012698
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ハイブリッドターフＥＸⅡ－６５ ロングパイル人工芝　草丈６５ｍ
ｍ 多目的グランド用 材工共 住友ゴム工業

グランド・コート舗装工（材工） ハイブリッドターフＥＸ２－６５ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012772
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ハイブリッドターフＸＰＭ－６５ ロングパイル人工芝　草丈６５ｍ
ｍ 多目的グランド用 材工共 住友ゴム工業

グランド・コート舗装工（材工） ハイブリッドターフＸＰＭ－６５ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012774
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ハイブリッドターフＥＷ－６５ ロングパイル人工芝　草丈６５ｍｍ
多目的グランド用 材工共 住友ゴム工業

グランド・コート舗装工（材工） ハイブリッドターフＥＷ－６５ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他
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グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012770
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ハイブリッドターフＥＲ－６０ ロングパイル人工芝　草丈６０ｍｍ
多目的グランド用 材工共 住友ゴム工業

グランド・コート舗装工（材工） ハイブリッドターフＥＲ－６０ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012663
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ハイブリッドターフＥｘｃｉｔｉｎｇ－６２ ロングパイル人工芝
草丈６２ｍｍ 多目的グランド用 材工共 住友ゴム工業

グランド・コート舗装工（材工） ハイブリッドターフＥｘｔ－６２ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012665
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ハイブリッドターフＥＶＯ． ノンフィル人工芝　草丈３０ｍｍ 多
目的グランド用 材工共 住友ゴム工業

グランド・コート舗装工（材工） ハイブリッドターフＥＶＯ． ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012286
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 サンドグラスＴ１９ 砂入人工芝　厚１９ｍｍ草芝 テニスコート用
材工共 積水樹脂

グランド・コート舗装工（材工） サンドグラスＴ１９　Ｔ１９ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012490
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 サンドグラスＴ２５ 砂入人工芝　厚２５ｍｍ テニスコート用 材工
共 積水樹脂

グランド・コート舗装工（材工） サンドグラスＴ２５　Ｔ２５ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012632
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ドリームターフＰＴ２０６５ＲＳ＋Ｕ ロングパイル人工芝　パイル
長６５ｍｍ 多目的グランド用 材工共 積水樹脂

ドリームターフ（材工） ＰＴ２０６５ＲＳ＋Ｕ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012624
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ドリームターフＭＶ２０６５ ロングパイル人工芝　パイル長６５ｍ
ｍ 多目的グランド用 材工共 積水樹脂

グランド・コート舗装工（材工） ドリームターフＭＶ２０６５ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012639
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 セーフティターフＭＦＪ－６５ ロングパイル人工芝　草丈６５ｍｍ
多目的グランド用 材工共 泉州敷物

グランド・コート舗装工（材工） セーフティターフＭＦＪ－６５ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012566
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 セーフティサンドＳＤ－１２０ 砂入人工芝　草丈１９ｍｍ テニス
コート用 材工共 泉州敷物

セーフティサンドＳＤ－１２０ 草丈１９ｍｍ　テニス用 ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012682
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 セーフティターフＥ－ＫＤＫ ノンフィル人工芝　草丈１３ｍｍ 多
目的グランド用 材工共 泉州敷物

セーフティターフＥ－ＫＤＫ 草丈１３ｍｍ　多目的 ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012690
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ダイヤモンドターフＨｉ１９ 砂入人工芝　草丈１９ｍｍ テニス
コート用 材工共 ダイヤテックス

グランド・コート舗装工（材工） ダイヤモンドターフＨｉ１９ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012644
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ダイヤモンドターフＤ－７２０ 砂入人工芝　耐候性ＰＥ　草丈１９
ｍｍ テニスコート用 材工共 ダイヤテックス

グランド・コート舗装工（材工） ダイヤモンドターフＤ－７２０ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012288
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 グリーングラス 砂入人工芝　草丈１９ｍｍ 多目的グランド用 材工
共 中京スポーツ施設

グランド・コート舗装工（材工） グリーングラス　草丈１９ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012384
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 グリーングラス 砂入人工芝　草丈２５ｍｍ 多目的グランド用 材工
共 中京スポーツ施設

グランド・コート舗装工（材工） グリーングラス　草丈２５ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012532
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 カルナ２１－Ｔ－２０ 砂入人工芝（ＰＰ）　草丈１９ｍｍ テニス
コート用 材工共 東京ウェルネス

グランド・コート舗装工（材工） カルナ２１－Ｔ－２０　草丈１９ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012534
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 カルナ２１－ＴＷ－２０ 砂入人工芝（ＰＯ）　草丈１９ｍｍ テニ
スコート用 材工共 東京ウェルネス

グランド・コート舗装工（材工） カルナ２１－ＴＷ－２０草丈１９ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012618
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ゼロエミッションカルナ２１－Ｔ－２０ 旧人工芝リサイクル砂入人
工芝（ＰＰ）　草丈１９ｍｍ テニスコート用 材工共 東京ウェルネス

ゼロエミッションカルナ ２１－Ｔ－２０　草丈１９ｍｍ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012620
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ゼロエミッションカルナ２１－ＴＷ－２０ 旧人工芝リサイクル砂入
人工芝（ＰＯ）　草丈１９ｍｍ テニスコート用 材工共 東京ウェルネス

ゼロエミッションカルナ ２１－ＴＷ－２０　草丈１９ｍｍ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他
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グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012284
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 スパックターフＴＮ 砂入人工芝　厚１９ｍｍ　草芝 テニスコート
用 材工共 東レ・アムテックス

グランド・コート舗装工（材工） スパックターフＴＮ　Ｔ１９ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012452
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 スパックターフＴＭ 砂入人工芝　厚１９ｍｍ　草芝 テニスコート
用 材工共 東レ・アムテックス

グランド・コート舗装工（材工） スパックターフＴＭ　Ｔ１９ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012684
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 スパックターフＴＰ 砂入人工芝　厚１９ｍｍ　草芝 テニスコート
用 材工共 東レ・アムテックス

グランド・コート舗装工（材工） スパックターフＴＰ　Ｔ１９ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012528
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ソフトステップオムニコート 砂入人工芝　草丈１９ｍｍ　非透水
テニスコート用 材工共 日本道路

ソフトステップオムニコート 草丈１９ｍｍ　非透水　テニス用 ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012525
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ソフトステップオムニコート 砂入人工芝　草丈２５ｍｍ　非透水
多目的グランド用 材工共 日本道路

ソフトステップオムニコート 草丈２５ｍｍ　非透水　多目的 ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012530
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ソフトステップオムニコートＶＰ 砂入人工芝　草丈１９ｍｍ　透水
テニスコート用 材工共 日本道路

ソフトステップオムニコートＶＰ 草丈１９ｍｍ　透水　テニス用 ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012526
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ソフトステップオムニコートＶＰ 砂入人工芝　草丈２５ｍｍ　透水
多目的グランド用 材工共 日本道路

ソフトステップオムニコートＶＰ 草丈２５ｍｍ　透水　多目的 ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012596
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ハローネターフＤＳ－１９ 砂入人工芝　パイル長１９ｍｍ テニス
コート用 材工共 大嘉産業

グランド・コート舗装工（材工） ハローネターフＤＳ－１９ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012598
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 ハローネターフＤＳ－２５ 砂入人工芝　パイル長２５ｍｍ テニス
コート用 材工共 大嘉産業

グランド・コート舗装工（材工） ハローネターフＤＳ－２５ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012674
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 バイオターフＤＳ－１９Ｂ 砂入人工芝　バイオＰＥ（植物由来）
パイル長１９ｍｍ テニスコート用 材工共 大嘉産業

グランド・コート舗装工（材工） バイオターフＤＳ－１９Ｂ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012676
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 バイオターフＤＳ－２５Ｂ 砂入人工芝　バイオＰＥ（植物由来）
パイル長２５ｍｍ テニスコート用 材工共 大嘉産業

グランド・コート舗装工（材工） バイオターフＤＳ－２５Ｂ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012678
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 バイオターフＤＳ－５５ＭＢ ロングパイル人工芝　バイオＰＥ（植
物由来）　パイル長５５ｍｍ 多目的グランド用 材工共 大嘉産業

グランド・コート舗装工（材工） バイオターフＤＳ－５５ＭＢ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012680
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 バイオターフＤＳ－６０ＭＢ ロングパイル人工芝　バイオＰＥ（植
物由来）　パイル長６０ｍｍ 多目的グランド用 材工共 大嘉産業

グランド・コート舗装工（材工） バイオターフＤＳ－６０ＭＢ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012344
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 グリーンアイサンドＧ２０００ 砂入人工芝　草丈１９ｍｍ テニス
コート用 材工共 ユニチカトレーディング

グランド・コート舗装工（材工） グリーンアイサンドＧ２０００ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012522
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 グリーンアイサンドＰ１９ 砂入人工芝　草丈１９ｍｍ テニスコー
ト用 材工共 ユニチカトレーディング

グランド・コート舗装工（材工） グリーンアイサンドＰ１９ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012692
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 グリーンアイサンドＰＥ１９ 砂入人工芝　草丈１９ｍｍ テニス
コート用 材工共 ユニチカトレーディング

グランド・コート舗装工（材工） グリーンアイサンドＰＥ１９ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012694
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 グリーンアイサンドＧＰ２０１９ 砂入人工芝　草丈１９ｍｍ テニ
スコート用 材工共 ユニチカトレーディング

グランド・コート舗装工（材工） グリーンアイサンドＧＰ２０１９ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012696
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 グリーンアイサンドＧＰ２０ＰＮ 砂入人工芝　草丈１９ｍｍ テニ
スコート用 材工共 ユニチカトレーディング

グランド・コート舗装工（材工） グリーンアイサンドＧＰ２０ＰＮ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他
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グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012646
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 グリーンアイハイパーＰ６５ ロングパイル人工芝　草丈６５ｍｍ
多目的グランド用 材工共 ユニチカトレーディング

グランド・コート舗装工（材工） グリーンアイハイパーＰ６５ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012648
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 グリーンアイハイパーＰ６５Ｍ ロングパイル人工芝　草丈６５ｍｍ
多目的グランド用 材工共 ユニチカトレーディング

グランド・コート舗装工（材工） グリーンアイハイパーＰ６５Ｍ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012602
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 サーファムグラーサムターフＳＧ 砂入人工芝　パイル長１９ｍｍ
テニスコート用 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム

グランド・コート舗装工（材工） サーファムグラーサムターフＳＧ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012594
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 サーファムグラーサムターフＨ－６５－ＭＦ ロングパイル人工芝
パイル長６５ｍｍ サッカーグランド用 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム

グランド・コート舗装工（材工） サーファムグラーサムターフ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012548
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 オリンピアコートＷＦＳ 厚８．０ｍｍ　ゴムチップウレタン
透水 テニスコート用 材工共 オリンピア建設

グランド・コート舗装工（材工） オリンピアコートＷＦＳ　Ｔ８ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012550
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 オリンピアロードＲＣＲ 厚１０ｍｍ　ゴムチップウレタン　透
水 多目的グランド用 材工共 オリンピア建設

グランド・コート舗装工（材工） オリンピアロードＲＣＲ　Ｔ１０ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012552
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 オリンピアロードＣＴＲ 厚１０ｍｍ　ゴムチップウレタン　透
水 多目的グランド用 材工共 オリンピア建設

グランド・コート舗装工（材工） オリンピアロードＣＴＲ　Ｔ１０ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012580
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 ＳＴ舗装Ｇタイプ 厚１０ｍｍ　カラーチップ　トップコート仕
上げ ゴルフ用 材工共 鹿島道路

グランド・コート舗装工（材工） ＳＴ舗装Ｇタイプ　Ｔ１０ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012440
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 スポーツフレックススーパーＸ７２０ 厚１３．５ｍｍ　合成ゴ
ムシート 陸上トラック用 材工共 クリヤマ

スポーツＦＸスーパーＸ７２０ Ｔ１３．５ｍｍ　陸上 ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012442
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 スポーツフレックススーパーＸ７２０ 厚１５ｍｍ　合成ゴム
シート 陸上トラック用 材工共 クリヤマ

スポーツＦＸスーパーＸ７２０ Ｔ１５ｍｍ　陸上 ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012328
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 ＴＤソフトカラーＲＴ 厚８．０ｍｍ テニスコート用 材工共
大成ロテック

グランド・コート舗装工（材工） ＴＤソフトカラーＲＴ　Ｔ８ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012241
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 レオタンＷＵ 厚１０ｍｍ　透水型カラーチップ 多目的グラン
ド用 材工共 日本体育施設

グランド・コート舗装工（材工） レオタンＷＵ　Ｔ１０ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012239
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 レオタンＪ 厚１０ｍｍ　スティップル仕上げ 多目的グランド
用 材工共 日本体育施設

グランド・コート舗装工（材工） レオタンＪ　Ｔ１０ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012455
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 スポーツエースＧ 厚８．０ｍｍ　ゴムチップウレタン　透水型
テニスコート用 材工共 長谷川体育施設

グランド・コート舗装工（材工） スポーツエースＧ　Ｔ８ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012457
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 スポーツエースＳ 厚１３ｍｍ　ゴムチップウレタン 多目的グ
ランド用 材工共 長谷川体育施設

グランド・コート舗装工（材工） スポーツエースＳ　Ｔ１３ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012590
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 スポーツエースＥ 厚８．０ｍｍ　ＥＰＤＭカラーチップ テニ
スコート用 材工共 長谷川体育施設

グランド・コート舗装工（材工） スポーツエースＥ　Ｔ８ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012210
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 合成ゴム系 タイレスコート 厚５．０ｍｍ テニスコート用 材工共 ホーム
ラン堂運動施設

グランド・コート舗装工（材工） タイレスコート　Ｔ５ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012576
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 塗料系 アストップⅡ型 無機質水性塗料１．２ｋｇ／ｍ２ テニスコート用
材工共 鹿島道路

グランド・コート舗装工（材工） アストップ２型 ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他
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グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012258
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 塗料系 ランデックスコートＲ８００ 水性無機質塗料　Ｂ型 テニスコート
用 材工共 大日技研工業

グランド・コート舗装工（材工） ランデックスコートＲ８００ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012686
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 塗料系 ランデックスコートスーパーエコ・体感Ｒ１０００ 水性無機質塗料
Ｂ型 多目的グランド用 材工共 大日技研工業

グランド・コート舗装工（材工） ランデックスコートスーパーエコ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012256
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 塗料系 ダイスコート８００Ｐ　Ａ－２ 厚０．７ｍｍ　水性無機質塗料 テ
ニスコート用 材工共 大日精化工業

グランド・コート舗装工（材工） ダイスコート８００Ｐ　Ａ－２ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012255
グランド・コート舗装工（全天候型表層） 塗料系 スマッシュコート 厚１．０ｍｍ　水性無機質塗料 テニスコート用
材工共 前田道路

グランド・コート舗装工（材工） スマッシュコート　Ｔ１ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公
表価格】

9299012290
グランド・コート舗装工（全天候型表層） グランド整備工 ＰサーファムＷＰ 厚８．０ｍｍ　ゴムチップ テニスコー
ト用 材工共 石黒体育施設

グランド・コート舗装工（材工） ＰサーファムＷＰ　Ｔ８ ｍ２ 852 ○ ○ 9299 土木工事その他

園地施設工 9221010078 園地施設工 大型２連ブランコ 高２．５ｍ程度　安全柵６０ｃｍ程度 施工規模１基 手間のみ 園地施設工（工） 大型２連ブランコ　規模１ 基 853 ○ ○ 9221 造園・緑化

園地施設工 9221010080 園地施設工 大型４連ブランコ 高２．５ｍ程度　安全柵６０ｃｍ程度 施工規模１基 手間のみ 園地施設工（工） 大型４連ブランコ　規模１ 基 853 ○ ○ 9221 造園・緑化

園地施設工 9221010082 園地施設工 ジャングルジム 高２．５ｍ程度　５段５枠程度 施工規模１基 手間のみ 園地施設工（工） ジャングルジム　規模１ 基 853 ○ ○ 9221 造園・緑化

園地施設工 9221010084 園地施設工 スベリ台 一方式すべり台　高２．０ｍ程度　すべり面４０ｃｍ×長４ｍ程度 施工規模１基 手間のみ 園地施設工（工） スベリ台　一方式　規模１ 基 853 ○ ○ 9221 造園・緑化

園地施設工 9221010086 園地施設工 ２連鉄棒 高０．９ｍ＜１．２ｍ程度　幅１．８×２連程度 施工規模１基 手間のみ 園地施設工（工）２連鉄棒 Ｈ０．９＜１．２ｍ　規模１ 基 853 ○ ○ 9221 造園・緑化

園地施設工 9221010088 園地施設工 ３連鉄棒 高０．９ｍ＜１．０ｍ＜１．２ｍ程度　幅１．８×３連程度 施工規模１基 手間のみ 園地施設工（工）３連鉄棒 Ｈ０．９＜１＜１．２ｍ　規模１ 基 853 ○ ○ 9221 造園・緑化

園地施設工 9221010090 園地施設工 ３連鉄棒 高１．１ｍ＜１．３ｍ＜１．５ｍ程度　幅１．８×３連程度 施工規模１基 手間のみ 園地施設工（工）３連鉄棒 Ｈ１．１＜１．３＜１．５規模１ 基 853 ○ ○ 9221 造園・緑化

園地施設工 9221010092
園地施設工 山形うんてい 高１．６ｍ～高２．０ｍ～高１．６ｍ程度　幅６０ｃｍ長５．５ｍ程度 施工規模１基 手間
のみ

園地施設工（工）山形うんてい Ｈ１．６～２～１．６ｍ　規模１ 基 853 ○ ○ 9221 造園・緑化

園地施設工【公表価格】 9221020002
園地施設工 壁面緩衝工 ディフェンスマット 厚４０ｍｍ　独立気泡ポリエチレンフォーム 施工規模２００ｍ２ 材工共
奥アンツーカ

壁面緩衝工（材工） ディフェンスマット　Ｔ４０ ｍ２ 853 ○ ○ 9221 造園・緑化

園地施設工【公表価格】 9221020004
園地施設工 壁面緩衝工 ディフェンスマット 厚５０ｍｍ　独立気泡ポリエチレンフォーム 施工規模２００ｍ２ 材工共
奥アンツーカ

壁面緩衝工（材工） ディフェンスマット　Ｔ５０ ｍ２ 853 ○ ○ 9221 造園・緑化

園地施設工【公表価格】 9221020020
園地施設工 壁面緩衝工 クッションウォール 厚４０ｍｍ　独立気泡ポリエチレン発泡体　表層：クロロプレンゴム　厚
２．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 長谷川体育施設

壁面緩衝工（材工） クッションウォール　Ｔ４０ ｍ２ 853 ○ ○ 9221 造園・緑化

園地施設工【公表価格】 9221022006 園地施設工 壁面緩衝工 スプレーラバーフェンス 厚５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム 壁面緩衝工（材工） スプレーラバーフェンス　Ｔ５０ ｍ２ 853 ○ ○ 9221 造園・緑化

園地施設工【公表価格】 9221022004 園地施設工 壁面緩衝工 ラバーフェンス 厚５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム 壁面緩衝工（材工） ラバーフェンス　Ｔ５０ ｍ２ 853 ○ ○ 9221 造園・緑化
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園地施設工【公表価格】 9299040002
園地施設工 防水基盤構築工 ＴＭＣ工 池・せせらぎ防水基盤工厚４０（メッシュ３層入） 施工規模２００ｍ２ 材工共
松井金網工業

防水基盤構築工（材工） ＴＭＣ工　Ｔ４０ ｍ２ 853 ○ ○ 9299 土木工事その他

公園緑化工 9221090004 公園緑化工 垣根 四つ目垣 高０．９ｍ胴縁３段　親柱末口７．５ｃｍ真竹１２本程度 施工規模１００ｍ 材工共 垣根（材工） 四つ目垣　Ｈ０．９ｍ　胴縁３段 ｍ 854 ○ ○ 9221 造園・緑化

公園緑化工 9221090006 公園緑化工 垣根 四つ目垣 高１．２ｍ胴縁４段　親柱末口７．５ｃｍ真竹１２本程度 施工規模１００ｍ 材工共 垣根（材工） 四つ目垣　Ｈ１．２ｍ　胴縁４段 ｍ 854 ○ ○ 9221 造園・緑化

擬岩工【公表価格】 9209020004
擬岩工 造景岩工法ラーロック パネル組立方式　表面積　裏込材　基礎工事　足場は別途 施工規模１００ｍ２ 材工共
日建工学

擬岩工・砂防（材工） 造景岩工法　ラーロック　パネル ｍ２ 854 ○ ○ 9209 砂防

擬岩工【公表価格】 9209020006
擬岩工 造景岩工法ラーロック モルタル吹付方式　表面積　裏込材　基礎工事　足場は別途 施工規模１００ｍ２ 材工
共 日建工学

擬岩工・砂防（材工） 造景岩工法ラーロック　モルタル ｍ２ 854 ○ ○ 9209 砂防

擬岩工【公表価格】 9209020009
擬岩工 造景岩工法コンビック コンクリートユニット組立方式　一部鋼材込　投影面積 施工規模５００ｍ２ 材工共 日
建工学

擬岩工・砂防（材工） 造景岩工法コンビック　ユニット ｍ２ 854 ○ ○ 9209 砂防

擬岩工【公表価格】 9209020010 擬岩工 人工岩景観工法ロッキーステージ パネル組立方式　展開投影面積 施工規模１００ｍ２ 材工共 岡三リビック 擬岩工・砂防（材工） 人工岩景観工法ロッキーステージ ｍ２ 854 ○ ○ 9209 砂防

擬岩工【公表価格】 9209020030
擬岩工 サンクリート擬岩工法 パネル工法　ＧＲＣパネル組立方式（厚２０ｍｍ）　展開投影面積 施工規模１００ｍ２
材工共 旭ビルウォール

擬岩工・砂防（材工） サンクリート擬岩工法　パネル工 ｍ２ 854 ○ ○ 9209 砂防

擬岩工【公表価格】 9209020032
擬岩工 サンクリート擬岩工法 モルタル工法　ラス下地ハンドカービング　展開投影面積 施工規模１００ｍ２ 材工共
旭ビルウォール

擬岩工・砂防（材工） サンクリート擬岩工法モルタル工 ｍ２ 854 ○ ○ 9209 砂防

溶融亜鉛めっき費 9399010002 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ２種ＨＤＺ３５ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ２種ＨＤＺ３５　単体　２００ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010004 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ３５ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ３５　溶接体　２００ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010006 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ３５ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ３５　立方溶接２００ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010008 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ２種ＨＤＺ４０ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ２種ＨＤＺ４０　単体　２００ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010010 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ４０ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ４０　溶接体　２００ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010012 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ４０ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ４０　立方溶接２００ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010014 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ２種ＨＤＺ４５ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ２種ＨＤＺ４５　単体　２００ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010016 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ４５ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ４５　溶接体　２００ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010018 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ４５ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ４５　立方溶接２００ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事
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溶融亜鉛めっき費 9399010020 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ２種ＨＤＺ５０ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ２種ＨＤＺ５０　単体　２００ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010022 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ５０ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ５０　溶接体　２００ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010024 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ５０ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ５０　立方溶接２００ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010026 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ２種ＨＤＺ５５ 鉄骨単体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ２種ＨＤＺ５５　単体　２００ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010028 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ５５ 鉄骨溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ５５　溶接体　２００ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010030 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ５５ 鉄骨立方溶接体 施工規模２００ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ５５　立方溶接２００ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010032 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ２種ＨＤＺ３５ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ２種ＨＤＺ３５　単体　５０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010034 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ３５ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ３５　溶接体　５０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010036 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ３５ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ３５　立方溶接　５０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010038 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ２種ＨＤＺ４０ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ２種ＨＤＺ４０　単体　５０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010040 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ４０ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ４０　溶接体　５０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010042 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ４０ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ４０　立方溶接　５０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010044 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ２種ＨＤＺ４５ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ２種ＨＤＺ４５　単体　５０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010046 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ４５ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ４５　溶接体　５０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010048 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ４５ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ４５　立方溶接　５０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010050 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ２種ＨＤＺ５０ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ２種ＨＤＺ５０　単体　５０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010052 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ５０ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ５０　溶接体　５０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010054 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ５０ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ５０　立方溶接　５０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事
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溶融亜鉛めっき費 9399010056 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ２種ＨＤＺ５５ 鉄骨単体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ２種ＨＤＺ５５　単体　５０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010058 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ５５ 鉄骨溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ５５　溶接体　５０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010060 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ５５ 鉄骨立方溶接体 施工規模５０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ５５　立方溶接　５０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010062 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ２種ＨＤＺ３５ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ２種ＨＤＺ３５　単体　１０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010064 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ３５ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ３５　溶接体　１０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010066 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ３５ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ３５　立方溶接　１０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010068 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ２種ＨＤＺ４０ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ２種ＨＤＺ４０　単体　１０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010070 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ４０ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ４０　溶接体　１０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010072 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ４０ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ４０　立方溶接　１０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010074 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ２種ＨＤＺ４５ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ２種ＨＤＺ４５　単体　１０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010076 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ４５ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ４５　溶接体　１０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010078 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ４５ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ４５　立方溶接　１０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010080 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ２種ＨＤＺ５０ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ２種ＨＤＺ５０　単体　１０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010082 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ５０ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ５０　溶接体　１０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010084 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ５０ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ５０　立方溶接　１０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010086 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 無加工品 ２種ＨＤＺ５５ 鉄骨単体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）無加工品 ２種ＨＤＺ５５　単体　１０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010088 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ５５ 鉄骨溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ５５　溶接体　１０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事

溶融亜鉛めっき費 9399010090 溶融亜鉛めっき（土木・建築の全般に適用） 加工品 ２種ＨＤＺ５５ 鉄骨立方溶接体 施工規模１０ｔ 材工共 溶融亜鉛めっき（材工）加工品 ２種ＨＤＺ５５　立方溶接　１０ ｔ 855 ○ ○ 9399 その他建築工事
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測量成果品検定料金 9003040045 測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 精密基盤傾動測量 データコレクタ 基準点測量（基本測量） 精密基盤傾動測量データコレクタ ｋｍ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040050 測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 一等水準測量 データコレクタ 基準点測量（基本測量） 一等水準測量　データコレクタ ｋｍ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040055 測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 二等水準測量 データコレクタ 基準点測量（基本測量） 二等水準測量　データコレクタ ｋｍ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040185 測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 電子基準点付属標取付観測 ＧＮＳＳ 基準点測量（基本測量） 電子基準点付属標取付　ＧＮＳＳ 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040305 測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 電子基準点現地調査 高低観測なし 基準点測量（基本測量） 電子基準点現地調査　高低観測無 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040300 測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 電子基準点現地調査 高低観測あり 基準点測量（基本測量） 電子基準点現地調査　高低観測有 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040290 測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（改測） ＧＮＳＳ（３０点未満） 基準点測量（基本測量） 三角点復旧改測ＧＮＳＳ３０未満 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040295 測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（改測） ＧＮＳＳ（３０点以上） 基準点測量（基本測量） 三角点復旧改測ＧＮＳＳ３０以上 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040225 測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（移転） ＧＮＳＳ 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（移転）　ＧＮＳＳ 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040230 測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（移転） トータルステーション 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（移転）　ＴＳ 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040240 測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（再設） ＧＮＳＳ 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（再設）　ＧＮＳＳ 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040245 測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（再設） トータルステーション 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（再設）　ＴＳ 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040252 測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 三角点復旧（再設） ＧＮＳＳ取付点 基準点測量（基本測量） 三角点復旧再設　ＧＮＳＳ取付点 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040255 測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 水準点復旧 移転（固定法・直接法） 基準点測量（基本測量） 水準点復旧　移転固定法・直接法 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040265 測量成果品検定料金 基準点測量（基本測量） 水準点復旧 再設 基準点測量（基本測量） 水準点復旧　再設 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040075 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） １・２級基準点測量 電子基準点のみ 基準点測量（公共測量） １・２級基準点　電子基準点のみ 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040094 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ２級基準点測量 ＧＮＳＳ 基準点測量（公共測量） ２級基準点　ＧＮＳＳ 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040085 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ２級基準点測量 トータルステーション 基準点測量（公共測量） ２級基準点　ＴＳ 点 857 ○ ○ 9003 測量
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測量成果品検定料金 9003040080 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ２級基準点測量 手書き手簿 基準点測量（公共測量） ２級基準点　手書き手簿 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040106 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ３級基準点測量 ＧＮＳＳ １５０点未満 基準点測量（公共測量） ３級基準点ＧＮＳＳ　１５０未満 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040107 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ３級基準点測量 ＧＮＳＳ １５０点以上 基準点測量（公共測量） ３級基準点ＧＮＳＳ　１５０以上 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040101 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ３級基準点測量 トータルステーション １５０点未満 基準点測量（公共測量） ３級基準点　ＴＳ　１５０点未満 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040102 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ３級基準点測量 トータルステーション １５０点以上 基準点測量（公共測量） ３級基準点　ＴＳ　１５０点以上 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040095 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ３級基準点測量 手書き手簿 基準点測量（公共測量） ３級基準点　手書き手簿 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040121 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級基準点測量 ＧＮＳＳ ２００点未満 基準点測量（公共測量） ４級基準点ＧＮＳＳ　２００未満 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040122 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級基準点測量 ＧＮＳＳ ２００点以上 基準点測量（公共測量） ４級基準点ＧＮＳＳ　２００以上 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040123 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級基準点測量 ＧＮＳＳ １，０００点以上 基準点測量（公共測量） ４級基準点ＧＮＳＳ１０００以上 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040116 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級基準点測量 トータルステーション ２００点未満 基準点測量（公共測量） ４級基準点　ＴＳ　２００未満 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040117 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級基準点測量 トータルステーション ２００点以上 基準点測量（公共測量） ４級基準点　ＴＳ　２００以上 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040118 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級基準点測量 トータルステーション １，０００点以上 基準点測量（公共測量） ４級基準点　ＴＳ　１０００以上 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040110 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級基準点測量 手書き手簿 基準点測量（公共測量） ４級基準点　手書き手簿 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003041080 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 道路基準点測量 ネットワークＲＴＫ単点観測法 基準点測量　道路基準点測量 ネットワークＲＴＫ単点観測法 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003041085 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 道路基準点測量 ネットワークＲＴＫ単点観測法・ＴＳ取り付け法 基準点測量　道路基準点測量 ネットワークＲＴＫ・ＴＳ取付 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040270 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 移転　ＧＮＳＳ・トータルステーション 基準点測量（公共測量） 基準点復旧　移転ＧＮＳＳ・ＴＳ 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040275 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 移転　手書き手簿 基準点測量（公共測量） 基準点復旧　移転　手書き手簿 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040125 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） １級水準測量 データコレクタ 基準点測量（公共測量） １級水準測量　データコレクタ ｋｍ 857 ○ ○ 9003 測量
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測量成果品検定料金 9003040130 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） １級水準測量 手書き手簿 基準点測量（公共測量） １級水準測量　手書き手簿 ｋｍ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040135 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ２級水準測量 データコレクタ 基準点測量（公共測量） ２級水準測量　データコレクタ ｋｍ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040140 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ２級水準測量 手書き手簿 基準点測量（公共測量） ２級水準測量　手書き手簿 ｋｍ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040145 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ３級水準測量 データコレクタ 基準点測量（公共測量） ３級水準測量　データコレクタ ｋｍ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040150 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ３級水準測量 手書き手簿 基準点測量（公共測量） ３級水準測量　手書き手簿 ｋｍ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040345 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ３級水準測量 ＧＮＳＳ 基準点測量（公共測量） ３級水準測量　ＧＮＳＳ 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040155 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級・簡易水準測量 データコレクタ 基準点測量（公共測量） ４級簡易水準測量データコレクタ ｋｍ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040160 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） ４級・簡易水準測量 手書き手簿 基準点測量（公共測量） ４級・簡易水準測量　手書き手簿 ｋｍ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003041060
測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 座標変換プログラムを利用した座標変換，地域毎に適合
した座標変換パラメータによる座標変換及び補正プログラムを利用した座標補正，標高補正 ４０点未満

基準点測量（公共測量） 基準点復旧　座標変換　４０未満 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003041065
測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 座標変換プログラムを利用した座標変換，地域毎に適合
した座標変換パラメータによる座標変換及び補正プログラムを利用した座標補正，標高補正 ４０点以上

基準点測量（公共測量） 基準点復旧　座標変換　４０以上 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003041070
測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 座標変換プログラムを利用した座標変換，地域毎に適合
した座標変換パラメータによる座標変換及び補正プログラムを利用した座標補正，標高補正 １００点以上

基準点測量（公共測量） 基準点復旧　座標変換１００以上 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003041045
測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 座標変換プログラムを利用した座標変換，地域毎に適合
した座標変換パラメータによる座標変換及び補正プログラムを利用した座標補正，標高補正 ５００点以上

基準点測量（公共測量） 基準点復旧　座標変換５００以上 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003041050
測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 座標変換プログラムを利用した座標変換，地域毎に適合
した座標変換パラメータによる座標変換及び補正プログラムを利用した座標補正，標高補正 ２，０００点以上

基準点測量（公共測量） 基準点復旧座標変換２０００以上 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003041055
測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 座標変換プログラムを利用した座標変換，地域毎に適合
した座標変換パラメータによる座標変換及び補正プログラムを利用した座標補正，標高補正 ５，０００点以上

基準点測量（公共測量） 基準点復旧座標変換５０００以上 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003041010 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 基準点復旧測量 設置当時の観測値を用いた改算による座標変換 基準点測量（公共測量） 基準点復旧　設置当時の座標変換 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003041015 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 水準点復旧測量 旧観測値を用いた平均計算による成果改定 基準点測量（公共測量） 水準点復旧　旧観測値の成果改定 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040350 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 水準点復旧測量 移転（固定法・直接法） 基準点測量（公共測量） 水準点復旧移転（固定・直接法） 点 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040360 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 水準点復旧測量 再設 基準点測量（公共測量） 水準点復旧　再設 点 857 ○ ○ 9003 測量
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測量成果品検定料金 9003040365 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 縦断測量 手書き手簿 基準点測量（公共測量） 縦断測量　手書き手簿 ｋｍ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003040170 測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） 渡河（海）水準測量 基準点測量（公共測量） 渡河（海）水準測量 箇所 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042578 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） オルソ作成（地上画素寸法２０ｃｍ） 数値地形モデル 地図データ等（基本測量） オルソ作成　２０ｃｍ　モデル有 ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042618 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） オルソ作成（地上画素寸法２０ｃｍ） 数値地形モデルなし 地図データ等（基本測量） オルソ作成　２０ｃｍ　モデル無 ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042580 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） オルソ作成（地上画素寸法４０ｃｍ） 数値地形モデル 地図データ等（基本測量） オルソ作成　４０ｃｍ　モデル有 ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042620 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） オルソ作成（地上画素寸法４０ｃｍ） 数値地形モデルなし 地図データ等（基本測量） オルソ作成　４０ｃｍ　モデル無 ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042735 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図情報）面的更新業務 Ａランク 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図　基盤地図　Ａ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042740 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図情報）面的更新業務 Ｂランク 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図　基盤地図　Ｂ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042745 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図情報）面的更新業務 Ｃランク 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図　基盤地図　Ｃ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042750 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図情報）面的更新（数値写真）業務 Ａランク 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図　基盤地図数値Ａ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042755 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図情報）面的更新（数値写真）業務 Ｂランク 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図　基盤地図数値Ｂ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042760 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図情報）面的更新（数値写真）業務 Ｃランク 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図　基盤地図数値Ｃ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042761 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図情報）主要地物面的更新業務 Ａランク 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図　基盤主要更新Ａ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042762 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図情報）主要地物面的更新業務 Ｂランク 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図　基盤主要更新Ｂ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042763 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図情報）主要地物面的更新業務 Ｃランク 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図　基盤主要更新Ｃ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042765 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務 Ａランク 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図　地図情報更新Ａ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042770 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務 Ｂランク 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図　地図情報更新Ｂ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042775 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（地図情報）面的更新業務 Ｃランク 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図　地図情報更新Ｃ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量
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測量成果品検定料金 9003042820
測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（地図情報）大規模災害に備えた面的更新業務 Ａラン
ク

地図データ等（基本測量） 電子国土基本図　災害更新業務Ａ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042822
測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（地図情報）大規模災害に備えた面的更新業務 Ｂラン
ク

地図データ等（基本測量） 電子国土基本図　災害更新業務Ｂ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042824
測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（地図情報）大規模災害に備えた面的更新業務 Ｃラン
ク

地図データ等（基本測量） 電子国土基本図　災害更新業務Ｃ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042826 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 航空レーザ測量による高精度標高データ作成 １ｍグリッドデータ 地図データ等（基本測量） 航空レーザ高精度標高データ作成 ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042777
測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 航空レーザデータ処理及び基盤地図情報（数値標高モデル）作成 ２ｍ
グリッドデータ

地図データ等（基本測量） 航空レーザデータ処理　２ｍ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042779
測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 航空レーザデータ処理及び基盤地図情報（数値標高モデル）作成 ５ｍ
グリッドデータ

地図データ等（基本測量） 航空レーザデータ処理　５ｍ ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042782 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ５ｍメッシュ精密標高データ作成 ５ｍグリッドデータ 地図データ等（基本測量） ５ｍメッシュ精密標高データ作成 ｋｍ２ 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042320
測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ２０万分１地勢図数値地図修正編集又は国土広域情報編集業務（目視
点検） Ａランク

地図データ等（基本測量） ２０万分１地勢図数値地図編集Ａ 実１面 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042325
測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ２０万分１地勢図数値地図修正編集又は国土広域情報編集業務（目視
点検） Ｂランク

地図データ等（基本測量） ２０万分１地勢図数値地図編集Ｂ 実１面 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042330
測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ２０万分１地勢図数値地図修正編集又は国土広域情報編集業務（目視
点検） Ｃランク

地図データ等（基本測量） ２０万分１地勢図数値地図編集Ｃ 実１面 857 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042012 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検） Ａランク 地図データ等（基本測量） ２万５千分１地形図修正編集　Ａ 実１面 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042014 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検） Ｂランク 地図データ等（基本測量） ２万５千分１地形図修正編集　Ｂ 実１面 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042016 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検） Ｃランク 地図データ等（基本測量） ２万５千分１地形図修正編集　Ｃ 実１面 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042017 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検） Ｄランク 地図データ等（基本測量） ２万５千分１地形図修正編集　Ｄ 実１面 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042018 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） ２万５千分１地形図修正編集測量業務（目視点検） Ｅランク 地図データ等（基本測量） ２万５千分１地形図修正編集　Ｅ 実１面 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042008 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 治水地形分類図の整備業務（目視・論理点検） 地図データ等（基本測量） 治水地形分類図の整備業務 柾判実１面 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042009 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 地形分類データ整備　新規地形分類データ（目視・論理点検） 地図データ等（基本測量） 新規地形分類データ 百ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042011 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 地形分類データ整備　自然地形データ（人工地形下）（目視点検） 地図データ等（基本測量） 自然地形データ（人工地形下） １０ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量
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測量成果品検定料金 9003042819 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 地形分類データ整備　脆弱地形原型データ（論理点検） 地図データ等（基本測量） 脆弱地形原型データ 百ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042013 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 低湿地のデータ整備（土地利用）（目視・論理点検） 地図データ等（基本測量） 低湿地のデータ整備（土地利用） 百ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042781 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 火山基本図データ作成（論理点検） 地図データ等（基本測量） 火山基本図データ作成　論理 百ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003042783 測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 火山基本図データ作成（目視点検） 地図データ等（基本測量） 火山基本図データ作成　目視 Ａ０判１面 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043287 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０ Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０　Ａ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043289 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０ Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０　Ｂ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043291 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０ Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０　Ｃ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043293 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０修正 Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０修正　Ａ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043295 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０修正 Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０修正　Ｂ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043297 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０修正 Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５０修正　Ｃ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043155 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　写真測量 Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　写真　Ａ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043160 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　写真測量 Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　写真　Ｂ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043165 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　写真測量 Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　写真　Ｃ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043170 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　ＴＳ等地形測量 Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　ＴＳ等Ａ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043175 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　ＴＳ等地形測量 Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　ＴＳ等Ｂ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043180 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　ＴＳ等地形測量 Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　ＴＳ等Ｃ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043200 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　車載レーザ測量 Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　車載　Ａ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043205 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　車載レーザ測量 Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　車載　Ｂ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量
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測量成果品検定料金 9003043210 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　車載レーザ測量 Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００　車載　Ｃ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043020 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正 Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正　Ａ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043025 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正 Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正　Ｂ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043030 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正 Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正　Ｃ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043215 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正Ⅱ Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正２　Ａ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043220 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正Ⅱ Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正２　Ｂ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043225 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正Ⅱ Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５００修正２　Ｃ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043035 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００ Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１０００　Ａ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043040 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００ Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１０００　Ｂ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043045 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００ Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１０００　Ｃ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043050 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００修正 Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１０００修正　Ａ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043055 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００修正 Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１０００修正　Ｂ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043060 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００修正 Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１０００修正　Ｃ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043230 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００修正Ⅱ Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１０００修正２Ａ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043235 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００修正Ⅱ Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１０００修正２Ｂ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043240 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１，０００修正Ⅱ Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル１０００修正２Ｃ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043065 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００ Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５００　Ａ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043070 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００ Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５００　Ｂ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量
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測量成果品検定料金 9003043075 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００ Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５００　Ｃ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043080 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００修正 Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５００修正　Ａ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043085 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００修正 Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５００修正　Ｂ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043090 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００修正 Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５００修正　Ｃ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043245 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００修正Ⅱ Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５００修正２Ａ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043250 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００修正Ⅱ Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５００修正２Ｂ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043255 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００修正Ⅱ Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５００修正２Ｃ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043260 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００ Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５０００　Ａ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043265 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００ Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５０００　Ｂ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043270 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００ Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５０００　Ｃ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043275 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００修正 Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５０００修正　Ａ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043280 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００修正 Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５０００修正　Ｂ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043285 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００修正 Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５０００修正　Ｃ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043125 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００既成図数値化 Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５００既成図Ａ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043130 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００既成図数値化 Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５００既成図Ｂ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043135 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２，５００既成図数値化 Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル２５００既成図Ｃ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043140 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００既成図数値化 Ａランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５０００既成図Ａ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003043145 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００既成図数値化 Ｂランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５０００既成図Ｂ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量
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測量成果品検定料金 9003043150 測量成果品検定料金 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５，０００既成図数値化 Ｃランク 数値地形図（公共測量） 地図情報レベル５０００既成図Ｃ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003045060 測量成果品検定料金 砂防基盤地図データ（公共測量） １／２，５００砂防基盤地図データ Ａランク 砂防基盤地図データ（公共測量） １／２５００砂防基盤地図　Ａ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003045065 測量成果品検定料金 砂防基盤地図データ（公共測量） １／２，５００砂防基盤地図データ Ｂランク 砂防基盤地図データ（公共測量） １／２５００砂防基盤地図　Ｂ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003045070 測量成果品検定料金 砂防基盤地図データ（公共測量） １／２，５００砂防基盤地図データ Ｃランク 砂防基盤地図データ（公共測量） １／２５００砂防基盤地図　Ｃ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003046037 測量成果品検定料金 写真地図（公共測量） 地図情報レベル５００ 出力図 写真地図（公共測量） 地図情報レベル５００　出力図 ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003046035 測量成果品検定料金 写真地図（公共測量） 地図情報レベル５００ データ 写真地図（公共測量） 地図情報レベル５００　データ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003046005 測量成果品検定料金 写真地図（公共測量） 地図情報レベル１，０００ 出力図 写真地図（公共測量） 地図情報レベル１０００　出力図 ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003046020 測量成果品検定料金 写真地図（公共測量） 地図情報レベル１，０００ データ 写真地図（公共測量） 地図情報レベル１０００　データ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003046010 測量成果品検定料金 写真地図（公共測量） 地図情報レベル２，５００ 出力図 写真地図（公共測量） 地図情報レベル２５００　出力図 ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003046025 測量成果品検定料金 写真地図（公共測量） 地図情報レベル２，５００ データ 写真地図（公共測量） 地図情報レベル２５００　データ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003046015 測量成果品検定料金 写真地図（公共測量） 地図情報レベル５，０００ 出力図 写真地図（公共測量） 地図情報レベル５０００　出力図 ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003046030 測量成果品検定料金 写真地図（公共測量） 地図情報レベル５，０００ データ 写真地図（公共測量） 地図情報レベル５０００　データ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003044035 測量成果品検定料金 空中写真（公共測量） 密着写真（アナログ） 空中写真（公共測量） 密着写真（アナログ） 枚 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003044040 測量成果品検定料金 空中写真（公共測量） 数値写真（デジタル） 空中写真（公共測量） 数値写真（デジタル） 枚 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047005
測量成果品検定料金 航空レーザ測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検（０．５ｍグリッドデータ） １／
５００

航空レーザ測量　フィルタリング 点検　０．５ｍ　１／５００ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047010
測量成果品検定料金 航空レーザ測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検（０．５ｍグリッドデータ） １／
１，０００

航空レーザ測量　フィルタリング 点検　０．５ｍ　１／１０００ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047015
測量成果品検定料金 航空レーザ測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検（０．５ｍグリッドデータ） １／
２，５００

航空レーザ測量　フィルタリング 点検　０．５ｍ　１／２５００ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047020
測量成果品検定料金 航空レーザ測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検（１ｍグリッドデータ） １／１，
０００

航空レーザ測量　フィルタリング 点検　１ｍ　１／１０００ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量
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測量成果品検定料金 9003047025
測量成果品検定料金 航空レーザ測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検（１ｍグリッドデータ） １／２，
５００

航空レーザ測量　フィルタリング 点検　１ｍ　１／２５００ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047030
測量成果品検定料金 航空レーザ測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検（１ｍグリッドデータ） １／５，
０００

航空レーザ測量　フィルタリング 点検　１ｍ　１／５０００ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047035
測量成果品検定料金 航空レーザ測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検（２ｍグリッドデータ） １／２，
５００

航空レーザ測量　フィルタリング 点検　２ｍ　１／２５００ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047040
測量成果品検定料金 航空レーザ測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検（２ｍグリッドデータ） １／５，
０００

航空レーザ測量　フィルタリング 点検　２ｍ　１／５０００ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047043
測量成果品検定料金 航空レーザ測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検（５ｍグリッドデータ） １／２，
５００

航空レーザ測量　フィルタリング 点検　５ｍ　１／２５００ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047045
測量成果品検定料金 航空レーザ測量（公共測量） フィルタリング点検図の目視点検（５ｍグリッドデータ） １／５，
０００

航空レーザ測量　フィルタリング 点検　５ｍ　１／５０００ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047050 測量成果品検定料金 航空レーザ測量（公共測量） グリッドデータの論理点検（０．５ｍグリッドデータ） 航空レーザ測量（公共測量） グリッドデータ点検　０．５ｍ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047055 測量成果品検定料金 航空レーザ測量（公共測量） グリッドデータの論理点検（１ｍグリッドデータ） 航空レーザ測量（公共測量） グリッドデータ点検　１ｍ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047060 測量成果品検定料金 航空レーザ測量（公共測量） グリッドデータの論理点検（２ｍグリッドデータ） 航空レーザ測量（公共測量） グリッドデータ点検　２ｍ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047065 測量成果品検定料金 航空レーザ測量（公共測量） グリッドデータの論理点検（５ｍグリッドデータ） 航空レーザ測量（公共測量） グリッドデータ点検　５ｍ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047070 測量成果品検定料金 航空レーザ測量（公共測量） グリッドデータの論理点検（１ｍ及び５ｍグリッドデータ） 航空レーザ測量（公共測量） グリッドデータ点検　１ｍ及５ｍ ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047072
測量成果品検定料金 画地確定測量（出来形測量）土地区画整理事業 出来形測量（１／５００～１／１，０００） 現地
点検測量１日　１０ｈａ

画地確定測量　出来形測量 現地点検測量１日　１０ｈａ １０ｈａ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047074
測量成果品検定料金 画地確定測量（出来形測量）土地区画整理事業 出来形測量（１／５００～１／１，０００） 現地
点検測量１日　２０ｈａ

画地確定測量　出来形測量 現地点検測量１日　２０ｈａ ２０ｈａ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047076
測量成果品検定料金 画地確定測量（出来形測量）土地区画整理事業 出来形測量（１／５００～１／１，０００） 現地
点検測量１日　３０ｈａ

画地確定測量　出来形測量 現地点検測量１日　３０ｈａ ３０ｈａ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047078
測量成果品検定料金 画地確定測量（出来形測量）土地区画整理事業 出来形測量（１／５００～１／１，０００） 現地
点検測量２日　２０ｈａ

画地確定測量　出来形測量 現地点検測量２日　２０ｈａ ２０ｈａ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047080
測量成果品検定料金 画地確定測量（出来形測量）土地区画整理事業 出来形測量（１／５００～１／１，０００） 現地
点検測量２日　３０ｈａ

画地確定測量　出来形測量 現地点検測量２日　３０ｈａ ３０ｈａ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047082
測量成果品検定料金 画地確定測量（出来形測量）土地区画整理事業 出来形測量（１／５００～１／１，０００） 現地
点検測量２日　４０ｈａ

画地確定測量　出来形測量 現地点検測量２日　４０ｈａ ４０ｈａ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047084
測量成果品検定料金 画地確定測量（出来形測量）土地区画整理事業 出来形測量（１／５００～１／１，０００） 現地
点検測量２日　５０ｈａ

画地確定測量　出来形測量 現地点検測量２日　５０ｈａ ５０ｈａ 858 ○ ○ 9003 測量
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測量成果品検定料金 9003047086 測量成果品検定料金 三次元点群測量 ＵＡＶから撮影した写真を用いた三次元点群作成 三次元点群測量 ＵＡＶから撮影した写真 ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047087 測量成果品検定料金 三次元点群測量 ＵＡＶ搭載型レーザスキャナを用いた三次元点群作成 三次元点群測量 ＵＡＶ搭載型レーザスキャナ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047088 測量成果品検定料金 三次元点群測量 地上レーザスキャナを用いた三次元点群作成 三次元点群測量 地上レーザスキャナ ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003047089 測量成果品検定料金 三次元点群測量 車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群作成 三次元点群測量 車載写真レーザ測量 ．１ｋｍ２ 858 ○ ○ 9003 測量

測量成果品検定料金 9003048005 測量成果品検定料金 電子納品検定料 電子納品検定料 測量成果品検定料金 電子納品検定料 件（業務） 858 ○ ○ 9003 測量

水質分析 9001010016 水質分析 健康項目（１） カドミウム 水質分析　健康項目（１） カドミウム 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010014 水質分析 健康項目（１） シアン 水質分析　健康項目（１） シアン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010015 水質分析 健康項目（１） 有機リン 水質分析　健康項目（１） 有機リン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010018 水質分析 健康項目（１） 鉛 水質分析　健康項目（１） 鉛 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010020 水質分析 健康項目（１） 六価クロム 水質分析　健康項目（１） 六価クロム 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010024 水質分析 健康項目（１） ひ素 水質分析　健康項目（１） ひ素 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010026 水質分析 健康項目（１） 総水銀 水質分析　健康項目（１） 総水銀 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010022 水質分析 健康項目（１） アルキル水銀 水質分析　健康項目（１） アルキル水銀 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010030 水質分析 健康項目（１） ＰＣＢ 水質分析　健康項目（１） ＰＣＢ 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010210 水質分析 健康項目（１） ほう素 水質分析　健康項目（１） ほう素 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010062 水質分析 健康項目（１） ふっ素 水質分析　健康項目（１） ふっ素 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010216 水質分析 健康項目（１） 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 水質分析　健康項目（１） 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010164 水質分析 健康項目（１） チウラム 水質分析　健康項目（１） チウラム 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析
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水質分析 9001010166 水質分析 健康項目（１） シマジン 水質分析　健康項目（１） シマジン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010168 水質分析 健康項目（１） チオベンカルブ 水質分析　健康項目（１） チオベンカルブ 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010050 水質分析 健康項目（１） セレン 水質分析　健康項目（１） セレン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010228 水質分析 健康項目（２） トリクロロエチレン 水質分析　健康項目（２） トリクロロエチレン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010230 水質分析 健康項目（２） テトラクロロエチレン 水質分析　健康項目（２） テトラクロロエチレン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010148 水質分析 健康項目（２） 四塩化炭素 水質分析　健康項目（２） 四塩化炭素 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010150 水質分析 健康項目（２） ジクロロメタン 水質分析　健康項目（２） ジクロロメタン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010152 水質分析 健康項目（２） １，２－ジクロロエタン 水質分析　健康項目（２） １・２－ジクロロエタン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010232 水質分析 健康項目（２） １，１，１－トリクロロエタン 水質分析　健康項目（２） １・１・１－トリクロロエタン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010154 水質分析 健康項目（２） １，１，２－トリクロロエタン 水質分析　健康項目（２） １・１・２－トリクロロエタン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010156 水質分析 健康項目（２） １，１－ジクロロエチレン 水質分析　健康項目（２） １・１－ジクロロエチレン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010158 水質分析 健康項目（２） シス－１，２－ジクロロエチレン 水質分析　健康項目（２） シス－１・２－ジクロロエチレン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010160 水質分析 健康項目（２） １，３－ジクロロプロペン 水質分析　健康項目（２） １・３－ジクロロプロペン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010162 水質分析 健康項目（２） ベンゼン 水質分析　健康項目（２） ベンゼン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010510 水質分析 健康項目（２） 追加成分当たりの加算額 水質分析　健康項目（２） 追加成分当たりの加算額 成分 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010520 水質分析 健康項目（２） 全項目（健康項目（２）に含まれる１１項目） 水質分析　健康項目（２） 全項目 式 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010002 水質分析 生活環境項目 水素イオン濃度（ｐＨ） 水質分析　生活環境項目 水素イオン濃度（ｐＨ） 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010006 水質分析 生活環境項目 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 水質分析　生活環境項目 生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析
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水質分析 9001010007 水質分析 生活環境項目 溶解性ＢＯＤ 水質分析　生活環境項目 溶解性ＢＯＤ 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010008 水質分析 生活環境項目 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 水質分析　生活環境項目 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010009 水質分析 生活環境項目 溶解性ＣＯＤ 水質分析　生活環境項目 溶解性ＣＯＤ 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010010 水質分析 生活環境項目 浮遊物質量（ＳＳ） 水質分析　生活環境項目 浮遊物質量（ＳＳ） 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010170 水質分析 生活環境項目 ｎ－ヘキサン抽出物質 水質分析　生活環境項目 ｎ－ヘキサン抽出物質 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010012 水質分析 生活環境項目 大腸菌群数（計数法） 水質分析　生活環境項目 大腸菌群数　（計数法） 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010172 水質分析 生活環境項目 大腸菌群数（最確数法） 水質分析　生活環境項目 大腸菌群数　（最確数法） 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010004 水質分析 生活環境項目 溶存酸素量（ＤＯ） 水質分析　生活環境項目 溶存酸素量（ＤＯ） 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010034 水質分析 生活環境項目 フェノール類 水質分析　生活環境項目 フェノール類 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010036 水質分析 生活環境項目 銅 水質分析　生活環境項目 銅 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010038 水質分析 生活環境項目 亜鉛 水質分析　生活環境項目 亜鉛 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010040 水質分析 生活環境項目 溶解性鉄 水質分析　生活環境項目 溶解性鉄 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010042 水質分析 生活環境項目 溶解性マンガン 水質分析　生活環境項目 溶解性マンガン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010044 水質分析 生活環境項目 全クロム 水質分析　生活環境項目 全クロム 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010238 水質分析 水道水項目 大腸菌 水質分析　水道水項目 大腸菌 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010240 水質分析 水道水項目 ほう素 水質分析　水道水項目 ほう素 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010242 水質分析 水道水項目 １，４－ジオキサン 水質分析　水道水項目 １・４－ジオキサン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010244 水質分析 水道水項目 クロロ酢酸 水質分析　水道水項目 クロロ酢酸 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析
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水質分析 9001010246 水質分析 水道水項目 ジクロロ酢酸 水質分析　水道水項目 ジクロロ酢酸 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010248 水質分析 水道水項目 臭素酸 水質分析　水道水項目 臭素酸 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010250 水質分析 水道水項目 トリクロロ酢酸 水質分析　水道水項目 トリクロロ酢酸 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010252 水質分析 水道水項目 ホルムアルデヒド 水質分析　水道水項目 ホルムアルデヒド 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010254 水質分析 水道水項目 アルミニウム 水質分析　水道水項目 アルミニウム 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010256 水質分析 水道水項目 ジェオスミン 水質分析　水道水項目 ジェオスミン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010258 水質分析 水道水項目 ２－メチルイソボルネオール 水質分析　水道水項目 ２－メチルイソボルネオール 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010260 水質分析 水道水項目 非イオン界面活性剤 水質分析　水道水項目 非イオン界面活性剤 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010262 水質分析 水道水項目 全有機炭素（ＴＯＣ） 水質分析　水道水項目 全有機炭素（ＴＯＣ） 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010234 水質分析 要監視項目（１） クロロホルム 水質分析　要監視項目（１） クロロホルム 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010174 水質分析 要監視項目（１） トランス－１，２－ジクロロエチレン 水質分析　要監視項目（１） トランス１・２ジクロロエチレン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010176 水質分析 要監視項目（１） １，２－ジクロロプロパン 水質分析　要監視項目（１） １・２－ジクロロプロパン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010178 水質分析 要監視項目（１） Ｐ－ジクロロベンゼン 水質分析　要監視項目（１） Ｐ－ジクロロベンゼン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010180 水質分析 要監視項目（１） トルエン 水質分析　要監視項目（１） トルエン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010182 水質分析 要監視項目（１） キシレン 水質分析　要監視項目（１） キシレン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010530 水質分析 要監視項目（１） 追加成分当たりの加算額 水質分析　要監視項目（１） 追加成分当たりの加算額 成分 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010540 水質分析 要監視項目（１） 全項目（要監視項目（１）に含まれる６項目） 水質分析　要監視項目（１） 全項目 式 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010184 水質分析 要監視項目（２） イソキサチオン 水質分析　要監視項目（２） イソキサチオン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析
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水質分析 9001010186 水質分析 要監視項目（２） ダイアジノン 水質分析　要監視項目（２） ダイアジノン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010188 水質分析 要監視項目（２） フェニトロチオン（ＭＥＰ） 水質分析　要監視項目（２） フェニトロチオン（ＭＥＰ） 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010190 水質分析 要監視項目（２） イソプロチオラン 水質分析　要監視項目（２） イソプロチオラン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010192 水質分析 要監視項目（２） クロロタロニル（ＴＰＮ） 水質分析　要監視項目（２） クロロタロニル（ＴＰＮ） 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010194 水質分析 要監視項目（２） プロピザミド 水質分析　要監視項目（２） プロピザミド 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010196 水質分析 要監視項目（２） ＥＰＮ 水質分析　要監視項目（２） ＥＰＮ 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010198 水質分析 要監視項目（２） ジクロルボス（ＤＤＶＰ） 水質分析　要監視項目（２） ジクロルボス（ＤＤＶＰ） 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010200 水質分析 要監視項目（２） フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 水質分析　要監視項目（２） フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010202 水質分析 要監視項目（２） イプロベンホス（ＩＢＰ） 水質分析　要監視項目（２） イプロベンホス（ＩＢＰ） 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010264 水質分析 要監視項目（２） クロルニトロフェン（ＣＮＰ） 水質分析　要監視項目（２） クロルニトロフェン（ＣＮＰ） 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010206 水質分析 要監視項目（２） オキシン銅 水質分析　要監視項目（２） オキシン銅 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010208 水質分析 要監視項目（２） フタル酸ジエチルヘキシル 水質分析　要監視項目（２） フタル酸ジエチルヘキシル 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010046 水質分析 要監視項目（２） ニッケル 水質分析　要監視項目（２） ニッケル 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010212 水質分析 要監視項目（２） モリブデン 水質分析　要監視項目（２） モリブデン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010214 水質分析 要監視項目（２） アンチモン 水質分析　要監視項目（２） アンチモン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010266 水質分析 要監視項目（２） クロロエチレン（塩化ビニルモノマー） 水質分析　要監視項目（２） クロロエチレン（塩ビモノマー） 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010268 水質分析 要監視項目（２） エピクロロヒドリン 水質分析　要監視項目（２） エピクロロヒドリン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010270 水質分析 要監視項目（２） 全マンガン 水質分析　要監視項目（２） 全マンガン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析
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水質分析 9001010272 水質分析 要監視項目（２） ウラン 水質分析　要監視項目（２） ウラン 検体 859 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010562 水質分析 一般項目 ダイオキシン類 水質分析　一般項目 ダイオキシン類 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010060 水質分析 一般項目 よう素消費量 水質分析　一般項目 よう素消費量 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010218 水質分析 一般項目 リン酸イオン 水質分析　一般項目 リン酸イオン 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010122 水質分析 一般項目 全リン 水質分析　一般項目 全リン 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010112 水質分析 一般項目 ケルダール窒素 水質分析　一般項目 ケルダール窒素 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010114 水質分析 一般項目 有機態窒素 水質分析　一般項目 有機態窒素 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010106 水質分析 一般項目 アンモニア性窒素 水質分析　一般項目 アンモニア性窒素 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010108 水質分析 一般項目 亜硝酸性窒素 水質分析　一般項目 亜硝酸性窒素 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010110 水質分析 一般項目 硝酸性窒素 水質分析　一般項目 硝酸性窒素 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010116 水質分析 一般項目 全窒素（総和法） 水質分析　一般項目 全窒素（総和法） 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010120 水質分析 一般項目 全窒素（加圧分解法） 水質分析　一般項目 全窒素（加圧分解法） 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010220 水質分析 一般項目 陰イオン界面活性剤 水質分析　一般項目 陰イオン界面活性剤 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010052 水質分析 一般項目 一般細菌 水質分析　一般項目 一般細菌 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010054 水質分析 一般項目 残留塩素 水質分析　一般項目 残留塩素 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010056 水質分析 一般項目 塩素（塩化物）イオン 水質分析　一般項目 塩素（塩化物）イオン 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010058 水質分析 一般項目 過マンガン酸カリウム消費量 水質分析　一般項目 過マンガン酸カリウム消費量 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010066 水質分析 一般項目 蒸発残留物 水質分析　一般項目 蒸発残留物 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析
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水質分析 9001010068 水質分析 一般項目 強熱減量 水質分析　一般項目 強熱減量 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010074 水質分析 一般項目 アルカリ度 水質分析　一般項目 アルカリ度 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010078 水質分析 一般項目 酸度 水質分析　一般項目 酸度 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010080 水質分析 一般項目 全硬度 水質分析　一般項目 全硬度 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010082 水質分析 一般項目 マグネシウム 水質分析　一般項目 マグネシウム 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010274 水質分析 一般項目 シアン化物イオン 塩化シアン含む 水質分析　一般項目 シアン化物イオン 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010276 水質分析 一般項目 塩素酸 水質分析　一般項目 塩素酸 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010278 水質分析 一般項目 ジブロモクロロメタン 水質分析　一般項目 ジブロモクロロメタン 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010280 水質分析 一般項目 ブロモジクロロメタン 水質分析　一般項目 ブロモジクロロメタン 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010084 水質分析 一般項目 硫酸イオン 水質分析　一般項目 硫酸イオン 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010085 水質分析 一般項目 硝酸イオン 水質分析　一般項目 硝酸イオン 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010086 水質分析 一般項目 けい酸 水質分析　一般項目 けい酸 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010088 水質分析 一般項目 カルシウム 水質分析　一般項目 カルシウム 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010090 水質分析 一般項目 ナトリウム 水質分析　一般項目 ナトリウム 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010091 水質分析 一般項目 カリウム 水質分析　一般項目 カリウム 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010236 水質分析 一般項目 クロロフィルａ 水質分析　一般項目 クロロフィルａ 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010092 水質分析 一般項目 全有機炭素（ＴＯＣ） 水質分析　一般項目 全有機炭素（ＴＯＣ） 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010094 水質分析 一般項目 色度 水質分析　一般項目 色度 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析
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水質分析 9001010096 水質分析 一般項目 濁度 水質分析　一般項目 濁度 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010097 水質分析 一般項目 比重 水質分析　一般項目 比重 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010098 水質分析 一般項目 電気伝導率 水質分析　一般項目 電気伝導率 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010099 水質分析 一般項目 酸化還元電位（ＯＲＰ） 水質分析　一般項目 酸化還元電位（ＯＲＰ） 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010100 水質分析 一般項目 透視度 水質分析　一般項目 透視度 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010102 水質分析 一般項目 臭気 水質分析　一般項目 臭気 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010222 水質分析 一般項目 味 水質分析　一般項目 味 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010224 水質分析 一般項目 外観 水質分析　一般項目 外観 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010226 水質分析 一般項目 水温 水質分析　一般項目 水温 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010130 水質分析 一般項目 総トリハロメタン 水質分析　一般項目 総トリハロメタン 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010282 水質分析 一般項目 ブロモホルム 水質分析　一般項目 ブロモホルム 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

水質分析 9001010284 水質分析 一般項目 鉄 水質分析　一般項目 鉄 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041016 悪臭分析 アンモニア 悪臭分析 アンモニア 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041006 悪臭分析 メチルメルカプタン 悪臭分析 メチルメルカプタン 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041008 悪臭分析 硫化水素 悪臭分析 硫化水素 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041010 悪臭分析 硫化メチル 悪臭分析 硫化メチル 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041012 悪臭分析 二硫化メチル 悪臭分析 二硫化メチル 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041014 悪臭分析 トリメチルアミン 悪臭分析 トリメチルアミン 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

3072 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

悪臭分析 9001041020 悪臭分析 アセトアルデヒド 悪臭分析 アセトアルデヒド 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041028 悪臭分析 プロピオンアルデヒド 悪臭分析 プロピオンアルデヒド 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041030 悪臭分析 ノルマルブチルアルデヒド 悪臭分析 ノルマルブチルアルデヒド 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041032 悪臭分析 イソブチルアルデヒド 悪臭分析 イソブチルアルデヒド 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041034 悪臭分析 ノルマルバレルアルデヒド 悪臭分析 ノルマルバレルアルデヒド 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041036 悪臭分析 イソバレルアルデヒド 悪臭分析 イソバレルアルデヒド 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041038 悪臭分析 イソブタノール 悪臭分析 イソブタノール 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041040 悪臭分析 酢酸エチル 悪臭分析 酢酸エチル 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041042 悪臭分析 メチルイソブチルケトン 悪臭分析 メチルイソブチルケトン 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041044 悪臭分析 トルエン 悪臭分析 トルエン 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041018 悪臭分析 スチレン 悪臭分析 スチレン 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041046 悪臭分析 キシレン 悪臭分析 キシレン 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041048 悪臭分析 プロピオン酸 悪臭分析 プロピオン酸 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041050 悪臭分析 ノルマル酪酸 悪臭分析 ノルマル酪酸 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041052 悪臭分析 ノルマル吉草酸 悪臭分析 ノルマル吉草酸 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041054 悪臭分析 イソ吉草酸 悪臭分析 イソ吉草酸 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

悪臭分析 9001041026 悪臭分析 臭気指数（濃度） 悪臭分析 臭気指数（濃度） 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 9001030002 ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） ばいじん ばい煙測定分析 ばいじん 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析
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ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 9001030004 ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） イオウ酸化物ＳＯｘ ばい煙測定分析 イオウ酸化物　ＳＯｘ 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 9001030006 ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 窒素酸化物ＮＯｘ ばい煙測定分析 窒素酸化物　ＮＯｘ 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 9001030032 ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） ダイオキシン類（Ｏ２，ＣＯを含む） ばい煙測定分析 ダイオキシン類（Ｏ２・ＣＯ含） 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 9001030008 ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 有害ガス（ＨＣｌ等） ばい煙測定分析 有害ガス（ＨＣｌ等） 成分 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 9001030010 ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 有機溶剤（トルエン等） ばい煙測定分析 有機溶剤（トルエン等） 成分 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 9001030012 ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 重金属（鉛等） ばい煙測定分析 重金属（鉛等） 成分 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 9001030026 ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 総水銀 ばい煙測定分析 総水銀 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 9001030028 ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 総炭化水素 ばい煙測定分析 総炭化水素 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 9001030014 ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） ばいじん＋ＳＯｘ ばい煙測定分析 ばいじん＋ＳＯｘ 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 9001030016 ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） ばいじん＋ＮＯｘ ばい煙測定分析 ばいじん＋ＮＯｘ 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 9001030018 ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） ばいじん＋ＳＯｘ＋ＮＯｘ ばい煙測定分析 ばいじん＋ＳＯｘ＋ＮＯｘ 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） 9001030030 ばい煙測定分析（サンプリング費用含む） ガス量のみ（流速・水分含む） ばい煙測定分析 ガス量のみ（流速・水分含む） 検体 860 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001025025 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 溶出液作成料 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　溶出液作成料 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020016 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） アルキル水銀 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　アルキル水銀 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020014 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 総水銀 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　総水銀 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020002 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） カドミウム 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　カドミウム 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020006 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 鉛 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　鉛 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020008 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 有機リン 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　有機リン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析
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土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020012 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 六価クロム 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　六価クロム 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020010 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ひ素 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　ひ素 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020004 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） シアン 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　シアン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020003 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 全窒素 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　全窒素 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020005 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 全リン 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　全リン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020007 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ベリリウム 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　ベリリウム 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020009 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） クロム 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　クロム 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020011 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） マンガン 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　マンガン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020013 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ニッケル 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　ニッケル 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020015 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） バナジウム 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　バナジウム 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020018 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ＰＣＢ 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　ＰＣＢ 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020022 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 銅 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　銅 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020024 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 亜鉛 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　亜鉛 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020025 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ほう素 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　ほう素 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020026 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ふっ素 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　ふっ素 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020066 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） チウラム 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　チウラム 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020068 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） シマジン 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　シマジン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020070 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） チオベンカルブ 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　チオベンカルブ 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析
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土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020072 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） セレン又はその化合物 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　セレン又はその化合物 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020073 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 有機塩素化合物 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　有機塩素化合物 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020088 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ダイオキシン類 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有１　ダイオキシン類 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001025055 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 溶出液作成料 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　溶出液作成料 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021016 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） アルキル水銀 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　アルキル水銀 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021014 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 総水銀 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　総水銀 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021002 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） カドミウム 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　カドミウム 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021006 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 鉛 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　鉛 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021008 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 有機リン 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　有機リン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021012 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 六価クロム 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　六価クロム 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021010 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ひ素 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　ひ素 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021004 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） シアン 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　シアン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021003 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 全窒素 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　全窒素 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021005 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 全リン 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　全リン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021007 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ベリリウム 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　ベリリウム 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021009 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） クロム 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　クロム 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021011 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） マンガン 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　マンガン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021013 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ニッケル 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　ニッケル 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

3076 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021015 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） バナジウム 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　バナジウム 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021018 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ＰＣＢ 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　ＰＣＢ 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021022 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 銅 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　銅 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021024 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 亜鉛 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　亜鉛 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021025 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ほう素 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　ほう素 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021026 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ふっ素 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　ふっ素 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021066 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） チウラム 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　チウラム 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021068 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） シマジン 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　シマジン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021070 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） チオベンカルブ 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　チオベンカルブ 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021072 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） セレン又はその化合物 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　セレン又はその化合物 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021073 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） 有機塩素化合物 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　有機塩素化合物 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021088 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（１） ダイオキシン類 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出１　ダイオキシン類 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020056 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） 溶出液作成料 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有２　溶出液作成料 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020048 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） トリクロロエチレン 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有２　トリクロロエチレン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020050 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） テトラクロロエチレン 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有２　テトラクロロエチレン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020052 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） 四塩化炭素 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有２　四塩化炭素 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020054 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，１，１－トリクロロエタン 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有２　１１１トリクロロエタン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020074 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） ジクロロメタン 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有２　ジクロロメタン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析
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土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020076 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，２－ジクロロエタン 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有２　１・２－ジクロロエタン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020078 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，１－ジクロロエチレン 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有２　１・１ジクロロエチレン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020081 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，２－ジクロロエチレン 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有２　１・２ジクロロエチレン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020082 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，１，２－トリクロロエタン 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有２　１１２トリクロロエタン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020084 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，３－ジクロロプロペン 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有２　１・３ジクロロプロペン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020086 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） ベンゼン 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有２　ベンゼン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020087 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） クロロエチレン 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有２　クロロエチレン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020090 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） 追加成分当たりの加算額 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有２　追加成分当たりの加算額 成分 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020102
土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） 全項目（含有量試験及び溶出試験（２）に含まれる１３
項目） 含有量試験

土壌・底質・産業廃棄物分析 含有２　全項目 式 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021056 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） 溶出液作成料 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出２　溶出液作成料 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021048 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） トリクロロエチレン 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出２　トリクロロエチレン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021050 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） テトラクロロエチレン 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出２　テトラクロロエチレン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021052 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） 四塩化炭素 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出２　四塩化炭素 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021054 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，１，１－トリクロロエタン 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出２　１１１トリクロロエタン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021074 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） ジクロロメタン 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出２　ジクロロメタン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021076 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，２－ジクロロエタン 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出２　１・２－ジクロロエタン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021078 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，１－ジクロロエチレン 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出２　１・１ジクロロエチレン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021081 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，２－ジクロロエチレン 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出２　１・２ジクロロエチレン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析
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土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021082 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，１，２－トリクロロエタン 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出２　１１２トリクロロエタン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021084 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） １，３－ジクロロプロペン 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出２　１・３ジクロロプロペン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021086 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） ベンゼン 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出２　ベンゼン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021087 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） クロロエチレン 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出２　クロロエチレン 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021090 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） 追加成分当たりの加算額 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出２　追加成分当たりの加算額 成分 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021102
土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量試験及び溶出試験（２） 全項目（含有量試験及び溶出試験（２）に含まれる１３
項目） 溶出試験

土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出２　全項目 式 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020034 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 水素イオン濃度（ｐＨ） 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量　水素イオン濃度（ｐＨ） 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020058 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 含水率 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量　含水率 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020040 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 強熱減量 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量　強熱減量 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020059 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 電気伝導率 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量　電気伝導率 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020060 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量　化学的酸素要求量ＣＯＤ 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020038 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 ｎ－ヘキサン抽出物質 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量　ｎ－ヘキサン抽出物質 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020036 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 油分 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量　油分 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020028 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 硫化物 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量　硫化物 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020062 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 単位容積重量（見掛比重） 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量　単位容積重量　見掛比重 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020064 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 粒度（ふるい） 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量　粒度（ふるい） 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020094 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 粒度（コールターカウンター） 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量粒度コールターカウンター 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020096 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 粒度（レーザーカウンター） 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量粒度レーザーカウンター 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析
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土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021034 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 水素イオン濃度（ｐＨ） 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　水素イオン濃度（ｐＨ） 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021058 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 含水率 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　含水率 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021040 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 強熱減量 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　強熱減量 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021059 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 電気伝導率 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　電気伝導率 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021060 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　化学的酸素要求量ＣＯＤ 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021038 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 ｎ－ヘキサン抽出物質 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　ｎ－ヘキサン抽出物質 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021036 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 油分 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　油分 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021028 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 硫化物 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　硫化物 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021062 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 単位容積重量（見掛比重） 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　単位容積重量　見掛比重 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021064 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 粒度（ふるい） 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　粒度（ふるい） 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021094 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 粒度（コールターカウンター） 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　粒度コールターカウンター 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021096 土壌・底質・産業廃棄物分析 一般性状試験 粒度（レーザーカウンター） 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　粒度レーザーカウンター 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020098 土壌・底質・産業廃棄物分析 環境庁告示第４６号溶出試験（前処理費・溶出液作成料含む） 六価クロム 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量　六価クロム　環境庁 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001020099
土壌・底質・産業廃棄物分析 環境庁告示第４６号溶出試験（前処理費・溶出液作成料含む） タンクリーチング試験 含
有量試験

土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量　タンクリーチング環境庁 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021098 土壌・底質・産業廃棄物分析 環境庁告示第４６号溶出試験（前処理費・溶出液作成料含む） 六価クロム 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　六価クロム　環境庁 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001021099
土壌・底質・産業廃棄物分析 環境庁告示第４６号溶出試験（前処理費・溶出液作成料含む） タンクリーチング試験 溶
出試験

土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　タンクリーチング　環境庁 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001025060 土壌・底質・産業廃棄物分析 絶縁油中のＰＣＢ含有試験 ＰＣＢ 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量　ＰＣＢ　絶縁油中 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001025065 土壌・底質・産業廃棄物分析 絶縁油中のＰＣＢ含有試験 ＰＣＢ（簡易測定法） 含有量試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 含有量　ＰＣＢ　絶縁油中　簡易 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析
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土壌・底質・産業廃棄物分析 9001026060 土壌・底質・産業廃棄物分析 絶縁油中のＰＣＢ含有試験 ＰＣＢ 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　ＰＣＢ　絶縁油中 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001026065 土壌・底質・産業廃棄物分析 絶縁油中のＰＣＢ含有試験 ＰＣＢ（簡易測定法） 溶出試験 土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出　ＰＣＢ　絶縁油中　簡易 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001025071
土壌・底質・産業廃棄物分析 建材製品中のアスベスト含有試験 アスベスト（定性分析）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－１
含有量試験 定量分析費別途

土壌・底質・産業廃棄物分析 含有アスベスト定性１４８１－１ 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001025070
土壌・底質・産業廃棄物分析 建材製品中のアスベスト含有試験 アスベスト（定性分析）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－２
含有量試験 定量分析費別途

土壌・底質・産業廃棄物分析 含有アスベスト定性１４８１－２ 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001025075
土壌・底質・産業廃棄物分析 建材製品中のアスベスト含有試験 アスベスト（定量分析）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－３
含有量試験 定性分析費別途

土壌・底質・産業廃棄物分析 含有アスベスト定量１４８１－３ 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001026071
土壌・底質・産業廃棄物分析 建材製品中のアスベスト含有試験 アスベスト（定性分析）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－１
溶出試験 定量分析費別途

土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出アスベスト定性１４８１－１ 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001026070
土壌・底質・産業廃棄物分析 建材製品中のアスベスト含有試験 アスベスト（定性分析）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－２
溶出試験 定量分析費別途

土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出アスベスト定性１４８１－２ 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

土壌・底質・産業廃棄物分析 9001026075
土壌・底質・産業廃棄物分析 建材製品中のアスベスト含有試験 アスベスト（定量分析）　ＪＩＳ　Ａ　１４８１－３
溶出試験 定性分析費別途

土壌・底質・産業廃棄物分析 溶出アスベスト定量１４８１－３ 検体 861 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050002
騒音レベル測定 工場騒音 ５地点 任意の工場において，工場稼働時の昼間の騒音現況を調査する 工場敷地境界（稼働
時間８：００～１７：００）　１班当たり１０地点／１日の車両による移動測定が可能な場合　１人当たり１０地点
５秒１００回法による統計値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析　１データ／１地点

騒音レベル測定 工場　５秒１００回法　５地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050004
騒音レベル測定 工場騒音 １０地点 任意の工場において，工場稼働時の昼間の騒音現況を調査する 工場敷地境界（稼
働時間８：００～１７：００）　１班当たり１０地点／１日の車両による移動測定が可能な場合　１人当たり１０地点
５秒１００回法による統計値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析　１データ／１地点

騒音レベル測定 工場　５秒１００回法　１０地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050008
騒音レベル測定 工場騒音 １５地点 任意の工場において，工場稼働時の昼間の騒音現況を調査する 工場敷地境界（稼
働時間８：００～１７：００）　１班当たり１０地点／１日の車両による移動測定が可能な場合　１人当たり１０地点
５秒１００回法による統計値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析　１データ／１地点

騒音レベル測定 工場　５秒１００回法　１５地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050010
騒音レベル測定 建設作業騒音 １発生源 任意の作業現場において，使用されている重機の発生騒音を調査する 発生源
２方向×３地点　計６地点　発生源は同一作業所内にあり，１方向ずつ同時測定とする　３人当たり１発生源　ピーク
値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析　６データ／１発生源

騒音レベル測定 建設作業　１発生源 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050012
騒音レベル測定 建設作業騒音 ２発生源 任意の作業現場において，使用されている重機の発生騒音を調査する 発生源
２方向×３地点　計６地点　発生源は同一作業所内にあり，１方向ずつ同時測定とする　３人当たり１発生源　ピーク
値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析　６データ／１発生源

騒音レベル測定 建設作業　２発生源 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050014
騒音レベル測定 建設作業騒音 ３発生源 任意の作業現場において，使用されている重機の発生騒音を調査する 発生源
２方向×３地点　計６地点　発生源は同一作業所内にあり，１方向ずつ同時測定とする　３人当たり１発生源　ピーク
値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析　６データ／１発生源

騒音レベル測定 建設作業　３発生源 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050060
騒音レベル測定 環境騒音 １地点 任意の地域において，環境騒音を調査する １０分間測定（朝，夕１回　昼，夜間２
回　計６回）　音源識別あり　１人当たり１地点　５秒１００回法による統計値　６データ／１地点

騒音レベル測定 環境　５秒１００回法　１地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050062
騒音レベル測定 環境騒音 ３地点 任意の地域において，環境騒音を調査する １０分間測定（朝，夕１回　昼，夜間２
回　計６回）　音源識別あり　１人当たり１地点　５秒１００回法による統計値　６データ／１地点

騒音レベル測定 環境　５秒１００回法　３地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050064
騒音レベル測定 環境騒音 ５地点 任意の地域において，環境騒音を調査する １０分間測定（朝，夕１回　昼，夜間２
回　計６回）　音源識別あり　１人当たり１地点　５秒１００回法による統計値　６データ／１地点

騒音レベル測定 環境　５秒１００回法　５地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050016
騒音レベル測定 道路交通騒音 ５地点 任意の主要幹線道路において，道路交通騒音を調査する 毎正時より１０分間測
定（１２：００～翌１２：００　２４回）道路端　データ処理器使用も可　３人当たり１地点　５秒１００回法による
統計値２４データ／１地点，１０分間交通量（上下別，５車種分類），車速

騒音レベル測定 道路交通　５秒１００回　５地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析
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騒音レベル測定 9001050018
騒音レベル測定 道路交通騒音 １０地点 任意の主要幹線道路において，道路交通騒音を調査する 毎正時より１０分間
測定（１２：００～翌１２：００　２４回）道路端　データ処理器使用も可　３人当たり１地点　５秒１００回法によ
る統計値２４データ／１地点，１０分間交通量（上下別，５車種分類），車速

騒音レベル測定 道路交通　５秒１００回１０地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050020
騒音レベル測定 道路交通騒音 １５地点 任意の主要幹線道路において，道路交通騒音を調査する 毎正時より１０分間
測定（１２：００～翌１２：００　２４回）道路端　データ処理器使用も可　３人当たり１地点　５秒１００回法によ
る統計値２４データ／１地点，１０分間交通量（上下別，５車種分類），車速

騒音レベル測定 道路交通　５秒１００回１５地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050066
騒音レベル測定 鉄道騒音 ５地点 任意の主要鉄軌道において，鉄軌道騒音を調査する 上下方向合わせて，連続して通
過する２０本以上の列車　任意地点　１班当たり５地点／１日の移動測定が可能な場合とする　２人当たり５地点
ピーク値，１データ／１地点及び車両条件（上下別，車種別，連結数，速度）

騒音レベル測定 鉄道　５地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050068
騒音レベル測定 鉄道騒音 １０地点 任意の主要鉄軌道において，鉄軌道騒音を調査する 上下方向合わせて，連続して
通過する２０本以上の列車　任意地点　１班当たり５地点／１日の移動測定が可能な場合とする　２人当たり５地点
ピーク値，１データ／１地点及び車両条件（上下別，車種別，連結数，速度）

騒音レベル測定 鉄道　１０地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050070
騒音レベル測定 鉄道騒音 １５地点 任意の主要鉄軌道において，鉄軌道騒音を調査する 上下方向合わせて，連続して
通過する２０本以上の列車　任意地点　１班当たり５地点／１日の移動測定が可能な場合とする　２人当たり５地点
ピーク値，１データ／１地点及び車両条件（上下別，車種別，連結数，速度）

騒音レベル測定 鉄道　１５地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050032
騒音レベル測定 航空機騒音①（遮音性能調査） ２０世帯 任意の空港周辺において，実機騒音による家屋の遮音量を調
査する １室当たりジェット機を６機種以上の航空機任意地点　１班当たり３世帯／１日の移動測定が可能な場合　１班
（２人）　１／１Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ（５００Ｈｚ）の平均遮音量　１データ／１世帯

騒音レベル測定 航空機　遮音性能調査　２０世帯 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050072
騒音レベル測定 航空機騒音①（遮音性能調査） ４０世帯 任意の空港周辺において，実機騒音による家屋の遮音量を調
査する １室当たりジェット機を６機種以上の航空機任意地点　１班当たり３世帯／１日の移動測定が可能な場合　１班
（２人）　１／１Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ（５００Ｈｚ）の平均遮音量　１データ／１世帯

騒音レベル測定 航空機　遮音性能調査　４０世帯 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001051002
騒音レベル測定 航空機騒音①（遮音性能調査） ８０世帯 任意の空港周辺において，実機騒音による家屋の遮音量を調
査する １室当たりジェット機を６機種以上の航空機任意地点　１班当たり３世帯／１日の移動測定が可能な場合　１班
（２人）　１／１Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ（５００Ｈｚ）の平均遮音量　１データ／１世帯

騒音レベル測定 航空機　遮音性能調査　８０世帯 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050036
騒音レベル測定 航空機騒音②（ＷＥＣＰＮＬ調査） １０地点 任意の空港周辺において，環境基準に準ずるＷＥＣＰＮ
Ｌを調査する 原則連続７日間／１地点　任意地点　環境基準に準拠　１人当たり１地点　ＷＥＣＰＮＬ１データ／１地
点

騒音レベル測定 航空機　ＷＥＣＰＮＬ　１０地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050038
騒音レベル測定 航空機騒音②（ＷＥＣＰＮＬ調査） ２０地点 任意の空港周辺において，環境基準に準ずるＷＥＣＰＮ
Ｌを調査する 原則連続７日間／１地点　任意地点　環境基準に準拠　１人当たり１地点　ＷＥＣＰＮＬ１データ／１地
点

騒音レベル測定 航空機　ＷＥＣＰＮＬ　２０地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050040
騒音レベル測定 航空機騒音②（ＷＥＣＰＮＬ調査） ４０地点 任意の空港周辺において，環境基準に準ずるＷＥＣＰＮ
Ｌを調査する 原則連続７日間／１地点　任意地点　環境基準に準拠　１人当たり１地点　ＷＥＣＰＮＬ１データ／１地
点

騒音レベル測定 航空機　ＷＥＣＰＮＬ　４０地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050044
騒音レベル測定 建築物関係騒音① １室 床衝撃音レベル調査 ＪＩＳ　Ａ　１４１８「建築物の現場における床衝撃音
レベルの測定方法」による　１班２人　評価値，Ｌ値，１データ／１室

騒音レベル測定 建築物関係　床衝撃音調査　１室 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050046
騒音レベル測定 建築物関係騒音① ３室 床衝撃音レベル調査 ＪＩＳ　Ａ　１４１８「建築物の現場における床衝撃音
レベルの測定方法」による　１班２人　評価値，Ｌ値，１データ／１室

騒音レベル測定 建築物関係　床衝撃音調査　３室 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050050
騒音レベル測定 建築物関係騒音① ５室 床衝撃音レベル調査 ＪＩＳ　Ａ　１４１８「建築物の現場における床衝撃音
レベルの測定方法」による　１班２人　評価値，Ｌ値，１データ／１室

騒音レベル測定 建築物関係　床衝撃音調査　５室 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050052
騒音レベル測定 建築物関係騒音② １室 室間音圧レベル調査 ＪＩＳ　Ａ　１４１７「建築物の現場における音圧レベ
ル差の測定方法」による　１班２人　評価値，Ｄ値，１データ／１室

騒音レベル測定 建築物関係　空間音圧調査　１室 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050074
騒音レベル測定 建築物関係騒音② ３室 室間音圧レベル調査 ＪＩＳ　Ａ　１４１７「建築物の現場における音圧レベ
ル差の測定方法」による　１班２人　評価値，Ｄ値，１データ／１室

騒音レベル測定 建築物関係　空間音圧調査　３室 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

騒音レベル測定 9001050076
騒音レベル測定 建築物関係騒音② ５室 室間音圧レベル調査 ＪＩＳ　Ａ　１４１７「建築物の現場における音圧レベ
ル差の測定方法」による　１班２人　評価値，Ｄ値，１データ／１室

騒音レベル測定 建築物関係　空間音圧調査　５室 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

振動レベル測定 9001060016
振動レベル測定 工場振動 ５地点 任意の工場稼働時（昼間）の振動を調査する 工場敷地境界　１班当たり１０地点／
１日の車両による移動測定が可能な場合 １人当たり１０地点　５秒１００回法による統計値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎ
ｄ周波数分析，１データ／地点

振動レベル測定 工場　５秒１００回法　５地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析
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振動レベル測定 9001060018
振動レベル測定 工場振動 １０地点 任意の工場稼働時（昼間）の振動を調査する 工場敷地境界　１班当たり１０地点
／１日の車両による移動測定が可能な場合 １人当たり１０地点　５秒１００回法による統計値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａ
ｎｄ周波数分析，１データ／地点

振動レベル測定 工場　５秒１００回法　１０地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

振動レベル測定 9001060020
振動レベル測定 工場振動 １５地点 任意の工場稼働時（昼間）の振動を調査する 工場敷地境界　１班当たり１０地点
／１日の車両による移動測定が可能な場合 １人当たり１０地点　５秒１００回法による統計値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａ
ｎｄ周波数分析，１データ／地点

振動レベル測定 工場　５秒１００回法　１５地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

振動レベル測定 9001061016
振動レベル測定 建設作業振動 １測線 任意の作業現場において，発生振動を調査する 敷地境界・２５ｍ・５０ｍ（３
点／１測線）　作業時間（８：００～１７：００）ただし，発生源は必ずしも定常振動ではない ２人当たり１測線
ピーク値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析，３データ／１測線

振動レベル測定 建設作業　１測線 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

振動レベル測定 9001061018
振動レベル測定 建設作業振動 ３測線 任意の作業現場において，発生振動を調査する 敷地境界・２５ｍ・５０ｍ（３
点／１測線）　作業時間（８：００～１７：００）ただし，発生源は必ずしも定常振動ではない ２人当たり１測線
ピーク値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析，３データ／１測線

振動レベル測定 建設作業　３測線 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

振動レベル測定 9001061020
振動レベル測定 建設作業振動 ５測線 任意の作業現場において，発生振動を調査する 敷地境界・２５ｍ・５０ｍ（３
点／１測線）　作業時間（８：００～１７：００）ただし，発生源は必ずしも定常振動ではない ２人当たり１測線
ピーク値及び１／３Ｏｃｔ．Ｂａｎｄ周波数分析，３データ／１測線

振動レベル測定 建設作業　５測線 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

振動レベル測定 9001066002
振動レベル測定 環境振動 １地点 任意の地域において，環境振動を調査する １０分間測定（昼間・夜間２回　計４
回）　任意地点（複数地点間の移動測定は困難とする） １人当たり１地点　５秒１００回法による統計値，４データ／
１地点

振動レベル測定 環境　５秒１００回法　１地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

振動レベル測定 9001066004
振動レベル測定 環境振動 ３地点 任意の地域において，環境振動を調査する １０分間測定（昼間・夜間２回　計４
回）　任意地点（複数地点間の移動測定は困難とする） １人当たり１地点　５秒１００回法による統計値，４データ／
１地点

振動レベル測定 環境　５秒１００回法　３地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

振動レベル測定 9001066006
振動レベル測定 環境振動 ５地点 任意の地域において，環境振動を調査する １０分間測定（昼間・夜間２回　計４
回）　任意地点（複数地点間の移動測定は困難とする） １人当たり１地点　５秒１００回法による統計値，４データ／
１地点

振動レベル測定 環境　５秒１００回法　５地点 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

振動レベル測定 9001064002
振動レベル測定 道路交通振動 １測線 任意の主要幹線道路において，道路交通振動を調査する 毎正時より１０分間測
定（１２：００～翌１２：００　２４回）　道路端・２５ｍ・５０ｍ（３点／１測線）　３人当たり１測線 ５秒１００
回法による統計値，７２データ／１測線及び１０分間交通量（上下別，２車種分類）、車速

振動レベル測定 道路交通　５秒１００回法１測線 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

振動レベル測定 9001064004
振動レベル測定 道路交通振動 ３測線 任意の主要幹線道路において，道路交通振動を調査する 毎正時より１０分間測
定（１２：００～翌１２：００　２４回）　道路端・２５ｍ・５０ｍ（３点／１測線）　３人当たり１測線 ５秒１００
回法による統計値，７２データ／１測線及び１０分間交通量（上下別，２車種分類）、車速

振動レベル測定 道路交通　５秒１００回法３測線 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

振動レベル測定 9001064006
振動レベル測定 道路交通振動 ５測線 任意の主要幹線道路において，道路交通振動を調査する 毎正時より１０分間測
定（１２：００～翌１２：００　２４回）　道路端・２５ｍ・５０ｍ（３点／１測線）　３人当たり１測線 ５秒１００
回法による統計値，７２データ／１測線及び１０分間交通量（上下別，２車種分類）、車速

振動レベル測定 道路交通　５秒１００回法５測線 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

振動レベル測定 9001065002

振動レベル測定 鉄道振動 １測線 任意の主要鉄軌道において，鉄軌道振動を調査する 上下方向合わせて連続して通過
する２０本以上の列車　軌道中心より１２．５ｍ・２５ｍ・５０ｍ（３点／１測線） １班当たり２測線／１日の移動測
定が可能な場合とする　３人当たり２測線　ピーク値，１データ／１地点及び車両条件（上下別、車種別、連結数、速
度）

振動レベル測定 鉄道　１測線 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

振動レベル測定 9001065004

振動レベル測定 鉄道振動 ３測線 任意の主要鉄軌道において，鉄軌道振動を調査する 上下方向合わせて連続して通過
する２０本以上の列車　軌道中心より１２．５ｍ・２５ｍ・５０ｍ（３点／１測線） １班当たり２測線／１日の移動測
定が可能な場合とする　３人当たり２測線　ピーク値，１データ／１地点及び車両条件（上下別、車種別、連結数、速
度）

振動レベル測定 鉄道　３測線 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

振動レベル測定 9001065006

振動レベル測定 鉄道振動 ５測線 任意の主要鉄軌道において，鉄軌道振動を調査する 上下方向合わせて連続して通過
する２０本以上の列車　軌道中心より１２．５ｍ・２５ｍ・５０ｍ（３点／１測線） １班当たり２測線／１日の移動測
定が可能な場合とする　３人当たり２測線　ピーク値，１データ／１地点及び車両条件（上下別、車種別、連結数、速
度）

振動レベル測定 鉄道　５測線 式 862 ○ ○ 9001 環境計量測定分析

地質調査市場単価 9005019010 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔深度 ５０ｍ超８０ｍ以下 市場単価 土質ボーリング　補正係数 せん孔深度　５０ｍ超８０ｍ以下 倍 865 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005019020 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔深度 ８０ｍ超１００ｍ以下 市場単価 土質ボーリング　補正係数 せん孔深度８０ｍ超１００ｍ以下 倍 865 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005019030 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔方向 斜め下方 市場単価 土質ボーリング　補正係数 せん孔方向　斜め下方 倍 865 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005019040 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔方向 水平 市場単価 土質ボーリング　補正係数 せん孔方向　水平 倍 865 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験
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地質調査市場単価 9005019050 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリングの補正係数 せん孔方向 斜め上方 市場単価 土質ボーリング　補正係数 せん孔方向　斜め上方 倍 865 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005029010 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔深度 ５０ｍ超８０ｍ以下 市場単価 岩盤ボーリング　補正係数 せん孔深度　５０ｍ超８０ｍ以下 倍 865 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005029020 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔深度 ８０ｍ超１２０ｍ以下 市場単価 岩盤ボーリング　補正係数 せん孔深度８０ｍ超１２０ｍ以下 倍 865 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005029030 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔深度 １２０ｍ超 市場単価 岩盤ボーリング　補正係数 せん孔深度　１２０ｍ超 倍 865 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005029040 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔方向 斜め下方 市場単価 岩盤ボーリング　補正係数 せん孔方向　斜め下方 倍 865 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005029050 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔方向 水平 市場単価 岩盤ボーリング　補正係数 せん孔方向　水平 倍 865 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005029060 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリングの補正係数 せん孔方向 斜め上方 市場単価 岩盤ボーリング　補正係数 せん孔方向　斜め上方 倍 865 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005039010
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験ケーシング法 ＧＬ－２０ｍ以内 市
場単価

現場透水試験　補正係数 ケーシング法　ＧＬ－２０ｍ以内 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005039020
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験ケーシング法 ＧＬ－３０ｍ以内 市
場単価

現場透水試験　補正係数 ケーシング法　ＧＬ－３０ｍ以内 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005039030
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験ケーシング法 ＧＬ－４０ｍ以内 市
場単価

現場透水試験　補正係数 ケーシング法　ＧＬ－４０ｍ以内 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005039040
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験ケーシング法 ＧＬ－５０ｍ以内 市
場単価

現場透水試験　補正係数 ケーシング法　ＧＬ－５０ｍ以内 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005039050
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験二重管式 ＧＬ－４０ｍ以内 市場単
価

現場透水試験　補正係数 二重管式　ＧＬ－４０ｍ以内 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005039060 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場透水試験の補正係数 現場透水試験揚水法 ＧＬ－４０ｍ以内 市場単価 現場透水試験　補正係数 揚水法　ＧＬ－４０ｍ以内 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005239010
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 平坦地足場 ５０ｍ超８０ｍ以
下 市場単価

足場仮設　平坦地足場　補正係数 深度５０ｍ超８０ｍ以下 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005239020
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 平坦地足場 ８０ｍ超１２０ｍ
以下 市場単価

足場仮設　平坦地足場　補正係数 深度８０ｍ超１２０ｍ以下 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005239030
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 平坦地足場 １２０ｍ超 市場
単価

足場仮設　平坦地足場　補正係数 深度１２０ｍ超 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005239040
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 湿地足場 ５０ｍ超８０ｍ以下
市場単価

足場仮設　湿地足場　補正係数 深度５０ｍ超８０ｍ以下 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005239050
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 湿地足場 ８０ｍ超１２０ｍ以
下 市場単価

足場仮設　湿地足場　補正係数 深度８０ｍ超１２０ｍ以下 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験
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地質調査市場単価 9005239060
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 湿地足場 １２０ｍ超 市場単
価

足場仮設　湿地足場　補正係数 深度１２０ｍ超 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005239070
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 傾斜地足場 ５０ｍ超８０ｍ以
下 市場単価

足場仮設　傾斜地足場　補正係数 深度５０ｍ超８０ｍ以下 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005239080
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 傾斜地足場 ８０ｍ超１２０ｍ
以下 市場単価

足場仮設　傾斜地足場　補正係数 深度８０ｍ超１２０ｍ以下 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005239090
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 傾斜地足場 １２０ｍ超 市場
単価

足場仮設　傾斜地足場　補正係数 深度１２０ｍ超 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005239100
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 水上足場 ５０ｍ超８０ｍ以下
市場単価

足場仮設　水上足場　補正係数 深度５０ｍ超８０ｍ以下 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005239110
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 水上足場 ８０ｍ超１２０ｍ以
下 市場単価

足場仮設　水上足場　補正係数 深度８０ｍ超１２０ｍ以下 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005239120
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設におけるボーリング深度の補正係数 水上足場 １２０ｍ超 市場単
価

足場仮設　水上足場　補正係数 深度１２０ｍ超 倍 866 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017002
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 粘性
土・シルト 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　ノンコア 径６６ｍｍ　粘性土・シルト市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017004
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 砂・
砂質土 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　ノンコア 径６６ｍｍ　砂・砂質土　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017006
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 礫混
じり土砂 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　ノンコア 径６６ｍｍ　礫混じり土砂　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017008
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 玉石
混じり土砂 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　ノンコア 径６６ｍｍ　玉石混じり土砂市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017010
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 固結
シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　ノンコア 径６６ｍｍ固結シルト・粘土市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017012
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ８６ｍｍ 粘性
土・シルト 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　ノンコア 径８６ｍｍ　粘性土・シルト市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017014
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ８６ｍｍ 砂・
砂質土 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　ノンコア 径８６ｍｍ　砂・砂質土　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017016
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ８６ｍｍ 礫混
じり土砂 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　ノンコア 径８６ｍｍ　礫混じり土砂　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017018
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ８６ｍｍ 玉石
混じり土砂 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　ノンコア 径８６ｍｍ　玉石混じり土砂市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017020
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ８６ｍｍ 固結
シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　ノンコア 径８６ｍｍ固結シルト・粘土市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017022
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ１１６ｍｍ 粘
性土・シルト 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　ノンコア 径１１６ｍｍ粘性土・シルト市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験
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地質調査市場単価 9005017024
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ１１６ｍｍ
砂・砂質土 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　ノンコア 径１１６ｍｍ　砂・砂質土　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017026
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ１１６ｍｍ 礫
混じり土砂 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　ノンコア 径１１６ｍｍ　礫混じり土砂市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017028
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ１１６ｍｍ 玉
石混じり土砂 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　ノンコア 径１１６ｍｍ玉石混じり土砂市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017030
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（ノンコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ１１６ｍｍ 固
結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　ノンコア 径１１６ｍｍ固結シルト粘土市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017032
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 粘
性土・シルト 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　粘性土・シルト市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017034
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ
砂・砂質土 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　砂・砂質土　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017036
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 礫
混じり土砂 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　礫混じり土砂　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017038
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 玉
石混じり土砂 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　玉石混じり土砂市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017040
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 固
結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ固結シルト・粘土市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017042
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ８６ｍｍ 粘
性土・シルト 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　オールコア 径８６ｍｍ　粘性土・シルト市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017044
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ８６ｍｍ
砂・砂質土 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　オールコア 径８６ｍｍ　砂・砂質土　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017046
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ８６ｍｍ 礫
混じり土砂 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　オールコア 径８６ｍｍ　礫混じり土砂　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017048
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ８６ｍｍ 玉
石混じり土砂 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　オールコア 径８６ｍｍ　玉石混じり土砂市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017050
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ８６ｍｍ 固
結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　オールコア 径８６ｍｍ固結シルト・粘土市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017052
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ１１６ｍｍ
粘性土・シルト 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　オールコア 径１１６ｍｍ粘性土・シルト市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017054
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ１１６ｍｍ
砂・砂質土 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　オールコア 径１１６ｍｍ　砂・砂質土　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017056
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ１１６ｍｍ
礫混じり土砂 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　オールコア 径１１６ｍｍ　礫混じり土砂市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005017058
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ１１６ｍｍ
玉石混じり土砂 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　オールコア 径１１６ｍｍ玉石混じり土砂市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験
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地質調査市場単価 9005017060
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 土質ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ１１６ｍｍ
固結シルト・固結粘土 鉛直下方 市場単価

土質ボーリング　オールコア 径１１６ｍｍ固結シルト粘土市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005027002
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 軟
岩 鉛直下方 市場単価

岩盤ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　軟岩　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005027004
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 中
硬岩 鉛直下方 市場単価

岩盤ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　中硬岩　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005027006
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 硬
岩 鉛直下方 市場単価

岩盤ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　硬岩　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005027008
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 極
硬岩 鉛直下方 市場単価

岩盤ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　極硬岩　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005027010
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ６６ｍｍ 破
砕帯 鉛直下方 市場単価

岩盤ボーリング　オールコア 径６６ｍｍ　破砕帯　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005027012
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ７６ｍｍ 軟
岩 鉛直下方 市場単価

岩盤ボーリング　オールコア 径７６ｍｍ　軟岩　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005027014
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ７６ｍｍ 中
硬岩 鉛直下方 市場単価

岩盤ボーリング　オールコア 径７６ｍｍ　中硬岩　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005027016
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ７６ｍｍ 硬
岩 鉛直下方 市場単価

岩盤ボーリング　オールコア 径７６ｍｍ　硬岩　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005027018
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ７６ｍｍ 極
硬岩 鉛直下方 市場単価

岩盤ボーリング　オールコア 径７６ｍｍ　極硬岩　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005027020
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ７６ｍｍ 破
砕帯 鉛直下方 市場単価

岩盤ボーリング　オールコア 径７６ｍｍ　破砕帯　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005027022
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ８６ｍｍ 軟
岩 鉛直下方 市場単価

岩盤ボーリング　オールコア 径８６ｍｍ　軟岩　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005027024
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 岩盤ボーリング（オールコアボーリング　深度５０ｍ以下） φ８６ｍｍ 中
硬岩 鉛直下方 市場単価

岩盤ボーリング　オールコア 径８６ｍｍ　中硬岩　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005047002
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サンプリング 固定ピストン式シンウォールサンプラー（シンウォールサン
プリング） 粘性土 市場単価

サンプリング　固定ピストン式 シンウォールサンプラー　市場 本 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005047004
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サンプリング ロータリー式二重管サンプラー（デニソンサンプリング） 粘
性土 市場単価

サンプリング　ロータリー式 二重管サンプラー　粘性土　市場 本 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005047006
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サンプリング ロータリー式三重管サンプラー（トリプルサンプリング） 砂
質土 市場単価

サンプリング　ロータリー式 三重管サンプラー　砂質土　市場 本 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005037002 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 粘性土・シルト 市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト　市場 回 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005037004 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 砂・砂質土 市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土　市場 回 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験
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地質調査市場単価 9005037006 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 礫混じり土砂 市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂　市場 回 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005037008 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 玉石混じり土砂 市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂　市場 回 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005037010
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土 市場
単価

標準貫入試験 固結シルト・固結粘土　市場 回 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005037012 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験 軟岩 市場単価 標準貫入試験 軟岩　市場 回 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005037014
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 孔内載荷試験（プレッシャーメータ試験・
ボアホールジャッキ試験） 普通載荷（２．５ＭＮ／ｍ２以下） ＧＬ－５０ｍ以内 市場単価

孔内載荷試験 普通載荷　ＧＬ－５０ｍ以内市場 回 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005037016
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 孔内載荷試験（プレッシャーメータ試験・
ボアホールジャッキ試験） 中圧載荷（２．５～１０ＭＮ／ｍ２） ＧＬ－５０ｍ以内 市場単価

孔内載荷試験 中圧載荷　ＧＬ－５０ｍ以内市場 回 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005037018
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 孔内載荷試験（プレッシャーメータ試験・
ボアホールジャッキ試験） 高圧載荷（１０～２０ＭＮ／ｍ２） ＧＬ－５０ｍ以内 市場単価

孔内載荷試験 高圧載荷　ＧＬ－５０ｍ以内市場 回 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005037020
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 オーガー法 ＧＬ－１０ｍ以
内 市場単価

現場透水試験 オーガー法ＧＬ－１０ｍ以内市場 回 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005037022
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 ケーシング法 ＧＬ－１０ｍ
以内 市場単価

現場透水試験 ケーシングＧＬ－１０ｍ以内市場 回 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005037024
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 一重管式 ＧＬ－２０ｍ以内
市場単価

現場透水試験 一重管式　ＧＬ－２０ｍ以内市場 回 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005037026
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 二重管式 ＧＬ－２０ｍ以内
市場単価

現場透水試験 二重管式　ＧＬ－２０ｍ以内市場 回 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005037028
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 現場透水試験 揚水法 ＧＬ－２０ｍ以内 市
場単価

現場透水試験 揚水法　ＧＬ－２０ｍ以内　市場 回 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005057002
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 スウェーデン式サウンディング ＧＬ－１０
ｍ以内　Ｎ値４以内 市場単価

スウェーデン式サウンディング ＧＬ－１０ｍ以内Ｎ値４以内市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005057004
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 機械式コーン（オランダ式二重管コーン）
貫入試験 ２０ｋＮ ＧＬ－３０ｍ以内 市場単価

機械式コーン貫入試験 ２０ｋＮ　ＧＬ－３０ｍ以内市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005057006
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 機械式コーン（オランダ式二重管コーン）
貫入試験 １００ｋＮ ＧＬ－３０ｍ以内 市場単価

機械式コーン貫入試験 １００ｋＮＧＬ－３０ｍ以内市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005057008
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 ポータブルコーン貫入試験 単管式 ＧＬ－
５ｍ以内 市場単価

ポータブルコーン貫入試験 単管式　ＧＬ－５ｍ以内　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005057010
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 サウンディング及び原位置試験 ポータブルコーン貫入試験 二重管式 ＧＬ
－５ｍ以内 市場単価

ポータブルコーン貫入試験 二重管式　ＧＬ－５ｍ以内　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227002 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 人肩運搬 ５０ｍ以下　総運搬距離 市場単価 人肩運搬 ５０ｍ以下　市場 ｔ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験
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地質調査市場単価 9005227004 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 人肩運搬 ５０ｍ超１００ｍ以下　総運搬距離 市場単価 人肩運搬 ５０ｍ超１００ｍ以下　市場 ｔ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227006
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） １００ｍ以下　総運搬距離 市場単
価

特装車運搬（クローラ） １００ｍ以下　市場 ｔ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227036
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） １００ｍ超３００ｍ以下　総運搬距
離 市場単価

特装車運搬（クローラ） １００ｍ超３００ｍ以下　市場 ｔ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227038
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） ３００ｍ超５００ｍ以下　総運搬距
離 市場単価

特装車運搬（クローラ） ３００ｍ超５００ｍ以下　市場 ｔ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227010
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） ５００ｍ超１，０００ｍ以下　総運
搬距離 市場単価

特装車運搬（クローラ） ５００ｍ超１０００ｍ以下　市場 ｔ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227040
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 ５０ｍ以下　設置距離 モノレール機械器具
損料は別途 市場単価

モノレール運搬 ５０ｍ以下　市場 ｔ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227042
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 ５０ｍ超１００ｍ以下　設置距離 モノレー
ル機械器具損料は別途 市場単価

モノレール運搬 ５０ｍ超１００ｍ以下　市場 ｔ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227044
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 １００ｍ超２００ｍ以下　設置距離 モノ
レール機械器具損料は別途 市場単価

モノレール運搬 １００ｍ超２００ｍ以下　市場 ｔ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227046
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 ２００ｍ超３００ｍ以下　設置距離 モノ
レール機械器具損料は別途 市場単価

モノレール運搬 ２００ｍ超３００ｍ以下　市場 ｔ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227048
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 ３００ｍ超５００ｍ以下　設置距離 モノ
レール機械器具損料は別途 市場単価

モノレール運搬 ３００ｍ超５００ｍ以下　市場 ｔ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227016
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール運搬 ５００ｍ超１，０００ｍ以下　設置距離 モ
ノレール機械器具損料は別途 市場単価

モノレール運搬 ５００ｍ超１０００ｍ以下　市場 ｔ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227018
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 索道運搬 １００ｍ以下　設置距離 索道機械器具損料は別途
市場単価

索道運搬 １００ｍ以下　市場 ｔ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227020
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 索道運搬 １００ｍ超５００ｍ以下　設置距離 索道機械器具
損料は別途 市場単価

索道運搬 １００ｍ超５００ｍ以下　市場 ｔ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227022
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 索道運搬 ５００ｍ超１，０００ｍ以下　設置距離 索道機械
器具損料は別途 市場単価

索道運搬 ５００ｍ超１０００ｍ以下　市場 ｔ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227050 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ５０ｍ以下 市場単価 モノレール架設・撤去 ５０ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227052 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ５０ｍ超１００ｍ以下 市場単価 モノレール架設・撤去 ５０ｍ超１００ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227054 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 １００ｍ超２００ｍ以下 市場単価 モノレール架設・撤去 １００ｍ超２００ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227056 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ２００ｍ超３００ｍ以下 市場単価 モノレール架設・撤去 ２００ｍ超３００ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験
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地質調査市場単価 9005227058 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ３００ｍ超５００ｍ以下 市場単価 モノレール架設・撤去 ３００ｍ超５００ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227028
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 モノレール架設・撤去 ５００ｍ超１，０００ｍ以下 市場単
価

モノレール架設・撤去 ５００ｍ超１０００ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227030 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 索道架設・撤去 １００ｍ以下　吊下げ荷重１ｔ 市場単価 索道架設・撤去 １００ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227032
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 索道架設・撤去 １００ｍ超５００ｍ以下　吊下げ荷重１ｔ
市場単価

索道架設・撤去 １００ｍ超５００ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005227034
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 現場内小運搬 索道架設・撤去 ５００ｍ超１，０００ｍ以下　吊下げ荷重１
ｔ 市場単価

索道架設・撤去 ５００ｍ超１０００ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005237002 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 平坦地足場 板材足場（０．３ｍ以下） ５０ｍ以下 市場単価 足場仮設　平坦地足場 板材足場　５０ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005237020 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 平坦地足場 嵩上げ足場（０．３ｍ超） ５０ｍ以下 市場単価 足場仮設　平坦地足場 嵩上げ足場　５０ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005237004 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 湿地足場 ５０ｍ以下 市場単価 足場仮設　湿地足場 ５０ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005237006
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜１５°以上～３０°未満 ５０ｍ以下 市場単
価

足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜 １５～３０度　５０ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005237008
国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜３０°以上～４５°未満 ５０ｍ以下 市場単
価

足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜 ３０～４５度　５０ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005237010 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜４５°以上～６０° ５０ｍ以下 市場単価 足場仮設　傾斜地足場　地形傾斜 ４５～６０度　５０ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005237012 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 水上足場 水深１（ｍ以下） ５０ｍ以下 市場単価 足場仮設　水上足場 水深１ｍ以下　５０ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005237014 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 水上足場 水深３（ｍ以下） ５０ｍ以下 市場単価 足場仮設　水上足場 水深３ｍ以下　５０ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005237016 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 水上足場 水深５（ｍ以下） ５０ｍ以下 市場単価 足場仮設　水上足場 水深５ｍ以下　５０ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005237018 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 足場仮設 水上足場 水深１０（ｍ以下） ５０ｍ以下 市場単価 足場仮設　水上足場 水深１０ｍ以下５０ｍ以下　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005247002 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け 市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け　市場 件（業務） 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005247004 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 搬入路伐採等 市場単価 間接調査費 搬入路伐採等　市場 ｍ 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005247006 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い 市場単価 間接調査費 環境保全　仮囲い　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験
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地質調査市場単価 9005247008 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 調査孔閉塞 市場単価 間接調査費 調査孔閉塞　市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査市場単価 9005247010 国土交通省地質調査積算基準対応市場単価 間接調査費 給水費（ポンプ運転） ２０ｍ以上１５０ｍ以下 市場単価 間接調査費 給水費２０以上１５０ｍ以下市場 箇所 867 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005010032 地質調査 土質ボーリング（オーガーボーリング） 孔径１００ｍｍ 粘性土　ポストホール型 深度３ｍ以内 材工共 土質ボーリング　オーガー 孔径１００ｍｍ　粘性土 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005010034 地質調査 土質ボーリング（オーガーボーリング） 孔径１００ｍｍ 砂質土　ポストホール型 深度３ｍ以内 材工共 土質ボーリング　オーガー 孔径１００ｍｍ　砂質土 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005020036 地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＢＱ（孔径６０ｍｍ） 軟岩 材工共 岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄 ＢＱ　孔径６０ｍｍ　軟岩 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005020038 地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＢＱ（孔径６０ｍｍ） 中硬岩 材工共 岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄 ＢＱ　孔径６０ｍｍ　中硬岩 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005020040 地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＢＱ（孔径６０ｍｍ） 硬岩 材工共 岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄 ＢＱ　孔径６０ｍｍ　硬岩 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005020042 地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＢＱ（孔径６０ｍｍ） 極硬岩 材工共 岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄 ＢＱ　孔径６０ｍｍ　極硬岩 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005020044 地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＢＱ（孔径６０ｍｍ） 破砕帯 材工共 岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄 ＢＱ　孔径６０ｍｍ　破砕帯 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005020046 地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＮＱ（孔径７６ｍｍ） 軟岩 材工共 岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄 ＮＱ　孔径７６ｍｍ　軟岩 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005020048 地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＮＱ（孔径７６ｍｍ） 中硬岩 材工共 岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄 ＮＱ　孔径７６ｍｍ　中硬岩 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005020050 地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＮＱ（孔径７６ｍｍ） 硬岩 材工共 岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄 ＮＱ　孔径７６ｍｍ　硬岩 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005020052 地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＮＱ（孔径７６ｍｍ） 極硬岩 材工共 岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄 ＮＱ　孔径７６ｍｍ　極硬岩 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005020054 地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＮＱ（孔径７６ｍｍ） 破砕帯 材工共 岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄 ＮＱ　孔径７６ｍｍ　破砕帯 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005020056 地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＨＱ（孔径９８ｍｍ） 軟岩 材工共 岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄 ＨＱ　孔径９８ｍｍ　軟岩 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005020058 地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＨＱ（孔径９８ｍｍ） 中硬岩 材工共 岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄 ＨＱ　孔径９８ｍｍ　中硬岩 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005020060 地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＨＱ（孔径９８ｍｍ） 硬岩 材工共 岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄 ＨＱ　孔径９８ｍｍ　硬岩 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005020062 地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＨＱ（孔径９８ｍｍ） 極硬岩 材工共 岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄 ＨＱ　孔径９８ｍｍ　極硬岩 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験
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地質調査 9005020064 地質調査 岩盤ボーリング（土木調査ＷＬボーリング，深度３００ｍまで） ＨＱ（孔径９８ｍｍ） 破砕帯 材工共 岩盤ボーリング　ＷＬ３００ｍ迄 ＨＱ　孔径９８ｍｍ　破砕帯 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005140002 地質調査 岩盤ボーリング孔を利用した各種試験 岩盤透水試験 １０圧式，エキスパンション方式 材工共 岩盤試験　岩盤透水試験 １０圧式　エキスパンション方式 回 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005140004 地質調査 岩盤ボーリング孔を利用した各種試験 湧水圧測定 材工共 岩盤試験 湧水圧測定 箇所 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005140006 地質調査 岩盤ボーリング孔を利用した各種試験 グラウトテスト 加圧　０．５ＭＮ／ｍ２　５段階 材工共 岩盤試験　グラウトテスト 加圧０．５ＭＮ／ｍ２　５段階 回 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005140008 地質調査 岩盤ボーリング孔を利用した各種試験 グラウトテスト 加圧　１ＭＮ／ｍ２　１０段階 材工共 岩盤試験　グラウトテスト 加圧１ＭＮ／ｍ２　１０段階 回 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005030008 地質調査 ボーリング孔を利用した原位置試験 ベーンテスト 材工共 ベーンテスト ボーリング孔利用 回 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005030038 地質調査 ボーリング孔を利用した原位置試験 現場透水試験 パッカー法 材工共 現場透水試験 パッカー法　ボーリング孔利用 回 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005030037 地質調査 ボーリング孔を利用した原位置試験 現場透水試験 注水法 材工共 現場透水試験 注水法　ボーリング孔利用 回 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005030040 地質調査 ボーリング孔を利用した原位置試験 間隙水圧試験 電気式間隙水圧測定 材工共 間隙水圧試験 電気式測定　ボーリング孔利用 回 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005030042 地質調査 ボーリング孔を利用した原位置試験 間隙水圧試験 水頭測定 材工共 間隙水圧試験 水頭測定　ボーリング孔利用 回 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005030056 地質調査 原位置試験 動的円錐貫入試験 中型 材工共 動的円錐貫入試験 中型 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005030058 地質調査 原位置試験 動的円錐貫入試験 大型 材工共 動的円錐貫入試験 大型 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005030046 地質調査 原位置試験 現場密度試験 砂置換法 ピット掘削費別途 材工共 現場密度試験 砂置換法　ピット掘削費別途 箇所 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005030047 地質調査 原位置試験 現場密度試験 ＲＩ法 材工共 現場密度試験 ＲＩ法 箇所 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005030048
地質調査 原位置試験 地盤の平板載荷試験 ５０ｋＮ以内（載荷板にかかる実荷重） 間接調査費のうち準備費含む 材工
共

地盤の平板載荷試験 ５０ｋＮ以内 箇所 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005030050
地質調査 原位置試験 地盤の平板載荷試験 １００ｋＮ以内（載荷板にかかる実荷重） 間接調査費のうち準備費含む 材
工共

地盤の平板載荷試験 １００ｋＮ以内 箇所 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005030052 地質調査 原位置試験 道路用平板載荷試験 間接調査費のうち準備費含む 材工共 原位置試験 道路用平板載荷試験 箇所 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005030054 地質調査 原位置試験 道路用たわみ量測定試験 間接調査費のうち準備費含む 材工共 原位置試験 道路用たわみ量測定試験 箇所 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験
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地質調査 9005050012 地質調査 サウンディング 三成分コーン試験 材工共 サウンディング 三成分コーン試験 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005050014 地質調査 サウンディング 簡易動的コーン貫入試験 粘性土 材工共 サウンディング 簡易動的コーン貫入試験　粘性土 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005050016 地質調査 サウンディング 簡易動的コーン貫入試験 礫混じり土 材工共 サウンディング 簡易動的コーン貫入試験　礫混土 ｍ 868 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005060002 地質調査 ＣＢＲ試験 現場ＣＢＲ試験 舗装掘削補修費別途 間接調査費のうち準備費含む 材工共 現場ＣＢＲ試験 舗装掘削補修費別途 箇所 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005060004 地質調査 ＣＢＲ試験 室内ＣＢＲ用試料採取 乱さない試料　４モールド／箇所 材工共 室内ＣＢＲ用試料採取 乱さない試料　４モールド／箇所 箇所 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005060006 地質調査 ＣＢＲ試験 室内ＣＢＲ用試料採取 締め固めた土　７０ｋｇ採取 材工共 室内ＣＢＲ用試料採取 締め固めた土　７０ｋｇ採取 箇所 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005060008 地質調査 ＣＢＲ試験 締め固めた土のＣＢＲ試験 修正ＣＢＲ　９モールド／試料 材工共 締め固めた土のＣＢＲ試験 修正ＣＢＲ　９モールド／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005060010 地質調査 ＣＢＲ試験 締め固めた土のＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ　２モールド／試料 材工共 締め固めた土のＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ　２モールド／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005060012 地質調査 ＣＢＲ試験 乱さない試料のＣＢＲ試験 水浸法 材工共 乱さない試料のＣＢＲ試験 水浸法 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070002 地質調査 室内土質試験 土粒子の密度試験 ３個／試料 材工共 土粒子の密度試験 ３個／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070004 地質調査 室内土質試験 土の含水比試験 ３個／試料 材工共 土の含水比試験 ３個／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070006 地質調査 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 ふるい分け含む 材工共 土の粒度試験 沈降分析　ふるい分け含む 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070008 地質調査 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満 材工共 土の粒度試験　ふるい分析 試料０．５ｋｇ未満 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070010 地質調査 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析　試料０．５～２ｋｇ未満 材工共 土の粒度試験　ふるい分析 試料０．５～２ｋｇ未満 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070012 地質調査 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満 材工共 土の粒度試験　ふるい分析 試料２～４ｋｇ未満 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070014 地質調査 室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析　試料４ｋｇ以上 材工共 土の粒度試験　ふるい分析 試料４ｋｇ以上 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070080 地質調査 室内土質試験 土の細粒分含有率試験 試料　０．５ｋｇ未満 材工共 土の細粒分含有率試験 試料０．５ｋｇ未満 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070082 地質調査 室内土質試験 土の細粒分含有率試験 試料　０．５～２ｋｇ未満 材工共 土の細粒分含有率試験 試料０．５～２ｋｇ未満 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験
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地質調査 9005070084 地質調査 室内土質試験 土の細粒分含有率試験 試料　２ｋｇ以上 材工共 土の細粒分含有率試験 試料２ｋｇ以上 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070016 地質調査 室内土質試験 土の液性限界試験 ４～６点／試料 材工共 土の液性限界試験 ４～６点／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070018 地質調査 室内土質試験 土の塑性限界試験 ３個／試料 材工共 土の塑性限界試験 ３個／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070020 地質調査 室内土質試験 土の保水性試験 ３個／試料，遠心法 材工共 土の保水性試験 ３個／試料　遠心法 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070022 地質調査 室内土質試験 土の収縮定数試験 １個／試料 材工共 土の収縮定数試験 １個／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070024 地質調査 室内土質試験 土の強熱減量試験 ３個／試料 材工共 土の強熱減量試験 ３個／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070025 地質調査 室内土質試験 土の有機物含有量試験 重クロム酸法 材工共 土の有機物含有量試験 重クロム酸法 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070023 地質調査 室内土質試験 土の腐植含有量試験 材工共 土質試験 土の腐植含有量試験 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070026 地質調査 室内土質試験 土のｐＨ試験 ガラス電極法 材工共 土のｐＨ試験 ガラス電極法 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070027 地質調査 室内土質試験 土の水溶性成分試験試料調整 材工共 土質試験 土の水溶性成分試験試料調整 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070029 地質調査 室内土質試験 土の水溶性成分含有量試験 材工共 土質試験 土の水溶性成分含有量試験 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070028 地質調査 室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験 材工共 土質試験 土の塩素イオン含有量試験 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070031 地質調査 室内土質試験 土の硫酸イオン含有量試験 材工共 土質試験 土の硫酸イオン含有量試験 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070030 地質調査 室内土質試験 土の湿潤密度試験 ３個／試料Ａ法（寸法測定法） 材工共 土の湿潤密度試験 ３個／試料　Ａ法（寸法測定法） 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070072 地質調査 室内土質試験 砂の最小密度・最大密度試験 相対密度 材工共 砂の最小密度・最大密度試験 相対密度 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070032 地質調査 室内土質試験 土の透水試験 １個／試料　定水位法 材工共 土の透水試験 １個／試料　定水位法 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070034 地質調査 室内土質試験 土の透水試験 １個／試料　変水位法 材工共 土の透水試験 １個／試料　変水位法 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070036
地質調査 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 モールド径１０ｃｍ　ランマ２．５ｋｇ 乾燥法（繰返し法） 材
工共

土の締固め試験　乾燥法 モールド径１０ランマ２．５ｋｇ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験
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帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

地質調査 9005070038
地質調査 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 モールド径１０ｃｍ　ランマ４．５ｋｇ 乾燥法（繰返し法） 材
工共

土の締固め試験　乾燥法 モールド径１０ランマ４．５ｋｇ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070040
地質調査 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 モールド径１５ｃｍ　ランマ２．５ｋｇ 乾燥法（繰返し法） 材
工共

土の締固め試験　乾燥法 モールド径１５ランマ２．５ｋｇ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070042
地質調査 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 モールド径１５ｃｍ　ランマ４．５ｋｇ 乾燥法（繰返し法） 材
工共

土の締固め試験　乾燥法 モールド径１５ランマ４．５ｋｇ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070044 地質調査 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 モールド径１０ｃｍ　ランマ２．５ｋｇ 非乾燥法 材工共 土の締固め試験　非乾燥法 モールド径１０ランマ２．５ｋｇ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070046 地質調査 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 モールド径１０ｃｍ　ランマ４．５ｋｇ 非乾燥法 材工共 土の締固め試験　非乾燥法 モールド径１０ランマ４．５ｋｇ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070048 地質調査 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 モールド径１５ｃｍ　ランマ２．５ｋｇ 非乾燥法 材工共 土の締固め試験　非乾燥法 モールド径１５ランマ２．５ｋｇ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070050 地質調査 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 モールド径１５ｃｍ　ランマ４．５ｋｇ 非乾燥法 材工共 土の締固め試験　非乾燥法 モールド径１５ランマ４．５ｋｇ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070052 地質調査 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 ２供試体／試料 乱さない試料 材工共 土の一軸圧縮試験 ２供試体／試料　乱さない試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070054 地質調査 室内土質試験 土の圧密試験 段階載荷　１供試体／試料 材工共 土の圧密試験　段階載荷 １供試体／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070056 地質調査 室内土質試験 一面せん断試験 ＵＵ試験　３供試体／試料 材工共 一面せん断試験　ＵＵ試験 ３供試体／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070058 地質調査 室内土質試験 一面せん断試験 ＣＵ試験　３供試体／試料 材工共 一面せん断試験　ＣＵ試験 ３供試体／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070059 地質調査 室内土質試験 一面せん断試験 ＣＤ試験　３供試体／試料 材工共 一面せん断試験　ＣＤ試験 ３供試体／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070074 地質調査 室内土質試験 改良型一面せん断試験 ＵＵ試験　３供試体／試料 材工共 改良型一面せん断試験　ＵＵ試験 ３供試体／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070076 地質調査 室内土質試験 改良型一面せん断試験 ＣＵ試験　３供試体／試料 材工共 改良型一面せん断試験　ＣＵ試験 ３供試体／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070078 地質調査 室内土質試験 改良型一面せん断試験 ＣＤ試験　３供試体／試料 材工共 改良型一面せん断試験　ＣＤ試験 ３供試体／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070060 地質調査 室内土質試験 三軸圧縮試験 ＵＵ試験　３供試体／試料 材工共 三軸圧縮試験　ＵＵ試験 ３供試体／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070062 地質調査 室内土質試験 三軸圧縮試験 ＣＤ試験　３供試体／試料 材工共 三軸圧縮試験　ＣＤ試験 ３供試体／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070064 地質調査 室内土質試験 三軸圧縮試験 ＣＵ試験　３供試体／試料　径３５ｍｍ 材工共 三軸圧縮試験　ＣＵ試験 ３供試体／試料　径３５ｍｍ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験
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地質調査 9005070066 地質調査 室内土質試験 三軸圧縮試験 ＣＵ試験　３供試体／試料　径５０ｍｍ 材工共 三軸圧縮試験　ＣＵ試験 ３供試体／試料　径５０ｍｍ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070068 地質調査 室内土質試験 三軸圧縮試験 ＣＵ試験　３供試体／試料　径３５ｍｍ 間隙水圧測定を含む 材工共 三軸圧縮試験　ＣＵ（バー）試験 径３５ｍｍ　間隙水圧測定を含む 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070070 地質調査 室内土質試験 三軸圧縮試験 ＣＵ試験　３供試体／試料　径５０ｍｍ 間隙水圧測定を含む 材工共 三軸圧縮試験　ＣＵ（バー）試験 径５０ｍｍ　間隙水圧測定を含む 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070086 地質調査 室内土質試験 土の繰返し非排水三軸試験 液状化特性　４供試体／試料 材工共 土の繰返し非排水三軸試験 液状化特性　４供試体／試料 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070088 地質調査 室内土質試験 地盤材料の繰返し三軸試験 変形特性　粘性土　１供試体／試料　径５０ｍｍ 材工共 地盤材料の繰返し三軸試験 変形特性　粘性土　径５０ｍｍ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070090 地質調査 室内土質試験 地盤材料の繰返し三軸試験 変形特性　砂質土　１供試体／試料　径５０ｍｍ 材工共 地盤材料の繰返し三軸試験 変形特性　砂質土　径５０ｍｍ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070092 地質調査 室内土質試験 繰返し中空ねじり試験 変形特性　粘性土　１供試体／試料　径７０ｍｍ 材工共 繰返し中空ねじり試験 変形特性　粘性土　径７０ｍｍ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070094 地質調査 室内土質試験 繰返し中空ねじり試験 変形特性　砂質土　１供試体／試料　径７０ｍｍ 材工共 繰返し中空ねじり試験 変形特性　砂質土　径７０ｍｍ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070096
地質調査 室内土質試験 中圧三軸圧縮試験 ＵＵ試験　３供試体／試料　径３５ｍｍ 最大軸荷重２０ｋＮ，側圧最高５
ＭＮ／ｍ２まで 材工共

中圧三軸圧縮試験　ＵＵ試験 ３供試体／試料　径３５ｍｍ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070098
地質調査 室内土質試験 中圧三軸圧縮試験 ＣＵ試験　３供試体／試料　径３５ｍｍ 最大軸荷重２０ｋＮ，側圧最高５
ＭＮ／ｍ２まで 材工共

中圧三軸圧縮試験　ＣＵ試験 ３供試体／試料　径３５ｍｍ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070100 地質調査 室内土質試験 中型三軸圧縮試験 ＵＵ試験　３供試体／試料　径１００ｍｍ 材工共 中型三軸圧縮試験　ＵＵ試験 ３供試体／試料　径１００ｍｍ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070102 地質調査 室内土質試験 中型三軸圧縮試験 ＣＵ試験　３供試体／試料　径１００ｍｍ 材工共 中型三軸圧縮試験　ＣＵ試験 ３供試体／試料　径１００ｍｍ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070104 地質調査 室内土質試験 中型三軸圧縮試験 ＣＵ試験　３供試体／試料　径１００ｍｍ 間隙水圧測定を含む 材工共 中型三軸圧縮試験　ＣＵ（バー） 径１００ｍｍ間隙水圧測定を含む 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070106 地質調査 室内土質試験 中型三軸圧縮試験 ＣＤ試験　３供試体／試料　径１００ｍｍ 材工共 中型三軸圧縮試験　ＣＤ試験 ３供試体／試料　径１００ｍｍ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070108 地質調査 室内土質試験 中型三軸圧縮試験 ＵＵ試験　３供試体／試料　径１５０ｍｍ 材工共 中型三軸圧縮試験　ＵＵ試験 ３供試体／試料　径１５０ｍｍ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070110 地質調査 室内土質試験 中型三軸圧縮試験 ＣＵ試験　３供試体／試料　径１５０ｍｍ 材工共 中型三軸圧縮試験　ＣＵ試験 ３供試体／試料　径１５０ｍｍ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070112 地質調査 室内土質試験 中型三軸圧縮試験 ＣＵ試験　３供試体／試料　径１５０ｍｍ 間隙水圧測定を含む 材工共 中型三軸圧縮試験　ＣＵ（バー） 径１５０ｍｍ間隙水圧測定を含む 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005070114 地質調査 室内土質試験 中型三軸圧縮試験 ＣＤ試験　３供試体／試料　径１５０ｍｍ 材工共 中型三軸圧縮試験　ＣＤ試験 ３供試体／試料　径１５０ｍｍ 試料 869 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験
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地質調査 9005080002 地質調査 室内岩石試験 試料作成費 ブロックサンプル 材工共 室内岩石試験 試料作成費　ブロックサンプル 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080004 地質調査 室内岩石試験 試料作成費 ボーリングコア　軟岩 材工共 室内岩石試験 試料作成費　ボーリングコア軟岩 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080006 地質調査 室内岩石試験 試料作成費 ボーリングコア　硬岩 材工共 室内岩石試験 試料作成費　ボーリングコア硬岩 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080008 地質調査 室内岩石試験 圧縮強度試験 材工共 室内岩石試験 圧縮強度試験 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080010 地質調査 室内岩石試験 静ポアソン比試験 静弾性係数試験費含む 材工共 室内岩石試験　静ポアソン比試験 静弾性係数試験費含む 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080012 地質調査 室内岩石試験 静弾性係数試験 圧縮強度試験費含む 材工共 室内岩石試験　静弾性係数試験 圧縮強度試験費含む 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080014 地質調査 室内岩石試験 引張強度試験 圧裂試験法 材工共 室内岩石試験 引張強度試験　圧裂試験法 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080016 地質調査 室内岩石試験 超音波伝播速度測定 自然状態 材工共 室内岩石試験 超音波伝播速度測定　自然状態 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080018 地質調査 室内岩石試験 超音波伝播速度測定 強制湿潤，乾燥，自然状態 三状態 材工共 室内岩石試験 超音波伝播速度測定　強制湿潤他 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080020 地質調査 室内岩石試験 密度試験 材工共 室内岩石試験 密度試験 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080022 地質調査 室内岩石試験 吸水及び有効間隙試験 強制湿潤 材工共 室内岩石試験 吸水及び有効間隙試験　強制湿潤 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080023 地質調査 室内岩石試験 含水率試験 自然 材工共 室内岩石試験 含水率試験　自然 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080024 地質調査 室内岩石試験 岩石安定性試験 材工共 室内岩石試験 岩石安定性試験 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080026 地質調査 室内岩石試験 ショア硬度試験 材工共 室内岩石試験 ショア硬度試験 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080028 地質調査 室内岩石試験 岩石の吸水膨張試験 材工共 室内岩石試験 岩石の吸水膨張試験 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080030 地質調査 室内岩石試験 Ｘ線回析試験 非定方位法 材工共 室内岩石試験 Ｘ線回析試験　非定方位法 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080031 地質調査 室内岩石試験 Ｘ線回析試験 定方位法 材工共 室内岩石試験 Ｘ線回析試験　定方位法 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080032 地質調査 室内岩石試験 乾湿繰返し試験 繰返し　１０回 材工共 室内岩石試験 乾湿繰返し試験　繰返し１０回 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験
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地質調査 9005080036 地質調査 室内岩石試験 岩の破砕試験 材工共 室内岩石試験 岩の破砕試験 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080038 地質調査 室内岩石試験 岩石の三軸圧縮強度試験 径３２～５０ｍｍ　３供試体／試料 材工共 室内岩石試験 岩石の三軸圧縮強度試験 試料 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080040 地質調査 室内岩石試験 せん断強度試験 モール応力円法 材工共 室内岩石試験 せん断強度試験　モール応力円法 個 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080042 地質調査 室内岩石試験 直接せん断試験 垂直荷重あり　３供試体／試料 材工共 室内岩石試験 直接せん断試験　垂直荷重あり 試料 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地質調査 9005080044 地質調査 室内岩石試験 直接せん断試験 垂直荷重なし　３供試体／試料 材工共 室内岩石試験 直接せん断試験　垂直荷重なし 試料 870 ○ ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

地中探査【公表価格】 9007030005 地中探査 地中レーダ（エスパー）調査 埋設物調査 施工規模１００ｍ 材工共 アイレック技建 地中探査 地中レーダエスパー調査　埋設物 ｍ 870 ○ ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

地中探査【公表価格】 9007030010 地中探査 地中レーダ（エスパー）調査 空洞調査 施工規模３ｋｍ 材工共 アイレック技建 地中探査 地中レーダエスパー調査　空洞 ｋｍ 870 ○ ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

地中探査【公表価格】 9007030015 地中探査 地中レーダ（エスパー）調査 鉄筋調査 施工規模１００ｍ２ 材工共 アイレック技建 地中探査 地中レーダエスパー調査　鉄筋 ｍ２ 870 ○ ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

防災設備保守点検料金 8902010005 防災設備保守点検料金 消火器 基本料金 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 基本料金　外観 式 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010010 防災設備保守点検料金 消火器 泡消火器 １０型 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 泡消火器　１０型　外観 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010015 防災設備保守点検料金 消火器 泡消火器 １００型 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 泡消火器　１００型　外観 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010060 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 ５０本以下 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 蓄圧式　５０本以下　外観 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010065 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 ５１本以上　１００本以下 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 蓄圧式　５１本以上　外観 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010070 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 １０１本以上 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 蓄圧式　１０１本以上　外観 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010020 防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 ５０本以下 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 強化液　５０本以下　外観 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010025 防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 ５１本以上　１００本以下 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 強化液　５１本以上　外観 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010030 防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 １０１本以上 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 強化液　１０１本以上　外観 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010035 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 ５０本以下 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 加圧式　５０本以下　外観 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902010040 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 ５１本以上　１００本以下 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 加圧式　５１本以上　外観 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010045 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 １０１本以上 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 加圧式　１０１本以上　外観 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010050 防災設備保守点検料金 消火器 二酸化炭素消火器 １０型 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 二酸化炭素消火器　１０型　外観 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902010055 防災設備保守点検料金 消火器 二酸化炭素消火器 ５０型 機器（外観）点検１回／６カ月 消火器 二酸化炭素消火器　５０型　外観 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015005 防災設備保守点検料金 消火器 基本料金 機器（機能）点検１回／６カ月 消化器 基本料金　機能 式 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015010 防災設備保守点検料金 消火器 泡消火器 １０型 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 泡消火器　１０型　機能 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015015 防災設備保守点検料金 消火器 泡消火器 １００型 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 泡消火器　１００型　機能 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015060 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 ５０本以下 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 蓄圧式　５０本以下　機能 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015065 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 ５１本以上　１００本以下 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 蓄圧式　５１本以上　機能 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015070 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器蓄圧式 １０１本以上 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 蓄圧式　１０１本以上　機能 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015020 防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 ５０本以下 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 強化液　５０本以下　機能 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015025 防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 ５１本以上　１００本以下 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 強化液　５１本以上　機能 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015030 防災設備保守点検料金 消火器 強化液消火器 １０１本以上 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 強化液　１０１本以上　機能 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015035 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 ５０本以下 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 加圧式　５０本以下　機能 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015040 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 ５１本以上　１００本以下 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 加圧式　５１本以上　機能 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015045 防災設備保守点検料金 消火器 粉末消火器加圧式 １０１本以上 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 加圧式　１０１本以上　機能 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015050 防災設備保守点検料金 消火器 二酸化炭素消火器 １０型 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 二酸化炭素消火器　１０型　機能 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902015055 防災設備保守点検料金 消火器 二酸化炭素消火器 ５０型 機器（機能）点検１回／６カ月 消火器 二酸化炭素消火器　５０型　機能 本 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902020005 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 基本料金 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 基本料金　点検 式 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020010 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 加圧送水装置 ポンプ　モーター 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 加圧送水装置　点検 組 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020015 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 操作盤 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 操作盤　点検 面 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020020 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 消火栓 屋内　屋外 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 消火栓　屋内　屋外　点検 組 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020025 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 起動用スイッチ 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 起動用スイッチ　点検 個 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020030 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 表示灯 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 表示灯　点検 灯 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020035 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 音響装置 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 音響装置　点検 組 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020040 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 表示盤 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 表示盤　点検 面 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902020045 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 呼水装置 機器点検１回／６カ月 屋内・屋外消火栓設備 呼水装置　点検 組 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030005 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 基本料金 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 基本料金　点検 式 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030010 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 加圧送水装置 ポンプ　モーター 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 加圧送水装置　点検 組 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030015 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 起動装置 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 起動装置　点検 組 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030020 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 ヘッド 閉鎖　開放型 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 ヘッド　閉鎖　開放型　点検 １００個 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030025 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 操作盤 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 操作盤　点検 面 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030030 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 流水検知装置 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 流水検知装置　点検 組 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030035 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 表示盤 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 表示盤　点検 面 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030040 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 呼水装置 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 呼水装置　点検 組 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030045 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 送水口 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 送水口　点検 箇所 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902030050 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 圧力スイッチ 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 圧力スイッチ　点検 個 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030055 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 一斉開放弁 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 一斉開放弁　点検 個 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902030060 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 手動開放弁 機器点検１回／６カ月 スプリンクラー設備 手動開放弁　点検 個 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025005 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 基本料金 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 基本料金　総合 式 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025010
防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 加圧送水装置 ポンプ　モーター 機器及び総合点検１回／
年

屋内・屋外消火栓設備 加圧送水装置　総合 組 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025015 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 操作盤 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 操作盤　総合 面 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025020 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 消火栓 屋内　屋外 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 消火栓　屋内　屋外　総合 組 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025025 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 起動用スイッチ 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 起動用スイッチ　総合 個 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025030 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 表示灯 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 表示灯　総合 灯 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025035 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 音響装置 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 音響装置　総合 組 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025040 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 表示盤 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 表示盤　総合 面 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025045 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 呼水装置 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 呼水装置　総合 組 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902025050 防災設備保守点検料金 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 放水試験 機器及び総合点検１回／年 屋内・屋外消火栓設備 放水試験　総合 式 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035005 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 基本料金 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 基本料金　総合 式 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035010 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 加圧送水装置 ポンプ　モーター 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 加圧送水装置　総合 組 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035015 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 起動装置 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 起動装置　総合 組 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035020 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 ヘッド 閉鎖　開放型 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 ヘッド　閉鎖　開放型　総合 １００個 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035025 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 操作盤 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 操作盤　総合 面 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902035030 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 流水検知装置 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 流水検知装置　総合 組 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035035 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 表示盤 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 表示盤　総合 面 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035040 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 呼水装置 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 呼水装置　総合 組 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035045 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 送水口 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 送水口　総合 箇所 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035050 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 圧力スイッチ 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 圧力スイッチ　総合 個 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035055 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 一斉開放弁 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 一斉開放弁　総合 個 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035060 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 手動開放弁 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 手動開放弁　総合 個 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902035065 防災設備保守点検料金 スプリンクラー設備 連動又は放水試験 機器及び総合点検１回／年 スプリンクラー設備 連動又は放水試験　総合 式 871 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040005 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 基本料金 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 基本料金　点検 式 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040010 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級 １０回線以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級１０回線以下点検 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040015 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級 １１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備　１０回線増 受信機Ｐ型１級１１回線以上点検 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040020 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型２級 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 受信機Ｐ型２級　点検 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040025 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 副受信機 １０回線以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 副受信機　１０回線以下　点検 台 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040030 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 副受信機 １１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備　１０回線増 副受信機　１１回線以上　点検 台 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040035 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 ５０個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 分布型感知器　５０個以下　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040040 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 ５１個以上　１００個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 分布型感知器　５１個以上　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040045 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 １０１個以上 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 分布型感知器　１０１個以上点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040050 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 ５０個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 補償スポット　５０個以下　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902040055
防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 ５１個以上　１００個以下 機器点検１回／６
カ月

自動火災報知設備 補償スポット　５１個以上　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040060 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 １０１個以上 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 補償スポット　１０１個以上点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040065 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 ５０個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 定温スポット　５０個以下　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040070 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 ５１個以上　１００個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 定温スポット　５１個以上　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040075 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 １０１個以上 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 定温スポット　１０１個以上点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040080 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 ５０個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 煙感知器　５０個以下　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040085 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 ５１個以上　１００個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 煙感知器　５１個以上　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040090 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 １０１個以上　１５０個以下 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 煙感知器　１０１個以上　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040095 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 １５１個以上 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 煙感知器　１５１個以上　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040100 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 Ｐ型１，２級発信機 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 Ｐ型１・２級発信機　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040105 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 音響装置 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 音響装置　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040110 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 消火栓起動装置 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 消火栓起動装置　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902040115 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 常用電源　交流電源 機器点検１回／６カ月 自動火災報知設備 常用電源　交流電源　点検 組 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050005 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 基本料金 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 基本料金　点検 式 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050010 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（多重） １０回線以下 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 受信機多重　１０回線以下　点検 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050015 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（多重） １１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置１０回線増 受信機多重　１１回線以上　点検 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050020 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示盤 １０回線以下 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 表示盤　１０回線以下　点検 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050025 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示盤 １１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置１０回線増 表示盤　１１回線以上　点検 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902050030 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 検知器（警報なし） ５０個以下 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 検知器　５０個以下　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050035 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 検知器（警報なし） ５１個以上 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 検知器　５１個以上　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050040 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 中継器 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 中継器　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050045 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 警報装置 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 警報装置　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050050 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示灯 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 表示灯　点検 灯 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050055 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 常用電源 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 常用電源　点検 組 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050060 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 予備電源（受信機のみ） 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 予備電源　受信機のみ　点検 組 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050065 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（個別） １０回線以下 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置 受信機個別　１０回線以下　点検 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902050070 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（個別） １１回線以上　１０回線増 機器点検１回／６カ月 ガス漏れ火災報知装置１０回線増 受信機個別　１１回線以上　点検 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902060005 防災設備保守点検料金 連結送水管 基本料金 機器点検１回／６カ月 連結送水管 基本料金　点検 式 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902060010 防災設備保守点検料金 連結送水管 操作盤 機器点検１回／６カ月 連結送水管 操作盤　点検 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902060015 防災設備保守点検料金 連結送水管 放水用器具格納箱 機器点検１回／６カ月 連結送水管 放水用器具格納箱　点検 式 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902060020 防災設備保守点検料金 連結送水管 起動用スイッチ 機器点検１回／６カ月 連結送水管 起動用スイッチ　点検 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902060025 防災設備保守点検料金 連結送水管 表示灯 機器点検１回／６カ月 連結送水管 表示灯　点検 灯 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902060030 防災設備保守点検料金 連結送水管 表示盤 機器点検１回／６カ月 連結送水管 表示盤　点検 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902060035 防災設備保守点検料金 連結送水管 送水口 機器点検１回／６カ月 連結送水管 送水口　点検 組 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902060040 防災設備保守点検料金 連結送水管 放水口 機器点検１回／６カ月 連結送水管 放水口　点検 組 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045005 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 基本料金 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 基本料金　総合 式 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902045010 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級 １０回線以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級１０回線以下総合 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045015 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型１級 １１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備　１０回線増 受信機Ｐ型１級１１回線以上総合 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045020 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 受信機Ｐ型２級 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 受信機Ｐ型２級　総合 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045025 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 副受信機 １０回線以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 副受信機　１０回線以下　総合 台 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045030 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 副受信機 １１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備　１０回線増 副受信機　１１回線以上　総合 台 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045035 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 ５０個以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 分布型感知器　５０個以下　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045040 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 ５１個以上　１００個以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 分布型感知器　５１個以上　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045045 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式分布型感知器 １０１個以上 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 分布型感知器　１０１個以上総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045050 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 ５０個以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 補償スポット　５０個以下　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045055
防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 ５１個以上　１００個以下 機器及び総合点検
１回／年

自動火災報知設備 補償スポット　５１個以上　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045060 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 差動式又は補償式スポット型 １０１個以上 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 補償スポット　１０１個以上総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045065 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 ５０個以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 定温スポット　５０個以下　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045070
防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 ５１個以上　１００個以下 機器及び総合点検１回
／年

自動火災報知設備 定温スポット　５１個以上　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045075 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 定温式スポット型感知器 １０１個以上 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 定温スポット　１０１個以上総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045080 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 ５０個以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 煙感知器　５０個以下　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045085 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 ５１個以上　１００個以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 煙感知器　５１個以上　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045090 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 １０１個以上　１５０個以下 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 煙感知器　１０１個以上　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045095 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 煙感知器 １５１個以上 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 煙感知器　１５１個以上　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902045100 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 Ｐ型１，２級発信機 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 Ｐ型１・２級発信機　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045105 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 音響装置 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 音響装置　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045110 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 消火栓起動装置 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 消火栓起動装置　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902045115 防災設備保守点検料金 自動火災報知設備 常用電源　交流電源 機器及び総合点検１回／年 自動火災報知設備 常用電源　交流電源　総合 組 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055005 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 基本料金 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 基本料金　総合 式 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055010 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（多重） １０回線以下 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 受信機多重　１０回線以下　総合 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055015 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（多重） １１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置１０回線増 受信機多重　１１回線以上　総合 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055020 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示盤 １０回線以下 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 表示盤　１０回線以下　総合 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055025 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示盤 １１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置１０回線増 表示盤　１１回線以上　総合 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055030 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 検知器（警報なし） ５０個以下 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 検知器　５０個以下　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055035 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 検知器（警報なし） ５１個以上 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 検知器　５１個以上　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055040 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 中継器 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 中継器　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055045 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 警報装置 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 警報装置　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055050 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 表示灯 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 表示灯　総合 灯 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055055 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 常用電源 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 常用電源　総合 組 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055060 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 予備電源（受信機のみ） 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 予備電源　受信機のみ　総合 組 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055065 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（個別） １０回線以下 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置 受信機個別　１０回線以下　総合 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902055070 防災設備保守点検料金 ガス漏れ火災警報装置 受信機（個別） １１回線以上　１０回線増 機器及び総合点検１回／年 ガス漏れ火災報知装置１０回線増 受信機個別　１１回線以上　総合 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金
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防災設備保守点検料金 8902065005 防災設備保守点検料金 連結送水管 基本料金 機器及び総合点検１回／年 連結送水管 基本料金　総合 式 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902065010 防災設備保守点検料金 連結送水管 操作盤 機器及び総合点検１回／年 連結送水管 操作盤　総合 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902065015 防災設備保守点検料金 連結送水管 放水用器具格納箱 機器及び総合点検１回／年 連結送水管 放水用器具格納箱　総合 式 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902065020 防災設備保守点検料金 連結送水管 起動用スイッチ 機器及び総合点検１回／年 連結送水管 起動用スイッチ　総合 個 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902065025 防災設備保守点検料金 連結送水管 表示灯 機器及び総合点検１回／年 連結送水管 表示灯　総合 灯 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902065030 防災設備保守点検料金 連結送水管 表示盤 機器及び総合点検１回／年 連結送水管 表示盤　総合 面 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902065035 防災設備保守点検料金 連結送水管 送水口 機器及び総合点検１回／年 連結送水管 送水口　総合 組 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902065040 防災設備保守点検料金 連結送水管 放水口 機器及び総合点検１回／年 連結送水管 放水口　総合 組 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

防災設備保守点検料金 8902070010
防災設備保守点検料金 配線点検 絶縁測定 機器及び総合点検１回／年 電気系統のある設備について、総合点検（１回
／年）時、絶縁抵抗測定等の配線点検として各種別ごとに計上する。

防災設備配線 配線点検　絶縁測定　総合 式 872 ○ ○ 8902 防災設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010005
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 直流ギヤレス １５０ｍ／分 １２箇所止
定員２０人 積載量１，３５０ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 直流ギヤレス　１５０ｍ／分 基・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010010
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 直流ギヤード ９０ｍ／分 １０箇所止 定
員１５人 積載量１，０００ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 直流ギヤード　９０ｍ／分 基・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010015
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流高速 １２０～１５０ｍ／分 １２箇所
止 定員９人 積載量６００ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 交流高速　１２０～１５０ｍ／分 基・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010020
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流高速 ９０～１０５ｍ／分 １０箇所止
定員９人 積載量６００ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 交流高速　９０～１０５ｍ／分 基・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010025
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流高速遠隔監視 １２０～１５０ｍ／分
１２箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 高速　監視１２０～１５０ｍ／分 基・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010030
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流高速遠隔監視 ９０～１０５ｍ／分 １
０箇所止 定員９人 積載量６００ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 高速　監視　９０～１０５ｍ／分 基・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010035
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流中速 ４５～６０ｍ／分 ８箇所止 定
員９人 積載量６００ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 中速　４５～６０ｍ／分 基・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010040
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流中速遠隔監視 ４５～６０ｍ／分 ８箇
所止 定員９人 積載量６００ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 中速　監視　４５～６０ｍ／分 基・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010045
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 一般乗用エレベータ 交流低速 ３０ｍ／分 ６箇所止 定員６人
積載量４５０ｋｇ

保守契約　一般乗用エレベータ 低速　３０ｍ／分 基・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金
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昇降設備保守点検料金 8901010505
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 油圧式エレベータ 直接式 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６
人 積載量４５０ｋｇ

保守契約　油圧式エレベータ 直接式　３０～４５ｍ／分 基・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010510
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 油圧式エレベータ 間接式 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６
人 積載量４５０ｋｇ

保守契約　油圧式エレベータ 間接式　３０～４５ｍ／分 基・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901010515
昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 油圧式エレベータ 間接式遠隔監視 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止
定員６人 積載量４５０ｋｇ

保守契約　油圧式エレベータ 間接式　監視　３０～４５ｍ／分 基・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901011005 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 小荷物専用昇降機（ダムウェータ） ３０ｍ／分 ３箇所止 保守契約　小荷物専用昇降機 ３０ｍ／分 基・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901011505 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） エスカレータ １２００型 ３０ｍ／分 階高４．０ｍ 保守契約　エスカレータ １２００型　３０ｍ／分 基・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901011510 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） エスカレータ ８００型 ３０ｍ／分 階高４．０ｍ 保守契約　エスカレータ ８００型　３０ｍ／分 基・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901012005 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 停電時自動着床装置 保守契約 停電時自動着床装置 台・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901012010 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 地震時管制運転装置 Ｓ波 保守契約 地震時管制運転装置　Ｓ波 台・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901012020 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 地震時管制運転装置 Ｐ波付き 保守契約 地震時管制運転装置　Ｐ波付き 台・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901012015 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 火災時管制運転装置 保守契約 火災時管制運転装置 台・月 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901012505 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 階床割増・減 エレベータ 直流式 保守契約　エレベータ 階床割増・減　直流 箇所 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901012510 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 階床割増・減 エレベータ 交流式・油圧式 保守契約　エレベータ 階床割増・減　交流・油圧 箇所 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901012515 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 階床割増・減 小荷物専用昇降機（ダムウェータ） 保守契約　小荷物専用昇降機 階床割増・減 箇所 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901012520 昇降設備保守点検料金 保守契約（フルメンテナンス） 階床割増・減 エスカレータ 保守契約　エスカレータ 階床割増・減 ０．５ｍ 873 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020005
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 直流ギヤレス １５０ｍ／分 １２箇所止 定員２０人
積載量１，３５０ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 直流ギヤレス　１５０ｍ／分 基・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020010
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 直流ギヤード ９０ｍ／分 １０箇所止 定員１５人 積
載量１，０００ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 直流ギヤード　９０ｍ／分 基・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020015
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流高速 １２０～１５０ｍ／分 １２箇所止 定員９
人 積載量６００ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 交流高速　１２０～１５０ｍ／分 基・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020020
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流高速 ９０～１０５ｍ／分 １０箇所止 定員９人
積載量６００ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 交流高速　９０～１０５ｍ／分 基・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金
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昇降設備保守点検料金 8901020025
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流高速遠隔監視 １２０～１５０ｍ／分 １２箇所止
定員９人 積載量６００ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 高速　監視１２０～１５０ｍ／分 基・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020030
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流高速遠隔監視 ９０～１０５ｍ／分 １０箇所止
定員９人 積載量６００ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 高速　監視　９０～１０５ｍ／分 基・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020035
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流中速 ４５～６０ｍ／分 ８箇所止 定員９人 積載
量６００ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 交流中速　４５～６０ｍ／分 基・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020040
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流中速遠隔監視 ４５～６０ｍ／分 ８箇所止 定員
９人 積載量６００ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 中速　監視　４５～６０ｍ／分 基・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020045
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 一般乗用エレベータ 交流低速 ３０ｍ／分 ６箇所止 定員６人 積載量４５
０ｋｇ

点検契約　一般乗用エレベータ 交流低速　３０ｍ／分 基・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020505
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 油圧式エレベータ 直接式 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積載量４
５０ｋｇ

点検契約　油圧式エレベータ 直接式　３０～４５ｍ／分 基・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020510
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 油圧式エレベータ 間接式 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人 積載量４
５０ｋｇ

点検契約　油圧式エレベータ 間接式　３０～４５ｍ／分 基・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901020515
昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 油圧式エレベータ 間接式遠隔監視 ３０～４５ｍ／分 ４箇所止 定員６人
積載量４５０ｋｇ

点検契約　油圧式エレベータ 間接式　監視　３０～４５ｍ／分 基・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901021005 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 小荷物専用昇降機（ダムウェータ） ３０ｍ／分 ３箇所止 点検契約　小荷物専用昇降機 ３０ｍ／分 基・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901021505 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） エスカレータ １２００型 ３０ｍ／分 階高４．０ｍ 点検契約　エスカレータ １２００型　３０ｍ／分 基・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901021510 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） エスカレータ ８００型 ３０ｍ／分 階高４．０ｍ 点検契約　エスカレータ ８００型　３０ｍ／分 基・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901022005 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 停電時自動着床装置 点検契約 停電時自動着床装置 台・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901022010 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 地震時管制運転装置 Ｓ波 点検契約 地震時管制運転装置　Ｓ波 台・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901022020 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 地震時管制運転装置 Ｐ波付き 点検契約 地震時管制運転装置　Ｐ波付き 台・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901022015 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 火災時管制運転装置 点検契約 火災時管制運転装置 台・月 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901022505 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 階床割増・減 エレベータ 直流式 点検契約　エレベータ 階床割増・減　直流 箇所 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901022510 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 階床割増・減 エレベータ 交流式・油圧式 点検契約　エレベータ 階床割増・減　交流・油圧 箇所 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

昇降設備保守点検料金 8901022515 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 階床割増・減 小荷物専用昇降機（ダムウェータ） 点検契約　小荷物専用昇降機 階床割増・減 箇所 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金
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昇降設備保守点検料金 8901022520 昇降設備保守点検料金 点検契約（ＰＯＧ） 階床割増・減 エスカレータ 点検契約　エスカレータ 階床割増・減 ０．５ｍ 874 ○ ○ 8901 昇降設備保守・点検料金

清掃管理費 8990010010
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積　３，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は
実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 弾性床材　延べ床３０００ｍ２ ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010020
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積　５，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積は
実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 弾性床材　延べ床５０００ｍ２ ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010030
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積　１０，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積
は実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 弾性床材　延べ床１００００ｍ２ ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010040
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積　１５，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積
は実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 弾性床材　延べ床１５０００ｍ２ ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010050
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） 弾性床材 延べ床面積　２０，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積
は実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 弾性床材　延べ床２００００ｍ２ ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010060
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積　３，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積
は実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 カーペット　延べ床３０００ｍ２ ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010070
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積　５，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面積
は実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 カーペット　延べ床５０００ｍ２ ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010080
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積　１０，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面
積は実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 カーペット延べ床１００００ｍ２ ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010090
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積　１５，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面
積は実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 カーペット延べ床１５０００ｍ２ ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990010100
清掃管理費 総合清掃（日常・定期作業／年間契約） カーペット 延べ床面積　２０，０００ｍ２以上 条件－ 延べ床面
積は実作業面積ではなくその建物の面積である

総合清掃 カーペット延べ床２００００ｍ２ ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990020010 清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） 弾性床材 毎日 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である 日常清掃 弾性床材　毎日 ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990020020 清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） 弾性床材 １回／週 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である 日常清掃 弾性床材　１回／週 ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990020030 清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） 弾性床材 ２回／週 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である 日常清掃 弾性床材　２回／週 ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990020040 清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） カーペット 毎日 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である 日常清掃 カーペット　毎日 ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990020050 清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） カーペット １回／週 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である 日常清掃 カーペット　１回／週 ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990020060 清掃管理費 日常清掃（日常作業／年間契約） カーペット ２回／週 条件３，０００ｍ２ 床面積は実作業面積である 日常清掃 カーペット　２回／週 ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990030010
清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 弾性床材 水性ワックス仕上げ　１回／月 条件１，０００ｍ２ 床面積は
実作業面積である

定期清掃 弾性床材　水性ワックス１回／月 ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費
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清掃管理費 8990030020
清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 弾性床材 水性ワックス仕上げ　２回／月 条件１，０００ｍ２ 床面積は
実作業面積である

定期清掃 弾性床材　水性ワックス２回／月 ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990030030
清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 弾性床材 樹脂ワックス仕上げ　１回／月 条件１，０００ｍ２ 床面積は
実作業面積である

定期清掃 弾性床材　樹脂ワックス１回／月 ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990030040
清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 弾性床材 樹脂ワックス仕上げ　２回／月 条件１，０００ｍ２ 床面積は
実作業面積である

定期清掃 弾性床材　樹脂ワックス２回／月 ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990030050
清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） カーペット 部分洗浄　１回／月　全面洗浄　１回／年 条件１，０００
ｍ２ 床面積は実作業面積である

定期清掃 カーペット　全面洗浄　１回／年 ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990030060
清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） カーペット 部分洗浄　１回／月　全面洗浄　２回／年 条件１，０００
ｍ２ 床面積は実作業面積である

定期清掃 カーペット　全面洗浄　２回／年 ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990030070 清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 外窓ガラス 開き窓　１回／月 条件１，０００ｍ２ 定期清掃 外窓ガラス　開き窓　１回／月 ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990030080
清掃管理費 定期清掃（定期作業／年間契約） 外窓ガラス はめ込み窓（仮設費用別途）　１回／月 条件１，０００ｍ
２

定期清掃 外窓ガラス　はめ込み窓１回／月 ｍ２・月 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040010 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 床面清掃 水性ワックス仕上げ 条件５００ｍ２ 床面積は実作業面積である 臨時清掃 床面清掃　水性ワックス仕上げ ｍ２ 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040020 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 床面清掃 樹脂ワックス仕上げ 条件５００ｍ２ 床面積は実作業面積である 臨時清掃 床面清掃　樹脂ワックス仕上げ ｍ２ 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040030 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 外窓ガラス 開き窓 条件５００ｍ２ 臨時清掃 外窓ガラス　開き窓 ｍ２ 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040040 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 外窓ガラス はめ込み窓（仮設費用別途） 条件５００ｍ２ 臨時清掃 外窓ガラス　はめ込み窓 ｍ２ 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040050 清掃管理費 臨時清掃（不定期） サッシ磨き（洗浄仕上げ） アルミ　はめ込み窓（仮設費用別途） 条件１００ｍ２ 臨時清掃 サッシ磨き　アルミ ｍ２ 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040060
清掃管理費 臨時清掃（不定期） サッシ磨き（洗浄仕上げ） ステンレス　はめ込み窓（仮設費用別途） 条件１００ｍ
２

臨時清掃 サッシ磨き　ステンレス ｍ２ 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040070 清掃管理費 臨時清掃（不定期） ブラインド清掃 ベネシャン　取り付けたまま清掃 条件１００ｍ２ 臨時清掃 ベネシャン　取り付けたまま清掃 ｍ２ 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040080 清掃管理費 臨時清掃（不定期） ブラインド清掃 ベネシャン　取りはずして清掃 条件１００ｍ２ 臨時清掃 ベネシャン　取りはずして清掃 ｍ２ 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040090 清掃管理費 臨時清掃（不定期） ブラインド清掃 バーチカル　取り付けたまま清掃 条件１００ｍ２ 臨時清掃 バーチカル　取り付けたまま清掃 ｍ２ 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040100 清掃管理費 臨時清掃（不定期） ブラインド清掃 バーチカル　取りはずして清掃 条件１００ｍ２ 臨時清掃 バーチカル　取りはずして清掃 ｍ２ 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040110 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 蛍光灯清掃 ４０Ｗ　２灯付き（露出型） 条件５０基 臨時清掃 蛍光灯清掃　４０Ｗ　露出型 基 875 ○ ○ 8990 清掃管理費
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清掃管理費 8990040120 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 蛍光灯清掃 ４０Ｗ　２灯付き（カバー付き） 条件５０基 臨時清掃 蛍光灯清掃　４０Ｗ　カバー付き 基 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040130 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 蛍光灯清掃 １１０Ｗ　２灯付き（露出型） 条件５０基 臨時清掃 蛍光灯清掃　１１０Ｗ　露出型 基 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040140 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 蛍光灯清掃 １１０Ｗ　２灯付き（カバー付き） 条件５０基 臨時清掃 蛍光灯清掃　１１０Ｗカバー付き 基 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040150 清掃管理費 臨時清掃（不定期） アネモ清掃 洗浄仕上げ　φ５０ｃｍ以内 条件５０個 臨時清掃 アネモ清掃　径５０ｃｍ以内 個 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040160
清掃管理費 臨時清掃（不定期） カーペット清掃 敷いたままでのクリーニング 条件５０ｍ２ 床面積は実作業面積であ
る

臨時清掃 カーペット清掃　敷いたまま ｍ２ 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

清掃管理費 8990040170 清掃管理費 臨時清掃（不定期） 外壁タイル 施釉タイル（仮設費用別途） 条件１００ｍ２ 臨時清掃 外壁タイル　施釉タイル ｍ２ 875 ○ ○ 8990 清掃管理費

飲料水槽清掃費 8930010010 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１０ｍ３ 受水タンク 貯水容量１０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010020 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量２０ｍ３ 受水タンク 貯水容量２０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010030 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量３０ｍ３ 受水タンク 貯水容量３０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010040 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量４０ｍ３ 受水タンク 貯水容量４０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010050 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量５０ｍ３ 受水タンク 貯水容量５０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010060 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量６０ｍ３ 受水タンク 貯水容量６０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010070 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量７０ｍ３ 受水タンク 貯水容量７０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010080 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量８０ｍ３ 受水タンク 貯水容量８０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010090 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量９０ｍ３ 受水タンク 貯水容量９０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010100 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１００ｍ３ 受水タンク 貯水容量１００ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010120 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１２０ｍ３ 受水タンク 貯水容量１２０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010140 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１４０ｍ３ 受水タンク 貯水容量１４０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費
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飲料水槽清掃費 8930010160 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１６０ｍ３ 受水タンク 貯水容量１６０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010180 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量１８０ｍ３ 受水タンク 貯水容量１８０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930010200 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 受水タンク 貯水容量２００ｍ３ 受水タンク 貯水容量２００ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020010 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量１０ｍ３ 高置タンク 貯水容量１０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020020 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量２０ｍ３ 高置タンク 貯水容量２０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020030 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量３０ｍ３ 高置タンク 貯水容量３０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020040 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量４０ｍ３ 高置タンク 貯水容量４０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020050 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量５０ｍ３ 高置タンク 貯水容量５０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020060 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量６０ｍ３ 高置タンク 貯水容量６０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020070 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量７０ｍ３ 高置タンク 貯水容量７０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020080 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量８０ｍ３ 高置タンク 貯水容量８０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020090 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量９０ｍ３ 高置タンク 貯水容量９０ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

飲料水槽清掃費 8930020100 飲料水槽清掃費 飲料水槽清掃 高置タンク 貯水容量１００ｍ３ 高置タンク 貯水容量１００ｍ３ 回 877 ○ ○ 8930 飲料水槽清掃費

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101010000 特殊作業員 ８時間当り 特殊作業員 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101020000 普通作業員 ８時間当り 普通作業員 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101030000 軽作業員 ８時間当り 軽作業員 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101040000 造園工 ８時間当り 造園工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101050000 法面工 ８時間当り 法面工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価
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【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101060000 とび工 ８時間当り とび工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101070000 石工 ８時間当り 石工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101080000 ブロック工 ８時間当り ブロック工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101090000 電工 ８時間当り 電工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101100000 鉄筋工 ８時間当り 鉄筋工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101110000 鉄骨工 ８時間当り 鉄骨工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101120000 塗装工 ８時間当り 塗装工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101130000 溶接工 ８時間当り 溶接工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101140000 運転手（特殊） ８時間当り 特殊運転手 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101150000 運転手（一般） ８時間当り 一般運転手 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101160000 潜かん工 ８時間当り 潜かん工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101170000 潜かん世話役 ８時間当り 潜かん世話役 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101180000 さく岩工 ８時間当り さく岩工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101190000 トンネル特殊工 ８時間当り トンネル特殊工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101200000 トンネル作業員 ８時間当り トンネル作業員 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101210000 トンネル世話役 ８時間当り トンネル世話役 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101220000 橋りょう特殊工 ８時間当り 橋りょう特殊工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101230000 橋りょう塗装工 ８時間当り 橋りょう塗装工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価
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【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101240000 橋りょう世話役 ８時間当り 橋りょう世話役 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101250000 土木一般世話役 ８時間当り 土木一般世話役 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101260000 高級船員 ８時間当り 高級船員 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101270000 普通船員 ８時間当り 普通船員 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101280000 潜水士 ８時間当り 潜水士 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101290000 潜水連絡員 ８時間当り 潜水連絡員 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101300000 潜水送気員 ８時間当り 潜水送気員 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101310000 山林砂防工 ８時間当り 山林砂防工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101320000 軌道工 ８時間当り 軌道工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101330000 型わく工 ８時間当り 型わく工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101340000 大工 ８時間当り 大工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101350000 左官 ８時間当り 左官 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101360000 配管工 ８時間当り 配管工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101370000 はつり工 ８時間当り はつり工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101380000 防水工 ８時間当り 防水工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101390000 板金工 ８時間当り 板金工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101400000 タイル工 ８時間当り タイル工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101410000 サッシ工 ８時間当り サッシ工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価
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【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101420000 屋根ふき工 ８時間当り 屋根ふき工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101430000 内装工 ８時間当り 内装工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101440000 ガラス工 ８時間当り ガラス工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101460000 建具工 ８時間当り 建具工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101470000 ダクト工 ８時間当り ダクト工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101480000 保温工 ８時間当り 保温工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101500000 設備機械工 ８時間当り 設備機械工 ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101730000 交通誘導警備員Ａ ８時間当り 交通誘導警備員Ａ ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

【令和３年３月から適用】公共工事設計労務単
価

8101740000 交通誘導警備員Ｂ ８時間当り 交通誘導警備員Ｂ ８時間当り 人 880 ○ ○ 8101 公共工事設計労務単価

海外資材アクセス情報（輸入鋼材） 0501019810 異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ１６～２５ （輸入） 異形棒鋼（輸入）　ＳＤ２９５ Ｄ１６～２５ ｔ 939 ○ × 0501 棒鋼

海外資材アクセス情報（輸入鋼材） 0501019820 異形棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１６～２５ （輸入） 異形棒鋼（輸入）　ＳＤ３４５ Ｄ１６～２５ ｔ 939 ○ × 0501 棒鋼

海外資材アクセス情報（輸入鋼材） 0605059810 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ ２００×２００×８×１２ｍｍ （輸入） Ｈ形鋼（輸入）　ＳＳ４００ ２００×２００×８×１２ｍｍ ｔ 939 ○ × 0605 形鋼

海外資材アクセス情報（輸入鋼材） 0605059820 Ｈ形鋼 ＳＳ４００ ２５０×２５０×９×１４ｍｍ （輸入） Ｈ形鋼（輸入）　ＳＳ４００ ２５０×２５０×９×１４ｍｍ ｔ 939 ○ × 0605 形鋼

海外資材アクセス情報（輸入鋼材） 0101019810 鋼矢板 ＳＹ２９５Ｕ型 Ⅱ，Ⅲ，ⅢＡ型 （輸入） 鋼矢板（輸入）　ＳＹ２９５Ｕ型 ２・３・３Ａ型 ｔ 939 ○ × 0101 鋼製矢板

海外資材アクセス情報（輸入鋼材） 0101019820 鋼矢板 ＳＹ２９５Ｕ型 Ⅳ型 （輸入） 鋼矢板（輸入）　ＳＹ２９５Ｕ型 ４型 ｔ 939 ○ × 0101 鋼製矢板

海外資材アクセス情報（輸入鋼材） 0611069810 鋼板・厚板 ＳＳ４００ ９～１２ｍｍ （輸入） 鋼板・厚板（輸入）　ＳＳ４００ ９～１２ｍｍ ｔ 939 ○ × 0611 鋼板

海外資材アクセス情報（輸入鋼材） 0611069820 鋼板・厚板 ＳＳ４００ １６～２５ｍｍ （輸入） 鋼板・厚板（輸入）　ＳＳ４００ １６～２５ｍｍ ｔ 939 ○ × 0611 鋼板

海外資材アクセス情報（輸入セメント・砂） 0301019810 セメント 普通ポルトランド バラ （輸入） ポルトランドセメント（輸入） 普通　バラ ｔ 939 ○ × 0301 セメント
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【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

海外資材アクセス情報（輸入セメント・砂） 0307029810 砂 コンクリート向け （輸入） 砂（輸入） コンクリート向け ｔ 939 ○ × 0307 コンクリート用骨材

異形棒鋼 0501012229 異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ２９ ５．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ２９ ｔ 999 × ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012232 異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ３２ ６．２３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ３２ ｔ 999 × ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012235 異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ３５ ７．５１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ３５ ｔ 999 × ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012238 異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ３８ ８．９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ３８ ｔ 999 × ○ 0501 棒鋼

異形棒鋼 0501012241 異形棒鋼 ＳＤ２９５ Ｄ４１ １０．５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３１１２ 異形棒鋼　ＳＤ２９５ Ｄ４１ ｔ 999 × ○ 0501 棒鋼

角鋼 0603011013 角鋼 ＳＳ４００ 辺１２．７ｍｍ １．２７ｋｇ／ｍ 角鋼　ＳＳ４００　小形 １２．７ｍｍ角 ｔ 999 × ○ 0603 角鋼

角鋼 0603011016 角鋼 ＳＳ４００ 辺１６ｍｍ ２．０１ｋｇ／ｍ 角鋼　ＳＳ４００　小形 １６ｍｍ角 ｔ 999 × ○ 0603 角鋼

角鋼 0603011019 角鋼 ＳＳ４００ 辺１９ｍｍ ２．８３ｋｇ／ｍ 角鋼　ＳＳ４００　小形 １９ｍｍ角 ｔ 999 × ○ 0603 角鋼

角鋼 0603011022 角鋼 ＳＳ４００ 辺２２ｍｍ ３．８０ｋｇ／ｍ 角鋼　ＳＳ４００　小形 ２２ｍｍ角 ｔ 999 × ○ 0603 角鋼

角鋼 0603011025 角鋼 ＳＳ４００ 辺２５ｍｍ ４．９１ｋｇ／ｍ 角鋼　ＳＳ４００　小形 ２５ｍｍ角 ｔ 999 × ○ 0603 角鋼

角鋼 0603011028 角鋼 ＳＳ４００ 辺２８ｍｍ ６．１５ｋｇ／ｍ 角鋼　ＳＳ４００　小形 ２８ｍｍ角 ｔ 999 × ○ 0603 角鋼

角鋼 0603011038 角鋼 ＳＳ４００ 辺３８ｍｍ １１．３ｋｇ／ｍ 角鋼　ＳＳ４００　小形 ３８ｍｍ角 ｔ 999 × ○ 0603 角鋼

角鋼 0603011044 角鋼 ＳＳ４００ 辺４４ｍｍ １５．２ｋｇ／ｍ 角鋼　ＳＳ４００　小形 ４４ｍｍ角 ｔ 999 × ○ 0603 角鋼

角鋼 0603011050 角鋼 ＳＳ４００ 辺５０ｍｍ １９．６ｋｇ／ｍ 角鋼　ＳＳ４００　大形 ５０ｍｍ角 ｔ 999 × ○ 0603 角鋼

角鋼 0603011055 角鋼 ＳＳ４００ 辺５５ｍｍ ２３．７ｋｇ／ｍ 角鋼　ＳＳ４００　大形 ５５ｍｍ角 ｔ 999 × ○ 0603 角鋼

溝形鋼 0605034660 溝形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１０．５ｍｍ×高３８０ｍｍ×幅１００ｍｍ ５４．５ｋｇ／ｍ 溝形鋼　ＳＳ４００　大形 １０．５×３８０×１００ｍｍ ｔ 999 × ○ 0605 形鋼

不等辺山形鋼 0605024425 不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚９ｍｍ×辺（１）９０ｍｍ×辺（２）７５ｍｍ １１．０ｋｇ／ｍ 不等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 ９×９０×７５ｍｍ ｔ 999 × ○ 0605 形鋼
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不等辺山形鋼 0605024430 不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形 厚１０ｍｍ×辺（１）１２５ｍｍ×辺（２）９０ｍｍ １６．１ｋｇ／ｍ 不等辺山形鋼　ＳＳ４００　中形 １０×１２５×９０ｍｍ ｔ 999 × ○ 0605 形鋼

Ｉ形鋼 0605044618 Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚８ｍｍ×高３００ｍｍ×幅１５０ｍｍ ４８．３ｋｇ／ｍ Ｉ形鋼　ＳＳ４００　大形 ８×３００×１５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 0605 形鋼

Ｉ形鋼 0605044650 Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚９ｍｍ×高３５０ｍｍ×幅１５０ｍｍ ５８．５ｋｇ／ｍ Ｉ形鋼　ＳＳ４００　大形 ９×３５０×１５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 0605 形鋼

Ｉ形鋼 0605044655 Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１０ｍｍ×高４００ｍｍ×幅１５０ｍｍ ７２．０ｋｇ／ｍ Ｉ形鋼　ＳＳ４００　大形 １０×４００×１５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 0605 形鋼

Ｉ形鋼 0605044645 Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１１．５ｍｍ×高３００ｍｍ×幅１５０ｍｍ ７６．８ｋｇ／ｍ Ｉ形鋼　ＳＳ４００　大形 １１．５×３００×１５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 0605 形鋼

Ｉ形鋼 0605044660 Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１２．５ｍｍ×高４００ｍｍ×幅１５０ｍｍ ９５．８ｋｇ／ｍ Ｉ形鋼　ＳＳ４００　大形 １２．５×４００×１５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 0605 形鋼

Ｉ形鋼 0605044665 Ｉ形鋼 ＳＳ４００ 大形 厚１１ｍｍ×高４５０ｍｍ×幅１７５ｍｍ ９１．７ｋｇ／ｍ Ｉ形鋼　ＳＳ４００　大形 １１×４５０×１７５ｍｍ ｔ 999 × ○ 0605 形鋼

機械構造用炭素鋼鋼管 0613040010 機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ 外径１９．１×肉厚１．２ｍｍ 機械構造用炭素鋼鋼管　ＳＴＫＭ 外径１９．１×肉厚１．２ｍｍ ｔ 999 × ○ 0613 構造用鋼管

機械構造用炭素鋼鋼管 0613040020 機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ 外径１９．１×肉厚１．６ｍｍ 機械構造用炭素鋼鋼管　ＳＴＫＭ 外径１９．１×肉厚１．６ｍｍ ｔ 999 × ○ 0613 構造用鋼管

機械構造用炭素鋼鋼管 0613040030 機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ 外径２５．４×肉厚１．２ｍｍ 機械構造用炭素鋼鋼管　ＳＴＫＭ 外径２５．４×肉厚１．２ｍｍ ｔ 999 × ○ 0613 構造用鋼管

機械構造用炭素鋼鋼管 0613040040 機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ 外径２５．４×肉厚１．６ｍｍ 機械構造用炭素鋼鋼管　ＳＴＫＭ 外径２５．４×肉厚１．６ｍｍ ｔ 999 × ○ 0613 構造用鋼管

機械構造用炭素鋼鋼管 0613040050 機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ 外径３８．１×肉厚１．２ｍｍ 機械構造用炭素鋼鋼管　ＳＴＫＭ 外径３８．１×肉厚１．２ｍｍ ｔ 999 × ○ 0613 構造用鋼管

機械構造用炭素鋼鋼管 0613040060 機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ 外径３８．１×肉厚１．６ｍｍ 機械構造用炭素鋼鋼管　ＳＴＫＭ 外径３８．１×肉厚１．６ｍｍ ｔ 999 × ○ 0613 構造用鋼管

機械構造用炭素鋼鋼管 0613040070 機械構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫＭ 外径５０．８×肉厚１．６ｍｍ 機械構造用炭素鋼鋼管　ＳＴＫＭ 外径５０．８×肉厚１．６ｍｍ ｔ 999 × ○ 0613 構造用鋼管

ステンレス鋼 0911012240
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚２５＜ｔ≦４０ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ －ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ ２５超４０　２．４３８×６．１ ｋｇ 999 × ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911012250
熱間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　Ｎｏ．１ 厚４０＜ｔ≦５０ｍｍ×幅２，４３８ｍｍ×長６，１００ｍｍ －ｋ
ｇ／枚 （ＪＩＳ　Ｇ　４３０４）

ステンレス板　熱延　３０４ ４０超５０　２．４３８×６．１ ｋｇ 999 × ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911032090
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×辺４０ｍｍ×辺４０ｍｍ×長６，０００ｍｍ １．８５ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４　３×４０×４０ ｋｇ 999 × ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911032100
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚３ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ２．３７ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４　３×５０×５０ ｋｇ 999 × ○ 0911 ステンレス鋼
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ステンレス鋼 0911032110
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚４ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ３．０９ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４　４×５０×５０ ｋｇ 999 × ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911032120
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚５ｍｍ×辺５０ｍｍ×辺５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ３．８１ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４　５×５０×５０ ｋｇ 999 × ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911032130
熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４ 厚５ｍｍ×辺７５ｍｍ×辺７５ｍｍ×長６，０００ｍｍ ５．８４ｋｇ
／ｍ （ＪＩＳ　Ｇ　４３１７）

熱間成形ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ３０４　５×７５×７５ ｋｇ 999 × ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911130020
ステンレス溶接Ｈ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高１００ｍｍ×幅１００ｍｍ×（厚１）６ｍｍ×（厚２）８ｍｍ×長６，０００
ｍｍ １６．７ｋｇ／ｍ

ステンレス溶接Ｈ形鋼 １００×１００×６×８ｍｍ ｋｇ 999 × ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911130030
ステンレス溶接Ｈ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高１２５ｍｍ×幅１２５ｍｍ×（厚１）７ｍｍ×（厚２）９ｍｍ×長６，０００
ｍｍ ２３．８ｋｇ／ｍ

ステンレス溶接Ｈ形鋼 １２５×１２５×７×９ｍｍ ｋｇ 999 × ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911130040
ステンレス溶接Ｈ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高１５０ｍｍ×幅１５０ｍｍ×（厚１）８ｍｍ×（厚２）１０ｍｍ×長６，００
０ｍｍ ３２．０ｋｇ／ｍ

ステンレス溶接Ｈ形鋼 １５０×１５０×８×１０ｍｍ ｋｇ 999 × ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911130050
ステンレス溶接Ｈ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高２００ｍｍ×幅１００ｍｍ×（厚１）６ｍｍ×（厚２）８ｍｍ×長６，０００
ｍｍ ２１．４ｋｇ／ｍ

ステンレス溶接Ｈ形鋼 ２００×１００×６×８ｍｍ ｋｇ 999 × ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911130060
ステンレス溶接Ｈ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高２００ｍｍ×幅２００ｍｍ×（厚１）８ｍｍ×（厚２）１２ｍｍ×長６，００
０ｍｍ ４９．２ｋｇ／ｍ

ステンレス溶接Ｈ形鋼 ２００×２００×８×１２ｍｍ ｋｇ 999 × ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911130070
ステンレス溶接Ｈ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高２５０ｍｍ×幅１２５ｍｍ×（厚１）６ｍｍ×（厚２）９ｍｍ×長６，０００
ｍｍ ２８．９ｋｇ／ｍ

ステンレス溶接Ｈ形鋼 ２５０×１２５×６×９ｍｍ ｋｇ 999 × ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911130080
ステンレス溶接Ｈ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高２５０ｍｍ×幅２５０ｍｍ×（厚１）９ｍｍ×（厚２）１４ｍｍ×長６，００
０ｍｍ ７１．４ｋｇ／ｍ

ステンレス溶接Ｈ形鋼 ２５０×２５０×９×１４ｍｍ ｋｇ 999 × ○ 0911 ステンレス鋼

ステンレス鋼 0911130090
ステンレス溶接Ｈ形鋼 ＳＵＳ３０４ 高３００ｍｍ×幅３００ｍｍ×（厚１）１０ｍｍ×（厚２）１６ｍｍ×長６，０
００ｍｍ ９７．４ｋｇ／ｍ

ステンレス溶接Ｈ形鋼 ３００×３００×１０×１６ｍｍ ｋｇ 999 × ○ 0911 ステンレス鋼

ワイヤロープ 0919010150 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径６ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ０．１３４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010151 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径８ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ０．２３７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010152 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径９ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ０．３００ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径９ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010153 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１０ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ０．３７１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径１０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010154 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１２ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ０．５３４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径１２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010155 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１４ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ０．７２７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径１４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010156 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１６ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ０．９５０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径１６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ
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ワイヤロープ 0919010157 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１８ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） １．２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径１８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010159 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２２ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） １．８０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径２２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010162 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２８ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ２．９１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径２８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010163 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３０ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ３．３４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010164 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３２ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ３．８０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径３２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010165 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３４ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ４．２９ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径３４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010166 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３６ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ４．８１ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径３６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010167 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３８ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ５．３６ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径３８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010168 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径４０ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ５．９３ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010169 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径４２ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ６．５６ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径４２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010170 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径４４ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ７．２０ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径４４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010171 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径４６ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ７．８７ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径４６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010172 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径４８ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ８．５７ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径４８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010173 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径５０ｍｍ Ｃ／Ｌ（Ａ種） ９．２９ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｃ／Ｌ　Ａ種 ６×７　径５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010175 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．２３７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010176 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径９ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．３００ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径９ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010177 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．３７１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径１０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010178 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１１．２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．４６６ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径１１．２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ
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ワイヤロープ 0919010179 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１２．５ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．５８１ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径１２．５ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010180 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．７２７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径１４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010181 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．９５０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径１６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010182 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径１８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径１８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010183 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．４８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010184 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２２．４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．８６ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径２２．４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010185 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２５ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ２．３２ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径２５ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010186 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径２８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ２．９１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径２８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010187 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ３．３４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010188 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３１．５ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ３．６９ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径３１．５ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010189 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３３．５ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ４．１７ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径３３．５ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010190 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３５．５ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ４．６８ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径３５．５ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010191 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径３７．５ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ５．２３ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径３７．５ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010192 ワイヤロープ ６×７（１号品） 径４０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ５．９３ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×７　径４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010335 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．１３１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010336 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．２３３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010337 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径９ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．２９５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径９ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010338 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径１０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．３６４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径１０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ
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ワイヤロープ 0919010332 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径１１．２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．４６６ｋｇ／ｍ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径１１．２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010339 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径１２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．５２４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径１２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010340 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径１４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．７１３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径１４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010341 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径１６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．９３２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径１６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010342 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径１８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．１８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径１８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010343 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径２０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．４６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010344 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径２２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） １．７６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径２２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010345 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径２４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．１０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径２４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010346 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径２６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．４６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径２６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010347 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径２８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．８５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径２８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010348 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径３０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ３．２７ｋｇ／ｍ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010349 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径３２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ３．７２ｋｇ／ｍ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径３２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010350 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径３４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ４．２０ｋｇ／ｍ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径３４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010351 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径３６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ４．７１ｋｇ／ｍ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径３６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010352 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径３８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ５．２５ｋｇ／ｍ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径３８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010353 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径４０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ５．８２ｋｇ／ｍ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010354 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径４２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ６．４１ｋｇ／ｍ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径４２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010355 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径４４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ７．０４ｋｇ／ｍ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径４４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ
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ワイヤロープ 0919010356 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径４６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ７．６９ｋｇ／ｍ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径４６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010357 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径４８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ８．３８ｋｇ／ｍ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径４８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010358 ワイヤロープ ６×１９（３号品） 径５０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ９．０９ｋｇ／ｍ ワイヤロープ３号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×１９　径５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010446 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．２４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径２６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010448 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．６０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径２８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010450 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．９９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010452 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ３．４０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径３２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010454 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ３．８４ｋｇ／ｍ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径３４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010456 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ４．３０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径３６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010458 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ４．８０ｋｇ／ｍ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径３８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010460 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ５．３１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010462 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ５．８６ｋｇ／ｍ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径４２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010464 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ６．４３ｋｇ／ｍ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径４４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010466 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ７．０３ｋｇ／ｍ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径４６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010468 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ７．６５ｋｇ／ｍ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径４８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010470 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径５０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ８．３１ｋｇ／ｍ ワイヤロープ４号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×２４　径５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010472 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ２．２４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径２６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010474 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径２８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ２．６０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径２８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ
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ワイヤロープ 0919010476 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ２．９９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010478 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ３．４０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径３２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010480 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ３．８４ｋｇ／ｍ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径３４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010482 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ４．３０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径３６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010484 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径３８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ４．８ｋｇ／ｍ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径３８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010486 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ５．３１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010488 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ５．８６ｋｇ／ｍ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径４２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010490 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ６．４３ｋｇ／ｍ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径４４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010492 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ７．０３ｋｇ／ｍ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径４６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010494 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径４８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ７．６５ｋｇ／ｍ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径４８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010496 ワイヤロープ ６×２４（４号品） 径５０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ８．３１ｋｇ／ｍ ワイヤロープ４号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×２４　径５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010644 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．１２９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010600 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．２３０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010601 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径９ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ０．２９１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径９ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010616 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．０７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径２４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010618 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．４３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径２６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010620 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ２．８２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径２８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010622 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ３．２３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ
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ワイヤロープ 0919010624 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ３．６８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径３２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010626 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ４．１４ｋｇ／ｍ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径３４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010628 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ４．６６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径３６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010630 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ５．１８ｋｇ／ｍ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径３８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010632 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ５．７５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010634 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ６．３２ｋｇ／ｍ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径４２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010636 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ６．９６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径４４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010638 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ７．５８ｋｇ／ｍ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径４６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010640 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ８．２８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径４８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010642 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径５０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ａ種） ８．９６ｋｇ／ｍ ワイヤロープ６号　Ｏ／Ｏ　Ａ種 ６×３７　径５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010650 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．１２９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010652 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．２３０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010654 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径９ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．２９１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径９ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010656 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．３５９ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径１０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010658 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．５１７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径１２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010660 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．７０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径１４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010662 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ０．９２０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径１６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010664 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径１８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．１６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径１８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ
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ワイヤロープ 0919010666 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．４４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010668 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） １．７４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径２２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010670 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ２．０７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径２４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010672 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ２．４３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径２６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010674 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径２８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ２．８２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径２８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010676 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ３．２３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010678 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ３．６８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径３２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010680 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ４．１４ｋｇ／ｍ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径３４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010682 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ４．６６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径３６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010684 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径３８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ５．１８ｋｇ／ｍ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径３８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010686 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ５．７５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010688 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４２ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ６．３２ｋｇ／ｍ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径４２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010690 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４４ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ６．９６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径４４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010692 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４６ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ７．５８ｋｇ／ｍ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径４６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010694 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径４８ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ８．２８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径４８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919010696 ワイヤロープ ６×３７（６号品） 径５０ｍｍ Ｇ／Ｏ（Ｇ種） ８．９６ｋｇ／ｍ ワイヤロープ６号　Ｇ／Ｏ　Ｇ種 ６×３７　径５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011202 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径１０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．３８６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径１０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011204 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径１２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．５５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径１２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ
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ワイヤロープ 0919011206 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径１４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．７５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径１４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011208 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径１６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．９８８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径１６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011210 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径１８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．２５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径１８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011212 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径２０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．５４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011214 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径２２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １．８７ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径２２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011216 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径２４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．２２ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径２４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011218 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径２６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．６１ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径２６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011220 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径２８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．０２ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径２８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011222 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径３０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．４７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011224 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径３２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．９５ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径３２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011226 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径３４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ４．４６ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径３４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011228 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径３６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ５．００ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径３６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011230 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径３８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ５．５８ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径３８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011232 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径４０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ６．１７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011234 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径４２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ６．８１ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径４２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011236 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径４４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ７．４７ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径４４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011238 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径４６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ８．１７ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径４６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011240 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径４８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ８．９ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径４８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ
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ワイヤロープ 0919011242 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２５）（１２号品） 径５０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ９．６５ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１２号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２５）　径５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011342 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．２５３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011300 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径９ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．３２１ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径９ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011301 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径１０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．３９６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径１０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011314 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径２４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．２８ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径２４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011316 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径２６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．６７ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径２６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011318 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径２８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．１０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径２８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011320 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径３０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．５６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011322 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径３２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ４．０５ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径３２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011324 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径３４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ４．５７ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径３４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011326 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径３６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ５．１２ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径３６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011328 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径３８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ５．７１ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径３８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011330 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径４０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ６．３３ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011332 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径４２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ６．９７ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径４２ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011334 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径４４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ７．６５ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径４４ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011336 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径４６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ８．３６ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径４６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011338 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径４８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ９．１１ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径４８ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011340 ワイヤロープ ６×Ｆｉ（２９）（１３号品） 径５０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ９．９０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３５２５ ワイヤロープ１３号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ６×Ｆｉ（２９）　径５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ
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ワイヤロープ 0919011401
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径１０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．４３０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ
３５２５

ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径１０ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011414 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径２４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．４７ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径２４ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011416 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径２６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．９ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径２６ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011418
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径２８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．３７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
５２５

ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径２８ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011420
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径３０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．８７ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
５２５

ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径３０ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011422 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径３２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ４．３９ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径３２ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011424 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径３４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ４．９６ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径３４ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011426 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径３６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ５．５６ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径３６ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011428 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径３８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ６．２ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径３８ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011430
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径４０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ６．８８ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
５２５

ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径４０ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011432 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径４２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ７．５７ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径４２ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011434 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径４４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ８．３１ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径４４ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011436 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径４６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ９．０８ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径４６ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011438 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径４８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ９．８９ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径４８ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011440 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２５）（１４号品） 径５０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １０．７３ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１４号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２５　径５０ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011842 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．２８ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径８ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011800 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径９ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．３６ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径９ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011801
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径１０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ０．４４０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ
３５２５

ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径１０ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ
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ワイヤロープ 0919011814 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径２４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．５３ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径２４ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011816 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径２６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ２．９６ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径２６ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011818
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径２８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．４５ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
５２５

ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径２８ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011820
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径３０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ３．９６ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
５２５

ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径３０ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011822 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径３２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ４．４９ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径３２ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011824 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径３４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ５．０７ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径３４ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011826 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径３６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ５．６８ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径３６ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011828 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径３８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ６．３３ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径３８ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011830
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径４０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ７．０４ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
５２５

ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径４０ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011832 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径４２ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ７．７４ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径４２ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011834 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径４４ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ８．４９ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径４４ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011836 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径４６ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） ９．２８ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径４６ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011838 ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径４８ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １０．１１ｋｇ／ｍ ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径４８ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

ワイヤロープ 0919011840
ワイヤロープ ＩＷＲＣ６×Ｆｉ（２９）（１８号品） 径５０ｍｍ Ｏ／Ｏ（Ｂ種） １１．０ｋｇ／ｍ ＪＩＳ　Ｇ　３
５２５

ワイヤロープ１８号Ｏ／Ｏ　Ｂ種 ＩＷＲＣ６×Ｆｉ２９　径５０ ｍ 999 × ○ 0919 ワイヤロープ

摩擦接合用高力ボルト 0905014220 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ｂ Ｍ１６ ×長８５ｍｍ ２７３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ１６×８５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905014222 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ｂ Ｍ１６ ×長９０ｍｍ ２８１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ１６×９０ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905014224 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ｂ Ｍ１６ ×長９５ｍｍ ２８９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ１６×９５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905014226 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ｂ Ｍ１６ ×長１００ｍｍ ２９６ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ１６×１００ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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摩擦接合用高力ボルト 0905013334 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長１２５ｍｍ ５４６ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×１２５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013336 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長１３０ｍｍ ５５８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×１３０ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013338 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長１３５ｍｍ ５７０ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×１３５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013340 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２０ ×長１４０ｍｍ ５８３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×１４０ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013436 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長１３５ｍｍ ７４９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013438 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長１４０ｍｍ ７６４ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013440 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長１４５ｍｍ ７７９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013442 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２２ ×長１５０ｍｍ ７９４ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013501 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長５５ｍｍ ６６６ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×５５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013532 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長１３５ｍｍ ９５０ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１３５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013534 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長１４０ｍｍ ９６７ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１４０ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013536 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長１４５ｍｍ ９８５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１４５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013538 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長１５０ｍｍ １，００３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１５０ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905013540 摩擦接合用高力ボルト 六角Ｆ１０Ｔ ＪＩＳ　Ｂ１１８６　２種Ａ Ｍ２４ ×長１５５ｍｍ １，０２１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１５５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017222 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長９０ｍｍ ２７１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×９０ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017224 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長９５ｍｍ ２７９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×９５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017226 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長１００ｍｍ ２８７ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×１００ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017228 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ１６ ×長１０５ｍｍ ２９５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ１６×１０５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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摩擦接合用高力ボルト 0905017326 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長１０５ｍｍ ４８４ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×１０５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017328 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長１１０ｍｍ ４９７ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×１１０ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017330 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長１１５ｍｍ ５１０ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×１１５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017332 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長１２０ｍｍ ５２３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×１２０ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017334 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長１２５ｍｍ ５３６ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×１２５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017336 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２０ ×長１３０ｍｍ ５４９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×１３０ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017432 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１３５ｍｍ ７１８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017434 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１４０ｍｍ ７３３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017436 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２２ ×長１４５ｍｍ ７４８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017532 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長５５ｍｍ ６３１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×５５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017534 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長６０ｍｍ ６４９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×６０ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017536 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長６５ｍｍ ６６７ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×６５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017500 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長７０ｍｍ ６８５ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×７０ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017501 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長７５ｍｍ ７０３ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×７５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017528 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１５５ｍｍ ９９１ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１５５ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905017530 摩擦接合用高力ボルト トルシアＳ１０Ｔ Ｍ２４ ×長１６０ｍｍ １，００９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１６０ｍｍ 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011442 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１４５ｍｍ ７７９ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１４５耐候 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

摩擦接合用高力ボルト 0905011444 摩擦接合用高力ボルト 六角・耐候性Ｆ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１５０ｍｍ ７９４ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　六角 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２×１５０耐候 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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摩擦接合用高力ボルト 0905012440 摩擦接合用高力ボルト トルシア・耐候性Ｓ１０ＴＷ Ｍ２２ ×長１４５ｍｍ ７４８ｇ／組 摩擦接合用高力ボルト　トルシア Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２×１４５耐候 組 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020601 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長２０ｍｍ 黒皮品 １９．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×２０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020605 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長３２ｍｍ 黒皮品 ２５．７ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×３２ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020609 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長５５ｍｍ 黒皮品 ３８．６ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×５５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020611 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長６０ｍｍ 黒皮品 ４１．４ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×６０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020613 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ４７．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×７０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020615 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長８０ｍｍ 黒皮品 ５２．５ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×８０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020801 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２０ｍｍ 黒皮品 ４１．１ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020803 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２５ｍｍ 黒皮品 ４５．６ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020809 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長５５ｍｍ 黒皮品 ７５．４ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×５５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020811 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長６０ｍｍ 黒皮品 ８０．４ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×６０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020813 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ９０．３ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×７０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020815 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長８０ｍｍ 黒皮品 １００．３ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×８０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020828 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１６０ｍｍ 黒皮品 １７９．８ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１６０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020830 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１７０ｍｍ 黒皮品 １８９．７ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１７０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020832 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１８０ｍｍ 黒皮品 １９９．７ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１８０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020834 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１９０ｍｍ 黒皮品 ２０９．６ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１９０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020836 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２００ｍｍ 黒皮品 ２１９．５ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２００ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905020838 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２１０ｍｍ 黒皮品 ２２９．５ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２１０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020840 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２２０ｍｍ 黒皮品 ２３９．５ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２２０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020842 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２２５ｍｍ 黒皮品 ２４４．５ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２２５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020846 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２３０ｍｍ 黒皮品 ２４９．４ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２３０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020844 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２４０ｍｍ 黒皮品 ２５９．３ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２４０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905020850 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２５０ｍｍ 黒皮品 ２６９．２ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２５０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021050 六角ボルト（並） Ｗ５／８ ×長２５０ｍｍ 黒皮品 ４２８．４ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ５／８×２５０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021220 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長２０ｍｍ 黒皮品 １２３．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×２０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021222 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長２５ｍｍ 黒皮品 １３４．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×２５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021224 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長３２ｍｍ 黒皮品 １４９．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×３２ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021226 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長３８ｍｍ 黒皮品 １６２．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×３８ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021228 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長４５ｍｍ 黒皮品 １７８．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×４５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021200 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長５０ｍｍ 黒皮品 １８９．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×５０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021201 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長５５ｍｍ 黒皮品 ２００．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×５５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021203 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長６０ｍｍ 黒皮品 ２１１．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×６０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021205 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ２３４．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×７０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905021207 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長８０ｍｍ 黒皮品 ２５６．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×８０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905022802 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長３５ｍｍ 黒皮品 １８．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×３５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905022804 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長４０ｍｍ 黒皮品 ２０．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×４０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905022806 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長４５ｍｍ 黒皮品 ２２．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×４５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905022808 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長５０ｍｍ 黒皮品 ２４．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×５０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905022810 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長５５ｍｍ 黒皮品 ２６．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×５５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905022812 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長６０ｍｍ 黒皮品 ２８．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×６０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905022814 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ３０．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×６５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905022816 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ３２．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×７０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905022818 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長７５ｍｍ 黒皮品 ３４．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×７５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905022820 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長８０ｍｍ 黒皮品 ３６．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×８０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905022822 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長９０ｍｍ 黒皮品 ４０．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×９０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905022824 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長１００ｍｍ 黒皮品 ４４．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×１００ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023002 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長３５ｍｍ 黒皮品 ３２．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×３５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023004 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長４０ｍｍ 黒皮品 ３５．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×４０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023006 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長４５ｍｍ 黒皮品 ３８．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×４５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023008 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長５０ｍｍ 黒皮品 ４１．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×５０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023010 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長５５ｍｍ 黒皮品 ４４．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×５５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023012 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長６０ｍｍ 黒皮品 ４７．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×６０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023014 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ５０．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×６５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905023016 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ５３．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×７０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023018 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長７５ｍｍ 黒皮品 ５７．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×７５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023020 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長８０ｍｍ 黒皮品 ６０．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×８０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023021 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長８５ｍｍ 黒皮品 ６３．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×８５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023022 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長９０ｍｍ 黒皮品 ６６．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×９０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023024 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１００ｍｍ 黒皮品 ７２．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×１００ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023026 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１１０ｍｍ 黒皮品 ７８．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×１１０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023028 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１２０ｍｍ 黒皮品 ８４．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×１２０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023030 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１３０ｍｍ 黒皮品 ９０．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×１３０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023032 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 ９６．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×１４０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023034 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１５０ｍｍ 黒皮品 １０２．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×１５０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023242 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長２５ｍｍ 黒皮品 ３７．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×２５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023200 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長３０ｍｍ 黒皮品 ４１．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×３０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023201 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長３５ｍｍ 黒皮品 ４５．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×３５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023225 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１１０ｍｍ 黒皮品 １１２．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１１０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023227 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１３０ｍｍ 黒皮品 １２９．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１３０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023232 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１６０ｍｍ 黒皮品 １５６．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１６０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023234 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１７０ｍｍ 黒皮品 １６４．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１７０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905023236 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１８０ｍｍ 黒皮品 １７３．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１８０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023238 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１９０ｍｍ 黒皮品 １８２．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１９０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023240 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長２００ｍｍ 黒皮品 １９１．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×２００ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023617 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長２５ｍｍ 黒皮品 ７５．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×２５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023619 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長３０ｍｍ 黒皮品 ８２．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×３０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023621 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長３５ｍｍ 黒皮品 ８９．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×３５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023623 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長４０ｍｍ 黒皮品 ９６．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×４０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023625 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長４５ｍｍ 黒皮品 １０４．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×４５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023627 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長５５ｍｍ 黒皮品 １２０．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×５５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023629 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長６５ｍｍ 黒皮品 １３６．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×６５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023631 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長７５ｍｍ 黒皮品 １５１．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×７５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023633 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長８５ｍｍ 黒皮品 １６７．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×８５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023648 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１６０ｍｍ 黒皮品 ２８４．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１６０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023650 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１７０ｍｍ 黒皮品 ３００．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１７０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023652 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１８０ｍｍ 黒皮品 ３１６．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１８０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023654 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１９０ｍｍ 黒皮品 ３３２．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１９０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023656 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長２００ｍｍ 黒皮品 ３４７．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×２００ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023658 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長２５０ｍｍ 黒皮品 ４２３．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×２５０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905023676 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長３００ｍｍ 黒皮品 ５２７．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×３００ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023823 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長４０ｍｍ 黒皮品 １６２．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×４０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023825 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長４５ｍｍ 黒皮品 １７３．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×４５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023827 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長５５ｍｍ 黒皮品 １９７．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×５５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023829 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ２２２．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×６５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023831 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長７５ｍｍ 黒皮品 ２４７．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×７５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023833 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長８５ｍｍ 黒皮品 ２７１．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×８５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023847 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１６０ｍｍ 黒皮品 ４５４．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１６０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023862 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１７０ｍｍ 黒皮品 ４７９．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１７０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023849 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１９０ｍｍ 黒皮品 ５２９．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１９０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023852 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２２０ｍｍ 黒皮品 ５９８．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×２２０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023854 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２４０ｍｍ 黒皮品 ６４７．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×２４０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024256 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２５０ｍｍ 黒皮品 ６７２．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×２５０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023856 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２６０ｍｍ 黒皮品 ６９７．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×２６０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023858 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２８０ｍｍ 黒皮品 ７４６．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×２８０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905023860 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長３００ｍｍ 黒皮品 ７９６．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×３００ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024021 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長４５ｍｍ 黒皮品 ２１２．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×４５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024025 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ２７０．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×６５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905024033 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１１０ｍｍ 黒皮品 ４０４．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１１０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024035 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１３０ｍｍ 黒皮品 ４６１．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１３０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024052 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 ４９１．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１４０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024037 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１６０ｍｍ 黒皮品 ５５１．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１６０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024054 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１７０ｍｍ 黒皮品 ５８１．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１７０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024039 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１９０ｍｍ 黒皮品 ６４０．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１９０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024042 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２２０ｍｍ 黒皮品 ７２４．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×２２０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024044 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２４０ｍｍ 黒皮品 ７８４．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×２４０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024046 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２６０ｍｍ 黒皮品 ８４４．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×２６０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024048 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２８０ｍｍ 黒皮品 ９０３．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×２８０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024050 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長３００ｍｍ 黒皮品 ９６３．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×３００ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024225 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長６５ｍｍ 黒皮品 ３３３．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×６５ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024233 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１１０ｍｍ 黒皮品 ４９２．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１１０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024235 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１３０ｍｍ 黒皮品 ５６０．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１３０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024252 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 ５９６．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１４０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024237 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１６０ｍｍ 黒皮品 ６６７．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１６０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024254 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１７０ｍｍ 黒皮品 ７０２．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１７０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024239 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１９０ｍｍ 黒皮品 ７７３．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１９０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905024242 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２２０ｍｍ 黒皮品 ８７３．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×２２０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024244 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２４０ｍｍ 黒皮品 ９４４．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×２４０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024246 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２６０ｍｍ 黒皮品 １０１５．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×２６０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024248 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２８０ｍｍ 黒皮品 １０８６．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×２８０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024250 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長３００ｍｍ 黒皮品 １１５７．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×３００ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024402 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長７０ｍｍ 黒皮品 ０．６０Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×７０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024404 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長８０ｍｍ 黒皮品 ０．６６Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×８０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024406 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長９０ｍｍ 黒皮品 ０．７１Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×９０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024408 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１００ｍｍ 黒皮品 ０．７７Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１００ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024410 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１１０ｍｍ 黒皮品 ０．８３Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１１０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024412 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１２０ｍｍ 黒皮品 ０．８８Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１２０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024414 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１３０ｍｍ 黒皮品 ０．９３Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１３０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024416 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１４０ｍｍ 黒皮品 ０．９９Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１４０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024418 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１５０ｍｍ 黒皮品 １．０４Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１５０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024420 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１６０ｍｍ 黒皮品 １．１０Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１６０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024422 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１７０ｍｍ 黒皮品 １．１５Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１７０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024424 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１８０ｍｍ 黒皮品 １．２１Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１８０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024426 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１９０ｍｍ 黒皮品 １．２６Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１９０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905024428 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２００ｍｍ 黒皮品 １．３２Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×２００ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024430 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２２０ｍｍ 黒皮品 １．４２Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×２２０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024432 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２４０ｍｍ 黒皮品 １．５３Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×２４０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024434 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２６０ｍｍ 黒皮品 １．６４Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×２６０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024436 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２８０ｍｍ 黒皮品 １．７５Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×２８０ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905024438 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長３００ｍｍ 黒皮品 １．８７Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×３００ｍｍ　黒皮 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026002 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長２０ｍｍ めっき品 １９．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×２０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026004 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長２５ｍｍ めっき品 ２１．８ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×２５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026006 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長３２ｍｍ めっき品 ２５．７ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×３２ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026008 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長３８ｍｍ めっき品 ２９．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×３８ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026010 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長４５ｍｍ めっき品 ３３．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×４５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026012 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長５０ｍｍ めっき品 ３５．８ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026014 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長５５ｍｍ めっき品 ３８．６ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×５５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026016 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長６０ｍｍ めっき品 ４１．４ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026018 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長６５ｍｍ めっき品 ４４．２ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×６５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026020 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長７０ｍｍ めっき品 ４７．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026022 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長７５ｍｍ めっき品 ４９．７ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×７５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026024 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長８０ｍｍ めっき品 ５２．５ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

3141 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

六角ボルト 0905026026 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長９０ｍｍ めっき品 ５８．１ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026028 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長１００ｍｍ めっき品 ６３．７ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×１００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026030 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長１１５ｍｍ めっき品 ７２．１ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×１１５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026032 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長１２５ｍｍ めっき品 ７７．７ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×１２５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026034 六角ボルト（並） Ｗ３／８ ×長１４０ｍｍ めっき品 ８６．１ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／８×１４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026102 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２０ｍｍ めっき品 ４１．１ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026104 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２５ｍｍ めっき品 ４５．６ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026106 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長３２ｍｍ めっき品 ５２．５ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×３２ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026108 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長３８ｍｍ めっき品 ５８．５ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×３８ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026110 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長４５ｍｍ めっき品 ６５．５ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×４５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026112 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長５０ｍｍ めっき品 ７０．４ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026114 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長５５ｍｍ めっき品 ７５．４ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×５５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026116 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長６０ｍｍ めっき品 ８０．４ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026118 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長６５ｍｍ めっき品 ８５．３ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×６５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026120 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長７０ｍｍ めっき品 ９０．３ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026122 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長７５ｍｍ めっき品 ９５．３ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×７５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026124 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長８０ｍｍ めっき品 １００．３ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026126 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長９０ｍｍ めっき品 １１０．２ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905026128 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１００ｍｍ めっき品 １２０．１ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026130 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１１５ｍｍ めっき品 １３５．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１１５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026132 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１２５ｍｍ めっき品 １４４．９ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１２５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026134 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１４０ｍｍ めっき品 １５９．８ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026136 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１５０ｍｍ めっき品 １６９．７ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026138 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１６０ｍｍ めっき品 １７９．８ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026140 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１７０ｍｍ めっき品 １８９．７ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026142 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１８０ｍｍ めっき品 １９９．７ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026144 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長１９０ｍｍ めっき品 ２０９．６ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×１９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026146 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２００ｍｍ めっき品 ２１９．５ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026148 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２１０ｍｍ めっき品 ２２９．５ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２１０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026150 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２２０ｍｍ めっき品 ２３９．５ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２２０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026152 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２２５ｍｍ めっき品 ２４４．５ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２２５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026154 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２３０ｍｍ めっき品 ２４９．４ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２３０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026156 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２４０ｍｍ めっき品 ２５９．３ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026158 六角ボルト（並） Ｗ１／２ ×長２５０ｍｍ めっき品 ２６９．２ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ１／２×２５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026202 六角ボルト（並） Ｗ５／８ ×長２５０ｍｍ めっき品 ４２８．４ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ５／８×２５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026302 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長２０ｍｍ めっき品 １２３．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×２０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905026304 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長２５ｍｍ めっき品 １３４．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×２５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026306 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長３２ｍｍ めっき品 １４９．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×３２ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026308 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長３８ｍｍ めっき品 １６２．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×３８ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026310 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長４５ｍｍ めっき品 １７８．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×４５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026312 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長５０ｍｍ めっき品 １８９．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026314 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長５５ｍｍ めっき品 ２００．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×５５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026316 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長６０ｍｍ めっき品 ２１１．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026318 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長６５ｍｍ めっき品 ２２３．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×６５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026320 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長７０ｍｍ めっき品 ２３４．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026322 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長７５ｍｍ めっき品 ２４５．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×７５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026324 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長８０ｍｍ めっき品 ２５６．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026326 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長９０ｍｍ めっき品 ２７８．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026328 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１００ｍｍ めっき品 ３０１．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×１００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026330 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１１５ｍｍ めっき品 ３３５．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×１１５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026332 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１２５ｍｍ めっき品 ３５７．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×１２５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026334 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１４０ｍｍ めっき品 ３９０．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×１４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905026336 六角ボルト（並） Ｗ３／４ ×長１５０ｍｍ めっき品 ４１３．０ｇ／本 六角ボルト　並品 Ｗ３／４×１５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027002 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長３５ｍｍ めっき品 １８．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×３５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905027004 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長４０ｍｍ めっき品 ２０．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027006 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長４５ｍｍ めっき品 ２２．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×４５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027008 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長５０ｍｍ めっき品 ２４．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027010 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長５５ｍｍ めっき品 ２６．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×５５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027012 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長６０ｍｍ めっき品 ２８．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027014 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長６５ｍｍ めっき品 ３０．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×６５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027016 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長７０ｍｍ めっき品 ３２．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027018 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長７５ｍｍ めっき品 ３４．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×７５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027020 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長８０ｍｍ めっき品 ３６．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027022 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長９０ｍｍ めっき品 ４０．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027024 六角ボルト（中） Ｍ８ ×長１００ｍｍ めっき品 ４４．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ８×１００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027102 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長３５ｍｍ めっき品 ３２．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×３５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027104 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長４０ｍｍ めっき品 ３５．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027106 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長４５ｍｍ めっき品 ３８．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×４５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027108 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長５０ｍｍ めっき品 ４１．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027110 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長５５ｍｍ めっき品 ４４．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×５５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027112 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長６０ｍｍ めっき品 ４７．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027114 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長６５ｍｍ めっき品 ５０．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×６５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905027116 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長７０ｍｍ めっき品 ５３．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027118 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長７５ｍｍ めっき品 ５７．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×７５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027120 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長８０ｍｍ めっき品 ６０．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027121 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長８５ｍｍ めっき品 ６３．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×８５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027122 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長９０ｍｍ めっき品 ６６．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027124 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１００ｍｍ めっき品 ７２．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×１００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027126 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１１０ｍｍ めっき品 ７８．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×１１０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027128 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１２０ｍｍ めっき品 ８４．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×１２０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027130 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１３０ｍｍ めっき品 ９０．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×１３０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027132 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１４０ｍｍ めっき品 ９６．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×１４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027134 六角ボルト（中） Ｍ１０ ×長１５０ｍｍ めっき品 １０２．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１０×１５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027202 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長２５ｍｍ めっき品 ３７．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×２５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027204 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長３０ｍｍ めっき品 ４１．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×３０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027206 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長３５ｍｍ めっき品 ４５．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×３５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027208 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長４０ｍｍ めっき品 ５０．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027210 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長４５ｍｍ めっき品 ５４．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×４５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027212 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長５０ｍｍ めっき品 ５９．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027214 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長５５ｍｍ めっき品 ６３．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×５５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905027216 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長６０ｍｍ めっき品 ６８．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027218 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長６５ｍｍ めっき品 ７２．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×６５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027220 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長７０ｍｍ めっき品 ７７．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027222 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長７５ｍｍ めっき品 ８１．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×７５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027224 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長８０ｍｍ めっき品 ８５．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027226 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長８５ｍｍ めっき品 ９０．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×８５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027228 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長９０ｍｍ めっき品 ９４．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027230 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１００ｍｍ めっき品 １０３．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027232 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１１０ｍｍ めっき品 １１２．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１１０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027234 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１２０ｍｍ めっき品 １２１．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１２０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027236 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１３０ｍｍ めっき品 １２９．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１３０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027238 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１４０ｍｍ めっき品 １３８．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027240 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１５０ｍｍ めっき品 １４７．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027242 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１６０ｍｍ めっき品 １５６．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027244 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１７０ｍｍ めっき品 １６４．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027246 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１８０ｍｍ めっき品 １７３．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027248 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長１９０ｍｍ めっき品 １８２．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×１９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027250 六角ボルト（中） Ｍ１２ ×長２００ｍｍ めっき品 １９１．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１２×２００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905027302 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長２５ｍｍ めっき品 ７５．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×２５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027304 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長３０ｍｍ めっき品 ８２．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×３０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027306 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長３５ｍｍ めっき品 ８９．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×３５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027308 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長４０ｍｍ めっき品 ９６．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027310 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長４５ｍｍ めっき品 １０４．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×４５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027312 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長５０ｍｍ めっき品 １１２．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027314 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長５５ｍｍ めっき品 １２０．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×５５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027316 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長６０ｍｍ めっき品 １２８．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027318 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長６５ｍｍ めっき品 １３６．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×６５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027320 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長７０ｍｍ めっき品 １４３．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027322 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長７５ｍｍ めっき品 １５１．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×７５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027324 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長８０ｍｍ めっき品 １５９．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027326 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長８５ｍｍ めっき品 １６７．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×８５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027328 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長９０ｍｍ めっき品 １７５．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027330 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１００ｍｍ めっき品 １９１．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027332 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１１０ｍｍ めっき品 ２０７．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１１０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027334 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１２０ｍｍ めっき品 ２２２．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１２０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027336 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１３０ｍｍ めっき品 ２３７．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１３０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905027338 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１４０ｍｍ めっき品 ２５３．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027340 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１５０ｍｍ めっき品 ２６８．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027342 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１６０ｍｍ めっき品 ２８４．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027344 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１７０ｍｍ めっき品 ３００．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027346 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１８０ｍｍ めっき品 ３１６．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027348 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長１９０ｍｍ めっき品 ３３２．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×１９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027350 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長２００ｍｍ めっき品 ３４７．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×２００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027352 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長２５０ｍｍ めっき品 ４２３．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×２５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027354 六角ボルト（中） Ｍ１６ ×長３００ｍｍ めっき品 ５２７．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ１６×３００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027402 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長４０ｍｍ めっき品 １６２．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027404 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長４５ｍｍ めっき品 １７３．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×４５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027406 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長５０ｍｍ めっき品 １８５．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027408 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長５５ｍｍ めっき品 １９７．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×５５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027410 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長６０ｍｍ めっき品 ２１０．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027412 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長６５ｍｍ めっき品 ２２２．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×６５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027414 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長７０ｍｍ めっき品 ２３４．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027416 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長７５ｍｍ めっき品 ２４７．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×７５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027418 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長８０ｍｍ めっき品 ２５９．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

3149 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

六角ボルト 0905027420 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長８５ｍｍ めっき品 ２７１．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×８５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027422 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長９０ｍｍ めっき品 ２８４．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027424 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１００ｍｍ めっき品 ３０８．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027426 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１１０ｍｍ めっき品 ３３３．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１１０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027428 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１２０ｍｍ めっき品 ３５８．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１２０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027430 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１３０ｍｍ めっき品 ３８０．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１３０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027432 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１４０ｍｍ めっき品 ４０５．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027434 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１５０ｍｍ めっき品 ４３０．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027436 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１６０ｍｍ めっき品 ４５４．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027438 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１７０ｍｍ めっき品 ４７９．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027440 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１８０ｍｍ めっき品 ５０４．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027442 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長１９０ｍｍ めっき品 ５２９．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×１９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027444 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２００ｍｍ めっき品 ５５３．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×２００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027446 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２２０ｍｍ めっき品 ５９８．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×２２０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027448 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２４０ｍｍ めっき品 ６４７．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×２４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027450 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２５０ｍｍ めっき品 ６７２．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×２５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027452 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２６０ｍｍ めっき品 ６９７．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×２６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027454 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長２８０ｍｍ めっき品 ７４６．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×２８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905027456 六角ボルト（中） Ｍ２０ ×長３００ｍｍ めっき品 ７９６．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２０×３００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027502 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長４５ｍｍ めっき品 ２１２．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×４５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027504 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長５０ｍｍ めっき品 ２２５．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027506 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長６０ｍｍ めっき品 ２５５．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027508 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長６５ｍｍ めっき品 ２７０．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×６５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027510 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長７０ｍｍ めっき品 ２８５．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027512 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長８０ｍｍ めっき品 ３１５．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027514 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長９０ｍｍ めっき品 ３４５．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027516 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１００ｍｍ めっき品 ３７４．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027518 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１１０ｍｍ めっき品 ４０４．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１１０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027520 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１２０ｍｍ めっき品 ４３４．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１２０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027522 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１３０ｍｍ めっき品 ４６１．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１３０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027524 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１４０ｍｍ めっき品 ４９１．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027526 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１５０ｍｍ めっき品 ５２１．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027528 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１６０ｍｍ めっき品 ５５１．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027530 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１７０ｍｍ めっき品 ５８１．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027532 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１８０ｍｍ めっき品 ６１０．８ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027534 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長１９０ｍｍ めっき品 ６４０．６ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×１９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905027536 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２００ｍｍ めっき品 ６７０．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×２００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027538 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２２０ｍｍ めっき品 ７２４．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×２２０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027540 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２４０ｍｍ めっき品 ７８４．５ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×２４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027542 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２６０ｍｍ めっき品 ８４４．１ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×２６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027544 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長２８０ｍｍ めっき品 ９０３．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×２８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027546 六角ボルト（中） Ｍ２２ ×長３００ｍｍ めっき品 ９６３．３ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２２×３００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027602 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長５０ｍｍ めっき品 ２８２．０ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027604 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長６０ｍｍ めっき品 ３１５．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027606 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長６５ｍｍ めっき品 ３３３．２ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×６５ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027608 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長７０ｍｍ めっき品 ３５０．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027610 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長８０ｍｍ めっき品 ３８６．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027612 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長９０ｍｍ めっき品 ４２１．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027614 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１００ｍｍ めっき品 ４５７．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027616 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１１０ｍｍ めっき品 ４９２．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１１０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027618 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１２０ｍｍ めっき品 ５２８．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１２０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027620 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１３０ｍｍ めっき品 ５６０．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１３０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027622 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１４０ｍｍ めっき品 ５９６．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027624 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１５０ｍｍ めっき品 ６３１．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905027626 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１６０ｍｍ めっき品 ６６７．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027628 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１７０ｍｍ めっき品 ７０２．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027630 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１８０ｍｍ めっき品 ７３８．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027632 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長１９０ｍｍ めっき品 ７７３．９ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×１９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027634 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２００ｍｍ めっき品 ８０９．４ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×２００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027636 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２２０ｍｍ めっき品 ８７３．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×２２０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027638 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２４０ｍｍ めっき品 ９４４．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×２４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027640 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２６０ｍｍ めっき品 １０１５．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×２６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027642 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長２８０ｍｍ めっき品 １０８６．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×２８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027644 六角ボルト（中） Ｍ２４ ×長３００ｍｍ めっき品 １１５７．７ｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ２４×３００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027702 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長７０ｍｍ めっき品 ０．６０Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027704 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長８０ｍｍ めっき品 ０．６６Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027706 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長９０ｍｍ めっき品 ０．７１Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027708 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１００ｍｍ めっき品 ０．７７Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027710 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１１０ｍｍ めっき品 ０．８３Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１１０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027712 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１２０ｍｍ めっき品 ０．８８Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１２０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027714 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１３０ｍｍ めっき品 ０．９３Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１３０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027716 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１４０ｍｍ めっき品 ０．９９Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ボルト 0905027718 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１５０ｍｍ めっき品 １．０４Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１５０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027720 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１６０ｍｍ めっき品 １．１０Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027722 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１７０ｍｍ めっき品 １．１５Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１７０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027724 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１８０ｍｍ めっき品 １．２１Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027726 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長１９０ｍｍ めっき品 １．２６Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×１９０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027728 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２００ｍｍ めっき品 １．３２Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×２００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027730 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２２０ｍｍ めっき品 １．４２Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×２２０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027732 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２４０ｍｍ めっき品 １．５３Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×２４０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027734 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２６０ｍｍ めっき品 １．６４Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×２６０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027736 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長２８０ｍｍ めっき品 １．７５Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×２８０ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ボルト 0905027738 六角ボルト（中） Ｍ３０ ×長３００ｍｍ めっき品 １．８７Ｋｇ／本 六角ボルト　中 Ｍ３０×３００ｍｍ　めっき 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905101002 六角ナット Ｗ３／８ めっき品 冷間ホーマー 六角ナット Ｗ３／８　めっき　冷間ホーマー 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905101004 六角ナット Ｗ１／２ めっき品 冷間ホーマー 六角ナット Ｗ１／２　めっき　冷間ホーマー 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905101006 六角ナット Ｗ５／８ めっき品 冷間ホーマー 六角ナット Ｗ５／８　めっき　冷間ホーマー 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905101008 六角ナット Ｗ３／４ めっき品 冷間ホーマー 六角ナット Ｗ３／４　めっき　冷間ホーマー 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905101010 六角ナット Ｗ１ めっき品 冷間ホーマー 六角ナット Ｗ１　めっき　冷間ホーマー 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905101012 六角ナット Ｍ１２ めっき品 冷間ホーマー 六角ナット Ｍ１２　めっき　冷間ホーマー 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905101014 六角ナット Ｍ１６ めっき品 冷間ホーマー 六角ナット Ｍ１６　めっき　冷間ホーマー 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905101016 六角ナット Ｍ２０ めっき品 冷間ホーマー 六角ナット Ｍ２０　めっき　冷間ホーマー 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905101018 六角ナット Ｍ２２ めっき品 冷間ホーマー 六角ナット Ｍ２２　めっき　冷間ホーマー 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905101020 六角ナット Ｍ２４ めっき品 冷間ホーマー 六角ナット Ｍ２４　めっき　冷間ホーマー 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110802 丸座金 Ｗ３／８ めっき品 丸座金（ワッシャー） Ｗ３／８　めっき 枚 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110804 丸座金 Ｗ１／２ めっき品 丸座金（ワッシャー） Ｗ１／２　めっき 枚 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110806 丸座金 Ｗ５／８ めっき品 丸座金（ワッシャー） Ｗ５／８　めっき 枚 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110808 丸座金 Ｗ３／４ めっき品 丸座金（ワッシャー） Ｗ３／４　めっき 枚 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110810 丸座金 Ｗ１ めっき品 丸座金（ワッシャー） Ｗ１　めっき 枚 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110812 丸座金 Ｍ１２ めっき品 丸座金（ワッシャー） Ｍ１２　めっき 枚 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110814 丸座金 Ｍ１６ めっき品 丸座金（ワッシャー） Ｍ１６　めっき 枚 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110816 丸座金 Ｍ２０ めっき品 丸座金（ワッシャー） Ｍ２０　めっき 枚 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110818 丸座金 Ｍ２２ めっき品 丸座金（ワッシャー） Ｍ２２　めっき 枚 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

六角ナット・丸座金（ワッシャー） 0905110820 丸座金 Ｍ２４ めっき品 丸座金（ワッシャー） Ｍ２４　めっき 枚 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050070 注入工 シリカレジン カテックス 注入式長尺先受管　注入工 シリカレジン ｋｇ 999 × ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050075 注入工 インサートパッカー Ｌ＝１２．５ｍ用（φ８０） カテックス 注入式長尺先受管　注入工 インサートパッカー 組 999 × ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050080 注入工 逆止弁 ゴム製 カテックス 注入式長尺先受管　注入工 逆止弁　ゴム製 個 999 × ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050085 注入工 逆止弁ストッパー カテックス 注入式長尺先受管　注入工 逆止弁ストッパー 個 999 × ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050090 注入工 ミキシングユニット カテックス 注入式長尺先受管　注入工 ミキシングユニット 個 999 × ○ 1211 支保工
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注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050095 注入工 耐圧デリバリーホース φ１２×２０ｍ カテックス 注入式長尺先受管　注入工　耐圧 デリバリーホース径１２×２０ｍ 本 999 × ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050100 注入工 耐圧デリバリーホース φ１２×１．５ｍ　ボールバルブ付 カテックス 注入式長尺先受管　注入工　耐圧 デリバリーホース径１２×１．５ 本 999 × ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050105 注入工 コーキング剤 コーキングチューブ カテックス 注入式長尺先受管　注入工 コーキング剤コーキングチューブ 本 999 × ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050110 注入工 コーキング用ウエス カテックス 注入式長尺先受管　注入工 コーキング用ウエス ｋｇ 999 × ○ 1211 支保工

注入式長尺先受管―ブランド品― 1211050115 注入工 注入ポンプ賃料 流量計一体型 カテックス 注入式長尺先受管　注入工 注入ポンプ賃料　流量計一体型 台・日 999 × ○ 1211 支保工

ロックボルト（トンネル用） 0905169102 異形棒鋼ロックボルト 耐力５８．９ｋＮ以上（６ｔ以上） Ｄ１９×１，０００ｍｍ　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ１９×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169104 異形棒鋼ロックボルト 耐力５８．９ｋＮ以上（６ｔ以上） Ｄ１９×１，５００ｍｍ　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ１９×１５００ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169106 異形棒鋼ロックボルト 耐力５８．９ｋＮ以上（６ｔ以上） Ｄ１９×２，０００ｍｍ　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ１９×２０００ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169108 異形棒鋼ロックボルト 耐力９８．１ｋＮ以上（１０ｔ以上） Ｄ２２×１，０００ｍｍ　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２２×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169110 異形棒鋼ロックボルト 耐力９８．１ｋＮ以上（１０ｔ以上） Ｄ２２×１，５００ｍｍ　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２２×１５００ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169118 異形棒鋼ロックボルト 耐力１１７．７ｋＮ以上（１２ｔ以上） Ｄ２５×１，０００ｍｍ　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169120 異形棒鋼ロックボルト 耐力１１７．７ｋＮ以上（１２ｔ以上） Ｄ２５×１，５００ｍｍ　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５×１５００ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169402 ねじり棒鋼ロックボルト 耐力１７６．５ｋＮ以上（１８ｔ以上） ＴＤ２４×２，０００ｍｍ ねじり棒鋼ロックボルト ＴＤ２４×２０００ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169404 ねじり棒鋼ロックボルト 耐力１７６．５ｋＮ以上（１８ｔ以上） ＴＤ２４×２，５００ｍｍ ねじり棒鋼ロックボルト ＴＤ２４×２５００ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169710 ナット Ｍ１８ ロックボルト　ナット Ｍ１８ 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（トンネル用） 0905169712 ナット Ｍ２７ ロックボルト　ナット Ｍ２７ 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169136 異形棒鋼ロックボルト Ｄ１９　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ１９　ＳＤ３４５ ｍ 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169138 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２２　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２２　ＳＤ３４５ ｍ 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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ロックボルト（法面用） 0905169140 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５　ＳＤ３４５ 異形棒鋼ロックボルト Ｄ２５　ＳＤ３４５ ｍ 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169736 ネジ付き球面ワッシャー Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用 ロックボルトネジ付球面ワッシャ Ｄ１９用・Ｄ２２用・Ｄ２５用 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169737 球面ワッシャー Ｄ１９用，Ｄ２２用，Ｄ２５用 ロックボルト　球面ワッシャー Ｄ１９用・Ｄ２２用・Ｄ２５用 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169738 カップラー Ｄ１９用 ロックボルト　カップラー Ｄ１９用 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169740 カップラー Ｄ２２用 ロックボルト　カップラー Ｄ２２用 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169742 カップラー Ｄ２５用 ロックボルト　カップラー Ｄ２５用 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169744 ナット Ｄ１９用 ロックボルト　ナット Ｄ１９用 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169746 ナット Ｄ２２用 ロックボルト　ナット Ｄ２２用 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169748 ナット Ｄ２５用 ロックボルト　ナット Ｄ２５用 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用） 0905169750 頭部キャップ 防錆材含まない ロックボルト　頭部キャップ 防錆材含まない 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905160596 ＨＤボルト－１ Ｄ２２　Ｌ＝１，０００ｍｍ　ＳＤ３４５（めっき＋飽和ポリエステル付き） 弘和産業 ロックボルト　ＨＤボルト－１ Ｄ２２　Ｌ１０００ｍｍ弘和産業 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905160598 ＨＤボルト－１ Ｄ２５　Ｌ＝１，０００ｍｍ　ＳＤ３４５（めっき＋飽和ポリエステル付き） 弘和産業 ロックボルト　ＨＤボルト－１ Ｄ２５　Ｌ１０００ｍｍ弘和産業 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905160600 ＨＤボルト－２ Ｄ１９　Ｌ＝１，０００ｍｍ　ＳＤ３４５（めっき付き） 弘和産業 ロックボルト　ＨＤボルト－２ Ｄ１９　Ｌ１０００ｍｍ弘和産業 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905160602 ＨＤボルト－２ Ｄ２２　Ｌ＝１，０００ｍｍ　ＳＤ３４５（めっき付き） 弘和産業 ロックボルト　ＨＤボルト－２ Ｄ２２　Ｌ１０００ｍｍ弘和産業 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905160604 ＨＤボルト－２ Ｄ２５　Ｌ＝１，０００ｍｍ　ＳＤ３４５（めっき付き） 弘和産業 ロックボルト　ＨＤボルト－２ Ｄ２５　Ｌ１０００ｍｍ弘和産業 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905160606 溝付プレート １５０×１５０×９ｍｍ（めっき付き） 弘和産業 ロックボルト　溝付プレート １５０×１５０×９ｍｍ弘和産業 枚 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905160608 ＨＤカプラー Ｄ１９ 弘和産業 ロックボルト　ＨＤカプラー Ｄ１９　弘和産業 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905160610 ＨＤカプラー Ｄ２２ 弘和産業 ロックボルト　ＨＤカプラー Ｄ２２　弘和産業 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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ロックボルト（法面用）―ブランド品― 0905160612 ＨＤカプラー Ｄ２５ 弘和産業 ロックボルト　ＨＤカプラー Ｄ２５　弘和産業 個 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

ロックボルト用定着材 0905170002 ドライモルタル ロックボルト用 ドライモルタル ロックボルト用 ｍ３ 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250270 頭付スタッド φ１３ ×長７０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１３×Ｌ７０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250280 頭付スタッド φ１３ ×長８０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１３×Ｌ８０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250290 頭付スタッド φ１３ ×長９０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１３×Ｌ９０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250300 頭付スタッド φ１３ ×長１００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１３×Ｌ１００ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250310 頭付スタッド φ１３ ×長１１０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１３×Ｌ１１０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250320 頭付スタッド φ１３ ×長１２０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１３×Ｌ１２０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250330 頭付スタッド φ１３ ×長１３０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１３×Ｌ１３０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250340 頭付スタッド φ１３ ×長１４０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１３×Ｌ１４０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250350 頭付スタッド φ１３ ×長１５０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１３×Ｌ１５０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250141 頭付スタッド φ１９ ×長１６０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１９×Ｌ１６０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250142 頭付スタッド φ１９ ×長１７０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１９×Ｌ１７０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250143 頭付スタッド φ１９ ×長１８０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１９×Ｌ１８０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250144 頭付スタッド φ１９ ×長１９０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径１９×Ｌ１９０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250220 頭付スタッド φ２２ ×長１６０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径２２×Ｌ１６０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250230 頭付スタッド φ２２ ×長１７０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径２２×Ｌ１７０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905250240 頭付スタッド φ２２ ×長１８０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径２２×Ｌ１８０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット
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スタッド 0905250250 頭付スタッド φ２２ ×長１９０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 頭付スタッド　カートリッジ付 径２２×Ｌ１９０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251032 異形スタッド Ｄ１３ ×長５００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ１３×Ｌ５００ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251036 異形スタッド Ｄ１６ ×長９０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ１６×Ｌ９０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251038 異形スタッド Ｄ１６ ×長１５０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ１６×Ｌ１５０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251055 異形スタッド Ｄ１６ ×長３５０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ１６×Ｌ３５０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251075 異形スタッド Ｄ１９ ×長２００ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ１９×Ｌ２００ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251095 異形スタッド Ｄ１９ ×長４５０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ１９×Ｌ４５０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251115 異形スタッド Ｄ２２ ×長２５０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ２２×Ｌ２５０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251145 異形スタッド Ｄ２２ ×長４５０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ２２×Ｌ４５０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251175 異形スタッド Ｄ２５ ×長２５０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ２５×Ｌ２５０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251185 異形スタッド Ｄ２５ ×長３５０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ２５×Ｌ３５０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

スタッド 0905251195 異形スタッド Ｄ２５ ×長４５０ｍｍ カートリッジ（フェルール）付 異形スタッド　カートリッジ付 Ｄ２５×Ｌ４５０ｍｍ 本 999 × ○ 0905 ボルト・ナット

レディーミクストコンクリート 0303011829 レディーミクストコンクリート 普通 １８－２１－２５（２０） 生コンクリート（普通） １８－２１－２５（２０） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012222 レディーミクストコンクリート 普通 ２２．５－８－２５（２０） 生コンクリート（普通） ２２．５－８－２５（２０） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017811 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） Ｃ＝３００以上 生コンクリート（普通） ２４－８－２５Ｃ３００ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017810 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） Ｃ＝３３０以上 生コンクリート（普通） ２４－８－２５Ｃ３３０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017826 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） Ｃ＝３００以上 生コンクリート（普通） ２４－１２－２５Ｃ３００ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017827 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） Ｃ＝３３０以上 生コンクリート（普通） ２４－１２－２５Ｃ３３０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303013522 レディーミクストコンクリート 普通 ３５－８－２５（２０） 生コンクリート（普通） ３５－８－２５（２０） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303010030 レディーミクストコンクリート 普通 Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３ 生コンクリート（普通） Ｃ３７０ｋｇ／ｍ３ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017000 レディーミクストコンクリート 普通 １８－５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 生コンクリート（普通） １８－５－２５ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017002 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 生コンクリート（普通） １８－８－２５ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017020 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 生コンクリート（普通） １８－１２－２５ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017030 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 生コンクリート（普通） １８－１５－２５ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017036 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 生コンクリート（普通） １８－１８－２５ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017404 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 生コンクリート（普通） ２１－８－２５ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017422 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 生コンクリート（普通） ２１－１２－２５ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017801 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 生コンクリート（普通） ２４－８－２５ＷＣ６５％以下 ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017818 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下 生コンクリート（普通） ２４－１２－２５ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303016902 レディーミクストコンクリート 普通 １６－３－２５（２０） Ｃ＝２６５以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） １６－３－２５Ｃ２６５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017001 レディーミクストコンクリート 普通 １８－５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） １８－５－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017004 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） １８－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017022 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） １８－１２－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017032 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） １８－１５－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017038 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） １８－１８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017044 レディーミクストコンクリート 普通 １８－２１－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） １８－２１－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303017406 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２１－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017424 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２１－１２－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017432 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２１－１５－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017440 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２１－１８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017804 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２４－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017805 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） Ｃ＝３００以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２４－８－２５Ｃ３００ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017814 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１０－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２４－１０－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017820 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２４－１２－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017828 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２４－１５－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017840 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２４－１８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018006 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２７－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018070 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２７－１５－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018204 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ３０－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018222 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ３０－１２－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018234 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ３０－１５－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018502 レディーミクストコンクリート 普通 ３６－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ３６－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017007 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） １８－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017025 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－２５（２０） Ｃ＝２７０以上　Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） １８－１２－２５Ｃ２７０Ｗ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303017408 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２１－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017426 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２１－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017434 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２１－１５－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017442 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２１－１８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017450 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－２１－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２１－２１－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017806 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017807 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） Ｃ＝３００以上　Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２４－８－２５Ｃ３００ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017822 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２４－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017832 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） Ｃ＝３００以上　Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２４－１２－２５Ｃ３００Ｗ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017830 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２４－１５－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017838 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２４－１８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018008 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２７－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018012 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２７－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018208 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ３０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018224 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ３０－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018232 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１５－２５（２０） Ｃ＝３５０以上　Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ３０－１５－２５Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018241 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１８－２５（２０） Ｃ＝３５０以上　Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ３０－１８－２５Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018504 レディーミクストコンクリート 普通 ３６－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ３６－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303018014 レディーミクストコンクリート 普通 ３６－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ３６－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018602 レディーミクストコンクリート 普通 ４０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ４０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018016 レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ４０－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017410 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（普通） ２１－８－２５ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017802 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（普通） ２４－８－２５ＷＣ＝５０％以下 ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018010 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（普通） ２７－８－２５ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018206 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（普通） ３０－８－２５ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018226 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（普通） ３０－１２－２５ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018244 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１８－２５（２０） Ｃ＝３７０以上　Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（普通） ３０－１８－２５Ｃ３７０Ｗ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017412 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝４５％以下 生コンクリート（普通） ２１－８－２５ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017411 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－２５（２０） Ｃ＝３３０以上　Ｗ／Ｃ＝４５％以下 生コンクリート（普通） ２１－８－２５Ｃ３３０ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017428 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－２５（２０） Ｃ＝３３０以上　Ｗ／Ｃ＝４５％以下 生コンクリート（普通） ２１－１２－２５Ｃ３３０Ｗ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017809 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） Ｃ＝３３０以上　Ｗ／Ｃ＝４５％以下 生コンクリート（普通） ２４－８－２５Ｃ３３０ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017834 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） Ｃ＝３３０以上　Ｗ／Ｃ＝４５％以下 生コンクリート（普通） ２４－１２－２５Ｃ３３０Ｗ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017061 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｃ＝２３０以上 生コンクリート（普通） １８－８－４０Ｃ２３０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017081 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－４０ Ｃ＝２７０以上 生コンクリート（普通） １８－１２－４０Ｃ２７０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017094 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－４０ Ｃ＝２７０以上 生コンクリート（普通） １８－１５－４０Ｃ２７０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303011941 レディーミクストコンクリート 普通 １９．５－５－４０ 生コンクリート（普通） １９．５－５－４０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303011942 レディーミクストコンクリート 普通 １９．５－８－４０ 生コンクリート（普通） １９．５－８－４０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303012242 レディーミクストコンクリート 普通 ２２．５－８－４０ 生コンクリート（普通） ２２．５－８－４０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017866 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ Ｃ＝３００以上 生コンクリート（普通） ２４－８－４０Ｃ３００ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303013046 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１８－４０ 生コンクリート（普通） ３０－１８－４０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303016545 レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－２．５－４０ Ｃ＝２８０～３５０ 生コンクリート（普通） 曲４．５－２．５－４０Ｃ２８０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303010060 レディーミクストコンクリート 普通 Ｓ＝０．５　Ｇｍａｘ＝４０ 生コンクリート（普通） Ｓ０．５　Ｇｍａｘ４０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017052 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝７０％以下 生コンクリート（普通） １８－８－４０ＷＣ７０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017046 レディーミクストコンクリート 普通 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下 生コンクリート（普通） １８－５－４０ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017054 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下 生コンクリート（普通） １８－８－４０ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017072 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下 生コンクリート（普通） １８－１２－４０ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017098 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下 生コンクリート（普通） １８－１５－４０ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017462 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下 生コンクリート（普通） ２１－８－４０ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303016528 レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下 生コンクリート（普通） 曲４．５－２．５－４０ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303016548 レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下 生コンクリート（普通） 曲４．５－６．５－４０ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017048 レディーミクストコンクリート 普通 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） １８－５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017056 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） １８－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017062 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｃ＝２３０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） １８－８－４０Ｃ２３０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017074 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） １８－１２－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

3164 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

レディーミクストコンクリート 0303017080 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－４０ Ｃ＝２７０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） １８－１２－４０Ｃ２７０Ｗ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017096 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－４０ Ｃ＝２７０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） １８－１５－４０Ｃ２７０Ｗ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017092 レディーミクストコンクリート 普通 １９．５－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） １９．５－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017456 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２１－５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017464 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２１－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017480 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２１－１２－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017488 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２１－１５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017860 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２４－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017876 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ２４－１２－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018524 レディーミクストコンクリート 普通 ３６－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） ３６－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303016530 レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（普通） 曲４．５－２．５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017058 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） １８－８－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017064 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｃ＝２３０以上　Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） １８－８－４０Ｃ２３０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017458 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２１－５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017466 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２１－８－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017482 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２１－１２－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017854 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２４－５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017862 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２４－８－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303017878 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２４－１２－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018056 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ２７－５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018210 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１８－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ３０－１８－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018293 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１８－４０ Ｃ＝３５０以上　Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） ３０－１８－４０Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303016540 レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） 曲４．５－２．５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303016552 レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（普通） 曲４．５－６．５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303019015 レディーミクストコンクリート 普通 １５－４０ Ｃ＝３７０以上　Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（普通） １５－４０Ｃ３７０ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303019018 レディーミクストコンクリート 普通 １８－４０ Ｃ＝３７０以上　Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（普通） １８－４０Ｃ３７０ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017468 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（普通） ２１－８－４０ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018068 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（普通） ２７－８－４０ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018266 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（普通） ３０－８－４０ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018228 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（普通） ３０－１２－４０ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018284 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１５－４０ Ｃ＝３７０以上　Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（普通） ３０－１５－４０Ｃ３７０Ｗ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018295 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１８－４０ Ｃ＝３７０以上　Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（普通） ３０－１８－４０Ｃ３７０Ｗ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017470 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝４５％以下 生コンクリート（普通） ２１－８－４０ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017469 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｃ＝３００以上　Ｗ／Ｃ＝４５％以下 生コンクリート（普通） ２１－８－４０Ｃ３００ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017484 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－４０ Ｃ＝３００以上　Ｗ／Ｃ＝４５％以下 生コンクリート（普通） ２１－１２－４０Ｃ３００Ｗ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017865 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ Ｃ＝３００以上　Ｗ／Ｃ＝４５％以下 生コンクリート（普通） ２４－８－４０Ｃ３００ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

3166 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

レディーミクストコンクリート 0303017486 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－４０ Ｃ＝３００以上　Ｗ／Ｃ＝４５％以下 生コンクリート（普通） ２４－１２－４０Ｃ３００Ｗ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303016536 レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ＝４５％以下 生コンクリート（普通） 曲４．５－２．５－４０ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303016556 レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ＝４５％以下 生コンクリート（普通） 曲４．５－６．５－４０ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303010070 レディーミクストコンクリート 普通 Ｓ＝５　Ｇｍａｘ＝８０　富配合 生コンクリート（普通） Ｓ５　Ｇｍａｘ８０　富配合 ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058231 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－２５（２０） Ｃ＝３５０　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１５－２５Ｃ３５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058243 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－２５（２０） Ｃ＝３５０以上　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１８－２５Ｃ３５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303050005 レディーミクストコンクリート 高炉 ３－２５　Ｃ＝１７０以上　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３－２５　Ｃ１７０以上 ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303050030 レディーミクストコンクリート 高炉 Ｃ＝３７０ｋｇ／ｍ３　Ｂ種 生コンクリート（高炉） Ｃ３７０ｋｇ／ｍ３ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057000 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－５－２５ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057006 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－８－２５ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057020 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－１２－２５ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057030 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－１５－２５ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057036 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－１８－２５ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057413 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－８－２５ＷＣ＝６５％以下 ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057414 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－８－２５ＷＣ＝６５％以下 ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057818 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－１２－２５ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303056902 レディーミクストコンクリート 高炉 １６－３－２５（２０） Ｃ＝２６５以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １６－３－２５Ｃ２６５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057004 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303057008 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－１２－２５　ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057204 レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １９．５－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057010 レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １９．５－１２－２５　ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057402 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－５－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057406 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057424 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－１２－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057432 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－１５－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057804 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057805 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｃ＝３００以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－８－２５Ｃ３００ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057814 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１０－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－１０－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057820 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－１２－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057828 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－１５－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057840 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－１８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058006 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２７－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058014 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２７－１２－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058070 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２７－１５－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058204 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058222 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１２－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303058234 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１５－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058502 レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３６－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058520 レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３６－１２－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057007 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057408 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057426 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057602 レディーミクストコンクリート 高炉 ２２．５－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２２．５－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057806 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057807 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｃ＝３００以上　Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－８－２５Ｃ３００ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057815 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１０－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－１０－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057822 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058008 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２７－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058208 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058224 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058232 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－２５（２０） Ｃ＝３５０以上　Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１５－２５Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058241 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－２５（２０） Ｃ＝３５０以上　Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１８－２５Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057012 レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３６－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057415 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－８－２５ＷＣ＝５０％以下 ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303058010 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２７－８－２５ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058206 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－８－２５ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058244 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－２５（２０） Ｃ＝３７０以上　Ｗ／Ｃ＝５０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１８－２５Ｃ３７０Ｗ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057412 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝４５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－８－２５ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057411 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｃ＝３３０以上　Ｗ／Ｃ＝４５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－８－２５Ｃ３３０ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057428 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－２５（２０） Ｃ＝３３０以上　Ｗ／Ｃ＝４５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－１２－２５Ｃ３３０Ｗ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057809 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｃ＝３３０以上　Ｗ／Ｃ＝４５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－８－２５Ｃ３３０ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057061 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｃ＝２３０以上　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－８－４０Ｃ２３０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057081 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－４０ Ｃ＝２７０以上　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－１２－４０Ｃ２７０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057094 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－４０ Ｃ＝２７０以上　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－１５－４０Ｃ２７０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303053046 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－４０ Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１８－４０　Ｂ種 ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058285 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－４０ Ｃ＝３５０　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１５－４０Ｃ３５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303056446 レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－３．５－４０ Ｂ種 生コンクリート（高炉） 曲げ４．５－３．５－４０　Ｂ種 ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303056448 レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－４．０－４０ Ｂ種 生コンクリート（高炉） 曲げ４．５－４．０－４０　Ｂ種 ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303050010 レディーミクストコンクリート 高炉 Ｃ＝３００－５－４０　Ｂ種 生コンクリート（高炉） Ｃ３００－５－４０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303050040 レディーミクストコンクリート 高炉 Ｃ＝６００ｋｇ／ｍ３　Ｇｍａｘ＝４０　Ｂ種 生コンクリート（高炉） Ｃ６００ｋｇ／ｍ３　Ｇ４０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057050 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－５－４０ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057054 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－８－４０ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303057074 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－１２－４０ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057462 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－８－４０ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057874 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－１２－４０ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303056528 レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） 曲４．５－２．５－４０ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303056548 レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ＝６５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） 曲４．５－６．５－４０ＷＣ６５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057045 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－３－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－３－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057048 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057056 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057062 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｃ＝２３０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－８－４０Ｃ２３０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057063 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｃ＝２４０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－８－４０Ｃ２４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057076 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－１２－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057080 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－４０ Ｃ＝２７０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－１２－４０Ｃ２７０Ｗ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057096 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－４０ Ｃ＝２７０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－１５－４０Ｃ２７０Ｗ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057090 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－４０ Ｃ＝３１０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－１５－４０Ｃ３１０Ｗ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057206 レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １９．５－５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057210 レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－５－６０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １９．５－５－６０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057202 レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １９．５－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057014 レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １９．５－１２－４０　ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303057453 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－３－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－３－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057456 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057464 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057480 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－１２－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057852 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－５－４０　ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057860 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057892 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－１５－４０　ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058262 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－８－４０　ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058270 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１５－４０　ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058524 レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３６－８－４０　ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058540 レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３６－１２－４０　ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303056444 レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） 曲４．５－２．５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057058 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－８－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057457 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－３－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－３－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057458 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057468 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－８－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057482 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－１２－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057801 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－５－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303057862 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－８－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057878 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－１２－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058056 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２７－５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058054 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ＝５０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２７－５－４０ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058286 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－４０ Ｃ＝３５０以上　Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１５－４０Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058210 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１８－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058293 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－４０ Ｃ＝３５０以上　Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１８－４０Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303056540 レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） 曲４．５－２．５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303056552 レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） 曲４．５－６．５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058068 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２７－８－４０ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058266 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－８－４０ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058228 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝５０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１２－４０ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058284 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－４０ Ｃ＝３７０以上　Ｗ／Ｃ＝５０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１５－４０Ｃ３７０Ｗ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058295 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－４０ Ｃ＝３７０以上　Ｗ／Ｃ＝５０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ３０－１８－４０Ｃ３７０Ｗ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057470 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝４５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－８－４０ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057469 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ Ｃ＝３００以上　Ｗ／Ｃ＝４５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－８－４０Ｃ３００ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057472 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－４０ Ｃ＝３００以上　Ｗ／Ｃ＝４５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－１２－４０Ｃ３００Ｗ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057865 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ Ｃ＝３００以上　Ｗ／Ｃ＝４５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－８－４０Ｃ３００ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303056556 レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ＝４５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） 曲４．５－２．５－４０ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303056536 レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－６．５－４０ Ｗ／Ｃ＝４５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） 曲４．５－６．５－４０ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057097 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－５－８０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－５－８０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057098 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－８０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １８－８－８０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057208 レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－８－８０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） １９．５－８－８０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057494 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－５－８０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２１－５－８０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057890 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－５－８０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 生コンクリート（高炉） ２４－５－８０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303050020 レディーミクストコンクリート 高炉 Ｃ＝３００－５－８０　Ｂ種 生コンクリート（高炉） Ｃ３００－５－８０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303050050 レディーミクストコンクリート 高炉 Ｃ＝６００ｋｇ／ｍ３　Ｇｍａｘ＝８０　Ｂ種 生コンクリート（高炉） Ｃ６００ｋｇ／ｍ３　Ｇ８０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303043522 レディーミクストコンクリート 早強 ３５－８－２５（２０） 生コンクリート（早強） ３５－８－２５（２０） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303046423 レディーミクストコンクリート 早強 曲げ４．５－６－２０ 生コンクリート（早強） 曲げ４．５－６－２０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047004 レディーミクストコンクリート 早強 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（早強） １８－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047204 レディーミクストコンクリート 早強 １９．５－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（早強） １９．５－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047407 レディーミクストコンクリート 早強 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（早強） ２１－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047408 レディーミクストコンクリート 早強 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ２１－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047410 レディーミクストコンクリート 早強 ２１－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ２１－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047602 レディーミクストコンクリート 早強 ２２．５－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ２２．５－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047806 レディーミクストコンクリート 早強 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303047006 レディーミクストコンクリート 早強 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ２４－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048008 レディーミクストコンクリート 早強 ２７－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ２７－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048208 レディーミクストコンクリート 早強 ３０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ３０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047008 レディーミクストコンクリート 早強 ３０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ３０－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048498 レディーミクストコンクリート 早強 ３５－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ３５－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048504 レディーミクストコンクリート 早強 ３６－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ３６－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047010 レディーミクストコンクリート 早強 ３６－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ３６－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048602 レディーミクストコンクリート 早強 ４０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ４０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047012 レディーミクストコンクリート 早強 ４０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ４０－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048656 レディーミクストコンクリート 早強 ４２－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ４２－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048672 レディーミクストコンクリート 早強 ４２－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ４２－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048674 レディーミクストコンクリート 早強 ３０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（早強） ３０－１２－２５　ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048676 レディーミクストコンクリート 早強 ３６－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（早強） ３６－１２－２５　ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048678 レディーミクストコンクリート 早強 ４０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５０％以下 生コンクリート（早強） ４０－１２－２５　ＷＣ５０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048207 レディーミクストコンクリート 早強 ３０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝４５％以下 生コンクリート（早強） ３０－８－２５ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048606 レディーミクストコンクリート 早強 ４０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝４５％以下 生コンクリート（早強） ４０－８－２５ＷＣ４５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048211 レディーミクストコンクリート 早強 ３０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝４３％以下 生コンクリート（早強） ３０－８－２５ＷＣ４３ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048680 レディーミクストコンクリート 早強 ３０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝４３％以下 生コンクリート（早強） ３０－１２－２５　ＷＣ４３ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303048505 レディーミクストコンクリート 早強 ３６－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝４３％以下 生コンクリート（早強） ３６－８－２５ＷＣ４３ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048682 レディーミクストコンクリート 早強 ３６－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝４３％以下 生コンクリート（早強） ３６－１２－２５　ＷＣ４３ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048603 レディーミクストコンクリート 早強 ４０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝４３％以下 生コンクリート（早強） ４０－８－２５ＷＣ４３ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048684 レディーミクストコンクリート 早強 ４０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝４３％以下 生コンクリート（早強） ４０－１２－２５　ＷＣ４３ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047056 レディーミクストコンクリート 早強 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（早強） １８－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047202 レディーミクストコンクリート 早強 １９．５－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（早強） １９．５－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047464 レディーミクストコンクリート 早強 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 生コンクリート（早強） ２１－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047466 レディーミクストコンクリート 早強 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ２１－８－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047862 レディーミクストコンクリート 早強 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ２４－８－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047014 レディーミクストコンクリート 早強 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 生コンクリート（早強） ２４－１２－４０　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018801 レディーミクストコンクリート 普通 Ｓ＝８　Ｇｍａｘ＝２５　空気量４．５％ Ｃ－１ 生コン普通　Ｓ＝８ Ｃ－１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018802 レディーミクストコンクリート 普通 Ｓ＝８　Ｇｍａｘ＝２５　Ｃ＝２７０　空気量４．５％ Ｃ－１Ｐ 生コン普通　Ｓ＝８ Ｃ－１Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018803 レディーミクストコンクリート 普通 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量４．５％ Ｃ－４ 生コン普通　１８－５－４０ Ｃ－４ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018804 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｃ＝２７０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量４．５％ Ｃ－４Ｐ 生コン普通　１８－８－４０ Ｃ－４Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018805 レディーミクストコンクリート 普通 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５．５％ Ｃ－５Ｓ 生コン普通　１８－５－４０ Ｃ－５Ｓ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018806 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｃ＝２７０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５．５％ Ｃ－５ＰＳ 生コン普通　１８－８－４０ Ｃ－５ＰＳ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018807
レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－２．５－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量４．５％ Ｃ－
７

生コン普通　曲げ４．５－２．５ Ｃ－７ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018808 レディーミクストコンクリート 普通 Ｓ＝１５　Ｇｍａｘ＝４０　Ｃ＝３７０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量４％ Ｃ－９ 生コン普通　Ｓ＝１５ Ｃ－９　空気量４％ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303018809
レディーミクストコンクリート 普通 Ｓ＝１５　Ｇｍａｘ＝４０　Ｃ＝３７０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量４．５％ Ｃ－
９

生コン普通　Ｓ＝１５ Ｃ－９　空気量４．５％ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018810 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－２５ Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量５％ Ｃ－１０ 生コン普通　１８－８－２５ Ｃ－１０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018811 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量４．５％ ＲＣ－１ 生コン普通　２１－８－４０ ＲＣ－１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018840 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量４．５％ ＲＣ－１ 生コン普通　２１－１２－４０ ＲＣ－１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018812
レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｃ＝３００　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量５．５％ ＲＣ－１Ｓ
（ｂ）（ｃ）

生コン普通　２１－８－４０ ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018842
レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－４０ Ｃ＝３００　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量５．５％ ＲＣ－１Ｓ
（ｂ）（ｃ）

生コン普通　２１－１２－４０ ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018813
レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量４．５％ ＲＣ－１Ｓ
（ａ）

生コン普通　２１－８－４０ ＲＣ－１Ｓ（ａ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018844
レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量４．５％ ＲＣ－１Ｓ
（ａ）

生コン普通　２１－１２－４０ ＲＣ－１Ｓ（ａ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018816 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量４．５％ ＲＣ－２－１ 生コン普通　２４－８－４０ ＲＣ－２－１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018846 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量４．５％ ＲＣ－２－１ 生コン普通　２４－１２－４０ ＲＣ－２－１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018817
レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ Ｃ＝３００　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量５．５％ ＲＣ－２－１Ｓ
（ｂ）（ｃ）

生コン普通　２４－８－４０ ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018848
レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－４０ Ｃ＝３００　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量５．５％ ＲＣ－２－１
Ｓ（ｂ）（ｃ）

生コン普通　２４－１２－４０ ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018818
レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量４．５％ ＲＣ－２－１Ｓ
（ａ）

生コン普通　２４－８－４０ ＲＣ－２－１Ｓ（ａ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018850
レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量４．５％ ＲＣ－２－１
Ｓ（ａ）

生コン普通　２４－１２－４０ ＲＣ－２－１Ｓ（ａ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018821 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量５％ ＲＣ－４ 生コン普通　２４－８－２５ ＲＣ－４ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018852 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量５％ ＲＣ－４ 生コン普通　２４－１２－２５ ＲＣ－４ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018822
レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＲＣ－４Ｓ（ｂ）
（ｃ）

生コン普通　２４－８－２５ ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018854
レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＲＣ－４Ｓ（ｂ）
（ｃ）

生コン普通　２４－１２－２５ ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303018823 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量５％ ＲＣ－５ 生コン普通　３０－８－２５ ＲＣ－５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018856 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量５％ ＲＣ－５ 生コン普通　３０－１２－２５ ＲＣ－５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018824
レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＲＣ－５Ｓ（ｂ）
（ｃ）

生コン普通　３０－８－２５ ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018858
レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＲＣ－５Ｓ（ｂ）
（ｃ）

生コン普通　３０－１２－２５ ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018825 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１８－２５ Ｃ＝３５０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量４％ ＲＣ－１１ 生コン普通　３０－１８－２５ ＲＣ－１１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018826 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５％ ＰＣ－１ 生コン普通　３０－８－２５ ＰＣ－１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018860 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５％ ＰＣ－１ 生コン普通　３０－１２－２５ ＰＣ－１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018827 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５％ ＰＣ－１Ｐ 生コン普通　３０－８－２５ ＰＣ－１Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018862 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５％ ＰＣ－１Ｐ 生コン普通　３０－１２－２５ ＰＣ－１Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018828
レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＰＣ－１Ｓ（ｂ）
（ｃ）

生コン普通　３０－８－２５ ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018864
レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＰＣ－１Ｓ（ｂ）
（ｃ）

生コン普通　３０－１２－２５ ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018829
レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）
（ｃ）

生コン普通　３０－８－２５ ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018866
レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＰＣ－１ＰＳ
（ｂ）（ｃ）

生コン普通　３０－１２－２５ ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018830 レディーミクストコンクリート 普通 ４０－８－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５％ ＰＣ－２ 生コン普通　４０－８－２５ ＰＣ－２ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018868 レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１２－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５％ ＰＣ－２ 生コン普通　４０－１２－２５ ＰＣ－２ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018831 レディーミクストコンクリート 普通 ４０－８－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５％ ＰＣ－２Ｐ 生コン普通　４０－８－２５ ＰＣ－２Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018870 レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１２－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５％ ＰＣ－２Ｐ 生コン普通　４０－１２－２５ ＰＣ－２Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018832
レディーミクストコンクリート 普通 ４０－８－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＰＣ－２Ｓ（ｂ）
（ｃ）

生コン普通　４０－８－２５ ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303018872
レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１２－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＰＣ－２Ｓ（ｂ）
（ｃ）

生コン普通　４０－１２－２５ ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018833
レディーミクストコンクリート 普通 ４０－８－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）
（ｃ）

生コン普通　４０－８－２５ ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018874
レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１２－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＰＣ－２ＰＳ
（ｂ）（ｃ）

生コン普通　４０－１２－２５ ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018834 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％　空気量４．５％ Ｔ－１ 生コン普通　１８－８－４０ Ｔ－１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018835 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｃ＝２７０　Ｗ／Ｃ＝６０％　空気量４．５％ Ｔ－１Ｐ 生コン普通　１８－８－４０ Ｔ－１Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018836 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－４０ Ｃ＝２７０　Ｗ／Ｃ＝６０％　空気量４．５％ Ｔ－１Ｐ 生コン普通　１８－１５－４０ Ｔ－１Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018837 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝６０％　空気量４．５％ ＴＲＣ－１Ｐ 生コン普通　２４－８－４０ ＴＲＣ－１Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018838 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１５－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝６０％　空気量４．５％ ＴＲＣ－１Ｐ 生コン普通　２４－１５－４０ ＴＲＣ－１Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058801 レディーミクストコンクリート 高炉 Ｓ＝８　Ｇｍａｘ＝２５　空気量４．５％ Ｃ－１ 生コン高炉　Ｓ＝８ Ｃ－１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058802 レディーミクストコンクリート 高炉 Ｓ＝８　Ｇｍａｘ＝２５　Ｃ＝２７０　空気量４．５％ Ｃ－１Ｐ 生コン高炉　Ｓ＝８ Ｃ－１Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058803 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量４．５％ Ｃ－４ 生コン高炉　１８－５－４０ Ｃ－４ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058804 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｃ＝２７０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量４．５％ Ｃ－４Ｐ 生コン高炉　１８－８－４０ Ｃ－４Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058805 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５．５％ Ｃ－５Ｓ 生コン高炉　１８－５－４０ Ｃ－５Ｓ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058806 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｃ＝２７０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５．５％ Ｃ－５ＰＳ 生コン高炉　１８－８－４０ Ｃ－５ＰＳ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058807
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－２．５－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量４．５％ Ｃ－
７

生コン高炉　曲げ４．５－２．５ Ｃ－７ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058808 レディーミクストコンクリート 高炉 Ｓ＝１５　Ｇｍａｘ＝４０　Ｃ＝３７０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量４％ Ｃ－９ 生コン高炉　Ｓ＝１５ Ｃ－９　空気量４％ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058809
レディーミクストコンクリート 高炉 Ｓ＝１５　Ｇｍａｘ＝４０　Ｃ＝３７０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量４．５％ Ｃ－
９

生コン高炉　Ｓ＝１５ Ｃ－９　空気量４．５％ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058810 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－２５ Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量５％ Ｃ－１０ 生コン高炉　１８－８－２５ Ｃ－１０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303058811 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量４．５％ ＲＣ－１ 生コン高炉　２１－８－４０ ＲＣ－１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058840 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量４．５％ ＲＣ－１ 生コン高炉　２１－１２－４０ ＲＣ－１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058812
レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ Ｃ＝３００　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量５．５％ ＲＣ－１Ｓ
（ｂ）（ｃ）

生コン高炉　２１－８－４０ ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058842
レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－４０ Ｃ＝３００　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量５．５％ ＲＣ－１Ｓ
（ｂ）（ｃ）

生コン高炉　２１－１２－４０ ＲＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058813
レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量４．５％ ＲＣ－１Ｓ
（ａ）

生コン高炉　２１－８－４０ ＲＣ－１Ｓ（ａ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058844
レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量４．５％ ＲＣ－１Ｓ
（ａ）

生コン高炉　２１－１２－４０ ＲＣ－１Ｓ（ａ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058816 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量４．５％ ＲＣ－２－１ 生コン高炉　２４－８－４０ ＲＣ－２－１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058846 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量４．５％ ＲＣ－２－１ 生コン高炉　２４－１２－４０ ＲＣ－２－１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058817
レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ Ｃ＝３００　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量５．５％ ＲＣ－２－１Ｓ
（ｂ）（ｃ）

生コン高炉　２４－８－４０ ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058848
レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－４０ Ｃ＝３００　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量５．５％ ＲＣ－２－１
Ｓ（ｂ）（ｃ）

生コン高炉　２４－１２－４０ ＲＣ－２－１Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058818
レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量４．５％ ＲＣ－２－１Ｓ
（ａ）

生コン高炉　２４－８－４０ ＲＣ－２－１Ｓ（ａ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058850
レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量４．５％ ＲＣ－２－１
Ｓ（ａ）

生コン高炉　２４－１２－４０ ＲＣ－２－１Ｓ（ａ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058821 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量５％ ＲＣ－４ 生コン高炉　２４－８－２５ ＲＣ－４ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058852 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量５％ ＲＣ－４ 生コン高炉　２４－１２－２５ ＲＣ－４ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058822
レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＲＣ－４Ｓ（ｂ）
（ｃ）

生コン高炉　２４－８－２５ ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058854
レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＲＣ－４Ｓ（ｂ）
（ｃ）

生コン高炉　２４－１２－２５ ＲＣ－４Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058823 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量５％ ＲＣ－５ 生コン高炉　３０－８－２５ ＲＣ－５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058856 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量５％ ＲＣ－５ 生コン高炉　３０－１２－２５ ＲＣ－５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303058824
レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＲＣ－５Ｓ（ｂ）
（ｃ）

生コン高炉　３０－８－２５ ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058858
レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＲＣ－５Ｓ（ｂ）
（ｃ）

生コン高炉　３０－１２－２５ ＲＣ－５Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058825 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１８－２５ Ｃ＝３５０　Ｗ／Ｃ＝５５％　空気量４％ ＲＣ－１１ 生コン高炉　３０－１８－２５ ＲＣ－１１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058826 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５％ ＰＣ－１ 生コン高炉　３０－８－２５ ＰＣ－１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058860 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５％ ＰＣ－１ 生コン高炉　３０－１２－２５ ＰＣ－１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058827 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５％ ＰＣ－１Ｐ 生コン高炉　３０－８－２５ ＰＣ－１Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058862 レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５％ ＰＣ－１Ｐ 生コン高炉　３０－１２－２５ ＰＣ－１Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058828
レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＰＣ－１Ｓ（ｂ）
（ｃ）

生コン高炉　３０－８－２５ ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058864
レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＰＣ－１Ｓ（ｂ）
（ｃ）

生コン高炉　３０－１２－２５ ＰＣ－１Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058829
レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－８－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）
（ｃ）

生コン高炉　３０－８－２５ ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058866
レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＰＣ－１ＰＳ
（ｂ）（ｃ）

生コン高炉　３０－１２－２５ ＰＣ－１ＰＳ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058830 レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－８－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５％ ＰＣ－２ 生コン高炉　４０－８－２５ ＰＣ－２ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058868 レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－１２－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５％ ＰＣ－２ 生コン高炉　４０－１２－２５ ＰＣ－２ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058831 レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－８－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５％ ＰＣ－２Ｐ 生コン高炉　４０－８－２５ ＰＣ－２Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058870 レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－１２－２５ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝５０％　空気量５％ ＰＣ－２Ｐ 生コン高炉　４０－１２－２５ ＰＣ－２Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058832
レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－８－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＰＣ－２Ｓ（ｂ）
（ｃ）

生コン高炉　４０－８－２５ ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058872
レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－１２－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＰＣ－２Ｓ（ｂ）
（ｃ）

生コン高炉　４０－１２－２５ ＰＣ－２Ｓ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058833
レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－８－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）
（ｃ）

生コン高炉　４０－８－２５ ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303058874
レディーミクストコンクリート 高炉 ４０－１２－２５ Ｃ＝３３０　Ｗ／Ｃ＝４５％　空気量６％ ＰＣ－２ＰＳ
（ｂ）（ｃ）

生コン高炉　４０－１２－２５ ＰＣ－２ＰＳ（ｂ）（ｃ） ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058834 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％　空気量４．５％ Ｔ－１ 生コン高炉　１８－８－４０ Ｔ－１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058835 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｃ＝２７０　Ｗ／Ｃ＝６０％　空気量４．５％ Ｔ－１Ｐ 生コン高炉　１８－８－４０ Ｔ－１Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058836 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－４０ Ｃ＝２７０　Ｗ／Ｃ＝６０％　空気量４．５％ Ｔ－１Ｐ 生コン高炉　１８－１５－４０ Ｔ－１Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058837 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝６０％　空気量４．５％ ＴＲＣ－１Ｐ 生コン高炉　２４－８－４０ ＴＲＣ－１Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058838 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１５－４０ Ｃ＝２８０　Ｗ／Ｃ＝６０％　空気量４．５％ ＴＲＣ－１Ｐ 生コン高炉　２４－１５－４０ ＴＲＣ－１Ｐ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017005 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ １８－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017023 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ １８－１２－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017033 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ １８－１５－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017039 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ １８－１８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017407 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ ２１－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017433 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１５－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ ２１－１５－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017441 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ ２１－１８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017812 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017823 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ ２４－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017882
レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－２５（２０） Ｃ＝３００以上　Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７
５ｋｇ／ｍ３以下

生コン（普通）　単位水量１７５ ２４－１２－２５Ｃ３００Ｗ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018009 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ ２７－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017884 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ ２７－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303018209 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ ３０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017886 レディーミクストコンクリート 普通 ３０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ ３０－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018506 レディーミクストコンクリート 普通 ３６－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ ３６－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017888 レディーミクストコンクリート 普通 ３６－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ ３６－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303018604 レディーミクストコンクリート 普通 ４０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ ４０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017890 レディーミクストコンクリート 普通 ４０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１７５ ４０－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017049 レディーミクストコンクリート 普通 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１６５ １８－５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017057 レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１６５ １８－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017065
レディーミクストコンクリート 普通 １８－８－４０ Ｃ＝２３０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ
３以下

生コン（普通）　単位水量１６５ １８－８－４０Ｃ２３０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017075 レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１６５ １８－１２－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017082
レディーミクストコンクリート 普通 １８－１２－４０ Ｃ＝２７０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１６５ｋｇ／
ｍ３以下

生コン（普通）　単位水量１６５ １８－１２－４０Ｃ２７０Ｗ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017095
レディーミクストコンクリート 普通 １８－１５－４０ Ｃ＝２７０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１６５ｋｇ／
ｍ３以下

生コン（普通）　単位水量１６５ １８－１５－４０Ｃ２７０Ｗ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017459 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１６５ ２１－５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017465 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１６５ ２１－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017481 レディーミクストコンクリート 普通 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１６５ ２１－１２－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303016531 レディーミクストコンクリート 普通 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１６５ 曲４．５－２．５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017863 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１６５ ２４－８－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303017879 レディーミクストコンクリート 普通 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１６５ ２４－１２－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303018057 レディーミクストコンクリート 普通 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（普通）　単位水量１６５ ２７－５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057005
レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３
以下

生コン（高炉）　単位水量１７５ １８－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057102
レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１７５ｋｇ／ｍ
３以下

生コン（高炉）　単位水量１７５ １８－１２－２５　ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057104
レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１７５ｋｇ
／ｍ３以下

生コン（高炉）　単位水量１７５ １９．５－１２－２５　ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057407
レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３
以下

生コン（高炉）　単位水量１７５ ２１－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057812
レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３
以下

生コン（高炉）　単位水量１７５ ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057823
レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 単位水量１７５ｋｇ／ｍ
３以下

生コン（高炉）　単位水量１７５ ２４－１２－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057106
レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 単位水量１７５ｋｇ／ｍ
３以下

生コン（高炉）　単位水量１７５ ３０－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057108
レディーミクストコンクリート 高炉 ３６－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 単位水量１７５ｋｇ／ｍ
３以下

生コン（高炉）　単位水量１７５ ３６－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057046 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－３－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（高炉）　単位水量１６５ １８－３－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057049 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（高炉）　単位水量１６５ １８－５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057057 レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（高炉）　単位水量１６５ １８－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057065
レディーミクストコンクリート 高炉 １８－８－４０ Ｃ＝２３０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１６５ｋ
ｇ／ｍ３以下

生コン（高炉）　単位水量１６５ １８－８－４０Ｃ２３０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057082
レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１２－４０ Ｃ＝２７０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１６５
ｋｇ／ｍ３以下

生コン（高炉）　単位水量１６５ １８－１２－４０Ｃ２７０Ｗ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057095
レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－４０ Ｃ＝２７０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１６５
ｋｇ／ｍ３以下

生コン（高炉）　単位水量１６５ １８－１５－４０Ｃ２７０Ｗ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057092
レディーミクストコンクリート 高炉 １８－１５－４０ Ｃ＝３４０以上　Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１７５
ｋｇ／ｍ３以下

生コン（高炉）　単位水量１７５ １８－１５－４０Ｃ３４０Ｗ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057207 レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（高炉）　単位水量１６５ １９．５－５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057203 レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（高炉）　単位水量１６５ １９．５－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303057110
レディーミクストコンクリート 高炉 １９．５－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以
下

生コン（高炉）　単位水量１６５ １９．５－１２－４０　ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057454 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－３－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（高炉）　単位水量１６５ ２１－３－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057459 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（高炉）　単位水量１６５ ２１－５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057465 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－８－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（高炉）　単位水量１６５ ２１－８－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057481 レディーミクストコンクリート 高炉 ２１－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（高炉）　単位水量１６５ ２１－１２－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303056531
レディーミクストコンクリート 高炉 曲げ４．５－２．５－４０ Ｗ／Ｃ＝６０％以下　Ｂ種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ
３以下

生コン（高炉）　単位水量１６５ 曲４．５－２．５－４０ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057863 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－８－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（高炉）　単位水量１６５ ２４－８－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303057112 レディーミクストコンクリート 高炉 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（高炉）　単位水量１６５ ２４－１２－４０　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058057 レディーミクストコンクリート 高炉 ２７－５－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（高炉）　単位水量１６５ ２７－５－４０ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303058287
レディーミクストコンクリート 高炉 ３０－１５－４０ Ｃ＝３５０以上　Ｗ／Ｃ＝５５％以下　Ｂ種 単位水量１６５
ｋｇ／ｍ３以下

生コン（高炉）　単位水量１６５ ３０－１５－４０Ｃ３５０Ｗ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047406 レディーミクストコンクリート 早強 ２１－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝６０％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（早強）　単位水量１７５ ２１－８－２５ＷＣ６０ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047412 レディーミクストコンクリート 早強 ２１－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（早強）　単位水量１７５ ２１－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047812 レディーミクストコンクリート 早強 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（早強）　単位水量１７５ ２４－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047814 レディーミクストコンクリート 早強 ２４－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（早強）　単位水量１７５ ２４－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048209 レディーミクストコンクリート 早強 ３０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（早強）　単位水量１７５ ３０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047818 レディーミクストコンクリート 早強 ３０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（早強）　単位水量１７５ ３０－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303048506 レディーミクストコンクリート 早強 ３６－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（早強）　単位水量１７５ ３６－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047820 レディーミクストコンクリート 早強 ３６－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（早強）　単位水量１７５ ３６－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート
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レディーミクストコンクリート 0303048604 レディーミクストコンクリート 早強 ４０－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（早強）　単位水量１７５ ４０－８－２５ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047822 レディーミクストコンクリート 早強 ４０－１２－２５（２０） Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１７５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（早強）　単位水量１７５ ４０－１２－２５　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート 0303047816 レディーミクストコンクリート 早強 ２４－１２－４０ Ｗ／Ｃ＝５５％以下 単位水量１６５ｋｇ／ｍ３以下 生コン（早強）　単位水量１６５ ２４－１２－４０　ＷＣ５５ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

モルタル 0303080010 モルタル（高炉） 配合　１：１ モルタル（高炉） 配合　１：１ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

モルタル 0303080020 モルタル（高炉） 配合　１：２ モルタル（高炉） 配合　１：２ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

モルタル 0303080030 モルタル（高炉） 配合　１：３ モルタル（高炉） 配合　１：３ ｍ３ 999 × ○ 0303 レディーミクストコンクリート

ＰＨＣパイル 0203011006 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長５ｍ ５９０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３００×６０ｍｍ×５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011008 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長６ｍ ７１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３００×６０ｍｍ×６ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011076 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長５ｍ ７１０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

ＰＨＣパイル 0203011078 ＰＨＣパイル Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長６ｍ ８５０ｋｇ／本 （ＪＩＳ　Ａ　５３７３） ＰＨＣパイル　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×６ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061010 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ８３０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ３００×６０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061015 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ ９５０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ３００×６０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061020 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，０７０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ３００×６０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061025
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，２００ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ３００×６０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061030
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，３１０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ３００×６０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061035
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，４３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ３００×６０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061040
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，５５０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ３００×６０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061055 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ １，０１０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061060 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ １，１６０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061065 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，３００ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061070
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，４４０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061075
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，５８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061080
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，７３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061085
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，８８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ３５０×６０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061100 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長７ｍ １，２６０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061105 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長８ｍ １，４４０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061110 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長９ｍ １，６３０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061115
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１０ｍ １，８１０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061120
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１１ｍ １，９８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061125
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１２ｍ ２，１６０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061130
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１３ｍ ２，３５０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061135
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１４ｍ ２，５３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061140
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１５ｍ ２，７１０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４００×６５ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061145 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長７ｍ １，５５０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061150 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長８ｍ １，７７０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061155 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長９ｍ １，９８０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061160
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１０ｍ ２，２１０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061165
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１１ｍ ２，４３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061170
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１２ｍ ２，６５０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061175
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１３ｍ ２，８８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061180
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１４ｍ ３，０９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061185
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１５ｍ ３，３１０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ４５０×７０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061190 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長７ｍ １，９５０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061195 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長８ｍ ２，２３０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061200 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長９ｍ ２，５１０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061205
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１０ｍ ２，７９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061210
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１１ｍ ３，０７０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061215
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１２ｍ ３，３５０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061220
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１３ｍ ３，６３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061225
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１４ｍ ３，９００ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061230
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１５ｍ ４，１８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ５００×８０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061265
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１３ｍ ４，９６０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061270
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１４ｍ ５，３５０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061275
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１５ｍ ５，７２０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ６００×９０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061310
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１３ｍ ６，４９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061315
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１４ｍ ６，９８０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061320
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１５ｍ ７，４８０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ７００×１００ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061355
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１３ｍ ８，２２０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061360
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１４ｍ ８，８５０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061365
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１５ｍ ９，４７０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ８００×１１０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061400
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１３ｍ １０，１３０ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061405
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１４ｍ １０，９１０ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061410
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１５ｍ １１，６９０ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 ９００×１２０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061445
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１３ｍ １２，２３０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061450
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１４ｍ １３，１８０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061455
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１５ｍ １４，１２０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １０００×１３０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061460
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長７ｍ ７，８３０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061465
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長８ｍ ８，９６０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061470
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長９ｍ １０，０８０ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061475
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１０ｍ １１，１９０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061480
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１１ｍ １２，３１０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061485
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１２ｍ １３，４３０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061490
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１３ｍ １４，５５０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061495
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１４ｍ １５，６７０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061500
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１５ｍ １６，７９０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １１００×１４０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061505
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長７ｍ ９，１８０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061510
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長８ｍ １０，５００ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061515
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長９ｍ １１，８００ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061520
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１０ｍ １３，１２０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061525
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１１ｍ １４，４２０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061530
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１２ｍ １５，７４０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061535
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１３ｍ １７，０５０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061540
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１４ｍ １８，３６０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203061545
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ａ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１５ｍ １９，６８０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ａ種 １２００×１５０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063010 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ８３０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ３００×６０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063015 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ ９５０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ３００×６０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063020 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，０７０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ３００×６０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063025
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，２００ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ３００×６０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063030
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，３１０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ３００×６０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063035
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，４３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ３００×６０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063040
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，５５０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ３００×６０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063055 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ １，０１０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063060 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ １，１６０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063065 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，３００ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063070
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，４４０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063075
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，５８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063080
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，７３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063085
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，８８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063090
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１４ｍ ２，０２０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063095
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１５ｍ ２，１６０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ３５０×６０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063100 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長７ｍ １，２６０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063105 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長８ｍ １，４４０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063110 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長９ｍ １，６３０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063115
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１０ｍ １，８１０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063120
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１１ｍ １，９８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063125
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１２ｍ ２，１６０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063130
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１３ｍ ２，３５０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063135
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１４ｍ ２，５３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063140
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１５ｍ ２，７１０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４００×６５ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063145 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長７ｍ １，５５０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063150 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長８ｍ １，７７０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063155 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長９ｍ １，９８０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063160
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１０ｍ ２，２１０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063165
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１１ｍ ２，４３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063170
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１２ｍ ２，６５０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063175
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１３ｍ ２，８８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063180
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１４ｍ ３，０９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063185
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１５ｍ ３，３１０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ４５０×７０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063190 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長７ｍ １，９５０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063195 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長８ｍ ２，２３０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063200 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長９ｍ ２，５１０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063205
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１０ｍ ２，７９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063210
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１１ｍ ３，０７０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063215
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１２ｍ ３，３５０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063220
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１３ｍ ３，６３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063225
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１４ｍ ３，９００ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063230
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１５ｍ ４，１８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ５００×８０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063265
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１３ｍ ４，９６０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063270
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１４ｍ ５，３５０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063275
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１５ｍ ５，７２０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ６００×９０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063310
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１３ｍ ６，４９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063315
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１４ｍ ６，９８０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063320
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１５ｍ ７，４８０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ７００×１００ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063355
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１３ｍ ８，２２０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063360
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１４ｍ ８，８５０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063365
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１５ｍ ９，４７０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ８００×１１０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063400
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１３ｍ １０，１３０ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063405
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１４ｍ １０，９１０ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063410
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１５ｍ １１，６９０ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 ９００×１２０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063445
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１３ｍ １２，２３０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063450
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１４ｍ １３，１８０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063455
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１５ｍ １４，１２０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １０００×１３０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063460
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長７ｍ ７，８３０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063465
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長８ｍ ８，９６０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063470
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長９ｍ １０，０８０ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063475
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１０ｍ １１，１９０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063480
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１１ｍ １２，３１０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063485
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１２ｍ １３，４３０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063490
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１３ｍ １４，５５０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063495
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１４ｍ １５，６７０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063500
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１５ｍ １６，７９０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １１００×１４０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063505
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長７ｍ ９，１８０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063510
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長８ｍ １０，５００ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063515
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長９ｍ １１，８００ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063520
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１０ｍ １３，１２０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063525
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１１ｍ １４，４２０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063530
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１２ｍ １５，７４０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063535
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１３ｍ １７，０５０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063540
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１４ｍ １８，３６０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203063545
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｂ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１５ｍ １９，６８０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｂ種 １２００×１５０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065010 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ８３０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ３００×６０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065015 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ ９５０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ３００×６０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065020 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，０７０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ３００×６０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065025
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，２００ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ３００×６０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065030
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，３１０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ３００×６０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065035
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，４３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ３００×６０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065040
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，５５０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ３００×６０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065055 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ １，０１０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065060 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ １，１６０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065065 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，３００ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065070
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，４４０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065075
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，５８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065080
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１２ｍ １，７３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065085
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１３ｍ １，８８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065090
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１４ｍ ２，０２０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065095
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径３５０ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１５ｍ ２，１６０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ３５０×６０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065100 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長７ｍ １，２６０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065105 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長８ｍ １，４４０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065110 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長９ｍ １，６３０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065115
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１０ｍ １，８１０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065120
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１１ｍ １，９８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065125
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１２ｍ ２，１６０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065130
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１３ｍ ２，３５０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065135
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１４ｍ ２，５３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065140
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４００ｍｍ ×厚６５ｍｍ×長１５ｍ ２，７１０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４００×６５ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065145 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長７ｍ １，５５０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065150 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長８ｍ １，７７０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065155 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長９ｍ １，９８０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065160
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１０ｍ ２，２１０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065165
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１１ｍ ２，４３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065170
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１２ｍ ２，６５０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065175
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１３ｍ ２，８８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065180
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１４ｍ ３，０９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065185
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径４５０ｍｍ ×厚７０ｍｍ×長１５ｍ ３，３１０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ４５０×７０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065190 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長７ｍ １，９５０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065195 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長８ｍ ２，２３０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065200 高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長９ｍ ２，５１０ｋｇ／本 ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065205
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１０ｍ ２，７９０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065210
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１１ｍ ３，０７０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065215
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１２ｍ ３，３５０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065220
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１３ｍ ３，６３０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065225
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１４ｍ ３，９００ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065230
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径５００ｍｍ ×厚８０ｍｍ×長１５ｍ ４，１８０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ５００×８０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065265
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１３ｍ ４，９６０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065270
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１４ｍ ５，３５０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065275
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径６００ｍｍ ×厚９０ｍｍ×長１５ｍ ５，７２０ｋｇ／
本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ６００×９０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065310
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１３ｍ ６，４９０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065315
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１４ｍ ６，９８０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065320
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径７００ｍｍ ×厚１００ｍｍ×長１５ｍ ７，４８０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ７００×１００ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065355
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１３ｍ ８，２２０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065360
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１４ｍ ８，８５０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065365
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径８００ｍｍ ×厚１１０ｍｍ×長１５ｍ ９，４７０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ８００×１１０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065400
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１３ｍ １０，１３０ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065405
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１４ｍ １０，９１０ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065410
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径９００ｍｍ ×厚１２０ｍｍ×長１５ｍ １１，６９０ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 ９００×１２０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065445
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１３ｍ １２，２３０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065450
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１４ｍ １３，１８０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065455
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１０００ｍｍ ×厚１３０ｍｍ×長１５ｍ １４，１２０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １０００×１３０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065460
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長７ｍ ７，８３０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065465
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長８ｍ ８，９６０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065470
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長９ｍ １０，０８０ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065475
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１０ｍ １１，１９０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065480
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１１ｍ １２，３１０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065485
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１２ｍ １３，４３０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065490
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１３ｍ １４，５５０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065495
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１４ｍ １５，６７０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065500
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１１００ｍｍ ×厚１４０ｍｍ×長１５ｍ １６，７９０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １１００×１４０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065505
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長７ｍ ９，１８０ｋｇ
／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065510
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長８ｍ １０，５００ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065515
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長９ｍ １１，８００ｋ
ｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065520
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１０ｍ １３，１２０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065525
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１１ｍ １４，４２０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065530
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１２ｍ １５，７４０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×１２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065535
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１３ｍ １７，０５０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×１３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい
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高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065540
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１４ｍ １８，３６０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×１４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化
くい

0203065545
高強度プレストレストコンクリートＪＩＳ強化くい Ｃ種 外径１２００ｍｍ ×厚１５０ｍｍ×長１５ｍ １９，６８０
ｋｇ／本

ＪＩＳ強化ＰＨＣ杭　Ｃ種 １２００×１５０ｍｍ×１５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021510 遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径１５０ｍｍ ×厚５０ｍｍ×長２ｍ ６５ｋｇ／本 ＲＣパイル　１種 １５０×５０ｍｍ×２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021520 遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径１５０ｍｍ ×厚５０ｍｍ×長３ｍ １００ｋｇ／本 ＲＣパイル　１種 １５０×５０ｍｍ×３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021530
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径２００ｍｍ ×厚５０ｍｍ×長２ｍ １１０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ＲＣパイル　１種 ２００×５０ｍｍ×２ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021002
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径２００ｍｍ ×厚５０ｍｍ×長３ｍ １８０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ＲＣパイル　１種 ２００×５０ｍｍ×３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021004
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径２００ｍｍ ×厚５０ｍｍ×長４ｍ ２４０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ＲＣパイル　１種 ２００×５０ｍｍ×４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021540
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径２５０ｍｍ ×厚５０ｍｍ×長３ｍ ２４０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ＲＣパイル　１種 ２５０×５０ｍｍ×３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021010
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径２５０ｍｍ ×厚５０ｍｍ×長４ｍ ３３０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ＲＣパイル　１種 ２５０×５０ｍｍ×４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021020
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径２５０ｍｍ ×厚５０ｍｍ×長５ｍ ４１０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ＲＣパイル　１種 ２５０×５０ｍｍ×５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021030
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径２５０ｍｍ ×厚５０ｍｍ×長６ｍ ４９０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ＲＣパイル　１種 ２５０×５０ｍｍ×６ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021040
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径２５０ｍｍ ×厚５０ｍｍ×長７ｍ ５７０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ＲＣパイル　１種 ２５０×５０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021550
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長３ｍ ３５０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ＲＣパイル　１種 ３００×６０ｍｍ×３ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021050
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長４ｍ ４７０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ＲＣパイル　１種 ３００×６０ｍｍ×４ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021060
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長５ｍ ５９０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ＲＣパイル　１種 ３００×６０ｍｍ×５ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021070
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長６ｍ ７１０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ＲＣパイル　１種 ３００×６０ｍｍ×６ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021080
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長７ｍ ８２０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ＲＣパイル　１種 ３００×６０ｍｍ×７ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021090
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長８ｍ ９４０ｋｇ／本 ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ＲＣパイル　１種 ３００×６０ｍｍ×８ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい
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遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021100
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長９ｍ １，０６０ｋｇ／本 ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ＲＣパイル　１種 ３００×６０ｍｍ×９ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021110
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１０ｍ １，１８０ｋｇ／本 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ＲＣパイル　１種 ３００×６０ｍｍ×１０ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） 0203021120
遠心力鉄筋コンクリートくい（ＲＣパイル） １種 外径３００ｍｍ ×厚６０ｍｍ×長１１ｍ １，２９０ｋｇ／本 ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ＲＣパイル　１種 ３００×６０ｍｍ×１１ｍ 本 999 × ○ 0203 コンクリートぐい

杭頭閉塞材 6128012005 杭頭閉塞材（プラスチック製底板） パイルキャップ 径２５０ 杭頭閉塞材　プラスチック製底板 パイルキャップ　径２５０ 個 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

杭頭閉塞材 6128012010 杭頭閉塞材（プラスチック製底板） パイルキャップ 径３００ 杭頭閉塞材　プラスチック製底板 パイルキャップ　径３００ 個 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

杭頭閉塞材 6128012015 杭頭閉塞材（プラスチック製底板） パイルキャップ 径３５０ 杭頭閉塞材　プラスチック製底板 パイルキャップ　径３５０ 個 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

杭頭閉塞材 6128012020 杭頭閉塞材（プラスチック製底板） パイルキャップ 径４００ 杭頭閉塞材　プラスチック製底板 パイルキャップ　径４００ 個 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

杭頭閉塞材 6128012025 杭頭閉塞材（プラスチック製底板） パイルキャップ 径４５０ 杭頭閉塞材　プラスチック製底板 パイルキャップ　径４５０ 個 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

杭頭閉塞材 6128012030 杭頭閉塞材（プラスチック製底板） パイルキャップ 径５００ 杭頭閉塞材　プラスチック製底板 パイルキャップ　径５００ 個 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

杭頭閉塞材 6128012035 杭頭閉塞材（プラスチック製底板） パイルキャップ 径６００ 杭頭閉塞材　プラスチック製底板 パイルキャップ　径６００ 個 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

杭頭閉塞材 6128011005 杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長２００ｍｍ ３本／セット 杭頭閉塞材　パイルキャップ用 吊り足　Ｌ２００ｍｍ　３本 組 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

杭頭閉塞材 6128011010 杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長３００ｍｍ ３本／セット 杭頭閉塞材　パイルキャップ用 吊り足　Ｌ３００ｍｍ　３本 組 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

杭頭閉塞材 6128011015 杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長４００ｍｍ ３本／セット 杭頭閉塞材　パイルキャップ用 吊り足　Ｌ４００ｍｍ　３本 組 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

杭頭閉塞材 6128011020 杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長５００ｍｍ ３本／セット 杭頭閉塞材　パイルキャップ用 吊り足　Ｌ５００ｍｍ　３本 組 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

杭頭閉塞材 6128011025 杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長６００ｍｍ ３本／セット 杭頭閉塞材　パイルキャップ用 吊り足　Ｌ６００ｍｍ　３本 組 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

杭頭閉塞材 6128011030 杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長７００ｍｍ ３本／セット 杭頭閉塞材　パイルキャップ用 吊り足　Ｌ７００ｍｍ　３本 組 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

杭頭閉塞材 6128011035 杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長８００ｍｍ ３本／セット 杭頭閉塞材　パイルキャップ用 吊り足　Ｌ８００ｍｍ　３本 組 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

杭頭閉塞材 6128011040 杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長９００ｍｍ ３本／セット 杭頭閉塞材　パイルキャップ用 吊り足　Ｌ９００ｍｍ　３本 組 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材
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杭頭閉塞材 6128011045 杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長１０００ｍｍ ３本／セット 杭頭閉塞材　パイルキャップ用 吊り足　Ｌ１０００ｍｍ　３本 組 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

杭頭閉塞材 6128011050 杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長１１００ｍｍ ３本／セット 杭頭閉塞材　パイルキャップ用 吊り足　Ｌ１１００ｍｍ　３本 組 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

杭頭閉塞材 6128011055 杭頭閉塞材 パイルキャップ用吊り足 長１２００ｍｍ ３本／セット 杭頭閉塞材　パイルキャップ用 吊り足　Ｌ１２００ｍｍ　３本 組 999 × ○ 6128 杭頭用関連資材

仮設・土木用木材 0005022050 切丸太 （杉） 長２．１ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００７６ 切丸太　杉 Ｌ２．１ｍ×末口径６ｃｍ 本 999 × ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022052 切丸太 （杉） 長２．３ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１８６ 切丸太　杉 Ｌ２．３ｍ×末口径９ｃｍ 本 999 × ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022053 切丸太 （杉） 長２．４ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３４６ 切丸太　杉 Ｌ２．４ｍ×末口径１２ｃｍ 本 999 × ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022055 切丸太 （杉） 長２．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３６０ 切丸太　杉 Ｌ２．５ｍ×末口径１２ｃｍ 本 999 × ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022060 切丸太 （杉） 長２．７ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３８９ 切丸太　杉 Ｌ２．７ｍ×末口径１２ｃｍ 本 999 × ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022070 切丸太 （杉） 長４．２ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０６０５ 切丸太　杉 Ｌ４．２ｍ×末口径１２ｃｍ 本 999 × ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022080 切丸太 （杉） 長４．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０６４８ 切丸太　杉 Ｌ４．５ｍ×末口径１２ｃｍ 本 999 × ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0005022090 切丸太 （杉） 長４．５ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．１０１３ 切丸太　杉 Ｌ４．５ｍ×末口径１５ｃｍ 本 999 × ○ 0005 足場

仮設・土木用木材 0921030060 丸太 （松） 長０．９ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．００７３ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ０．９ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030070 丸太 （松） 長０．９ｍ×末口径１０ｃｍ 材積０．００９０ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ０．９ｍ×末口１０ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030080 丸太 （松） 長１．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．００８１ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ１ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030090 丸太 （松） 長１．２ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０２７０ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ１．２ｍ×末口１５ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030100 丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０２１６ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ１．５ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030110 丸太 （松） 長１．８ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１４６ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ１．８ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030120 丸太 （松） 長１．８ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０２５９ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ１．８ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太
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仮設・土木用木材 0921030130 丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１６２ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ２ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030140 丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０２８８ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ２ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030150 丸太 （松） 長２．１ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００７６ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ２．１ｍ×末口６ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030160 丸太 （松） 長２．３ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１８６ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ２．３ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030170 丸太 （松） 長２．４ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３４６ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ２．４ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030180 丸太 （松） 長２．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３６０ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ２．５ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030190 丸太 （松） 長２．７ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３８９ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ２．７ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030200 丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０２４３ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ３ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030210 丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１０ｃｍ 材積０．０３００ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ３ｍ×末口１０ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030220 丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４３２ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ３ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030230 丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．０９７２ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ３ｍ×末口１８ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030240 丸太 （松） 長３．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０５０４ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ３．５ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030250 丸太 （松） 長３．５ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．１１３４ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ３．５ｍ×末口１８ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030260 丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０３２４ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ４ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030270 丸太 （松） 長４．２ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０６０５ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ４．２ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030280 丸太 （松） 長４．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０６４８ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ４．５ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030290 丸太 （松） 長４．５ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．１０１３ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ４．５ｍ×末口１５ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0921030300 丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．１６２０ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ５ｍ×末口１８ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太
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仮設・土木用木材 0921030510 丸太 （松） 長６．５ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０６５０ 皮付　先端未加工 松丸太　先端未加工 Ｌ６．５ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0921 丸太

仮設・土木用木材 0205011010 くい丸太 （松） 長１．２ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００４３ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．２ｍ×末口６ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205011020 くい丸太 （松） 長１．２ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．００９７ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．２ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205011030 くい丸太 （松） 長１．２ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０１７３ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．２ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205011040 くい丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００５４ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．５ｍ×末口６ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205011050 くい丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１２２ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．５ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205011060 くい丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０２１６ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．５ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205011070 くい丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０３３８ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．５ｍ×末口１５ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205011080 くい丸太 （松） 長１．８ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００６５ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．８ｍ×末口６ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205011090 くい丸太 （松） 長１．８ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１０１ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．８ｍ×末口７．５ｃｍ皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205011100 くい丸太 （松） 長１．８ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１４６ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．８ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012002 くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００７２ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２ｍ×末口６ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012004 くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１１３ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２ｍ×末口７．５ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012006 くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０１６２ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012008 くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０２８８ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012010 くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０４５０ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２ｍ×末口１５ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012012 くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．０６４８ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２ｍ×末口１８ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012180 くい丸太 （松） 長２．２ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．０７１３ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２．２ｍ×末口１８ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい
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仮設・土木用木材 0205012190 くい丸太 （松） 長２．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３６０ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２．５ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012200 くい丸太 （松） 長２．６ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３７４ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２．６ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012210 くい丸太 （松） 長２．８ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４０３ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２．８ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012014 くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．０１０８ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３ｍ×末口６ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012016 くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１６９ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３ｍ×末口７．５ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012018 くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０２４３ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012019 くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４３２ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012020 くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０６７５ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３ｍ×末口１５ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012022 くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．０９７２ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３ｍ×末口１８ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012220 くい丸太 （松） 長３．２ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４６１ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３．２ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012230 くい丸太 （松） 長３．３ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４７５ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３．３ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012240 くい丸太 （松） 長３．７ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０８３３ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３．７ｍ×末口１５ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012024 くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．０１４４ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ４ｍ×末口６ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012026 くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０３２４ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ４ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012028 くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０５７６ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ４ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012030 くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０９００ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ４ｍ×末口１５ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012040 くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．１２９６ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ４ｍ×末口１８ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012046 くい丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０４０５ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ５ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい
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仮設・土木用木材 0205012048 くい丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０７２０ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ５ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012050 くい丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．１１２５ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ５ｍ×末口１５ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012060 くい丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．１６２０ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ５ｍ×末口１８ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012076 くい丸太 （松） 長６．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０６００ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ６ｍ×末口９ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012078 くい丸太 （松） 長６．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．１０１４ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ６ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012070 くい丸太 （松） 長６．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．１５３６ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ６ｍ×末口１５ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012080 くい丸太 （松） 長６．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．２１６６ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ６ｍ×末口１８ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012088 くい丸太 （松） 長７．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．１２７６ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ７ｍ×末口１２ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012090 くい丸太 （松） 長７．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．１９０６ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ７ｍ×末口１５ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205012100 くい丸太 （松） 長７．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．２６６２ 皮付　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ７ｍ×末口１８ｃｍ　皮付 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013010 くい丸太 （松） 長１．２ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００４３ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．２ｍ×末口６ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013030 くい丸太 （松） 長１．２ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０１７３ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．２ｍ×末口１２ｃｍ皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013040 くい丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００５４ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．５ｍ×末口６ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013060 くい丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０２１６ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．５ｍ×末口１２ｃｍ皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013070 くい丸太 （松） 長１．５ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０３３８ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．５ｍ×末口１５ｃｍ皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013080 くい丸太 （松） 長１．８ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００６５ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．８ｍ×末口６ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013090 くい丸太 （松） 長１．８ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１０１ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ１．８ｍ×末口７．５　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013110 くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．００７２ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２ｍ×末口６ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい
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仮設・土木用木材 0205013120 くい丸太 （松） 長２．０ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１１３ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２ｍ×末口７．５ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013170 くい丸太 （松） 長２．２ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．０７１３ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２．２ｍ×末口１８ｃｍ皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013180 くい丸太 （松） 長２．５ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３６０ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２．５ｍ×末口１２ｃｍ皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013190 くい丸太 （松） 長２．６ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０３７４ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２．６ｍ×末口１２ｃｍ皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013200 くい丸太 （松） 長２．８ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４０３ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ２．８ｍ×末口１２ｃｍ皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013210 くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．０１０８ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３ｍ×末口６ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013220 くい丸太 （松） 長３．０ｍ×末口径７．５ｃｍ 材積０．０１６９ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３ｍ×末口７．５ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013270 くい丸太 （松） 長３．２ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４６１ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３．２ｍ×末口１２ｃｍ皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013280 くい丸太 （松） 長３．３ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０４７５ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３．３ｍ×末口１２ｃｍ皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013290 くい丸太 （松） 長３．７ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．０８３３ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ３．７ｍ×末口１５ｃｍ皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013300 くい丸太 （松） 長４．０ｍ×末口径６ｃｍ 材積０．０１４４ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ４ｍ×末口６ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013350 くい丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０４０５ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ５ｍ×末口９ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013360 くい丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．０７２０ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ５ｍ×末口１２ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013370 くい丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．１１２５ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ５ｍ×末口１５ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013380 くい丸太 （松） 長５．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．１６２０ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ５ｍ×末口１８ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013390 くい丸太 （松） 長６．０ｍ×末口径９ｃｍ 材積０．０６００ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ６ｍ×末口９ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013400 くい丸太 （松） 長６．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．１０１４ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ６ｍ×末口１２ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013410 くい丸太 （松） 長６．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．１５３６ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ６ｍ×末口１５ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい
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仮設・土木用木材 0205013420 くい丸太 （松） 長６．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．２１６６ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ６ｍ×末口１８ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013430 くい丸太 （松） 長７．０ｍ×末口径１２ｃｍ 材積０．１２７６ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ７ｍ×末口１２ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013440 くい丸太 （松） 長７．０ｍ×末口径１５ｃｍ 材積０．１９０６ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ７ｍ×末口１５ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0205013450 くい丸太 （松） 長７．０ｍ×末口径１８ｃｍ 材積０．２６６２ 皮むき　先端加工含む くい丸太　松 Ｌ７ｍ×末口１８ｃｍ　皮むき 本 999 × ○ 0205 木ぐい

仮設・土木用木材 0105012040 矢板 （松） 長１．５ｍ×厚３．６ｃｍ×幅１５ｃｍ上 材積０．００８１ 松矢板 １．５ｍ×３．６×１５上 ｍ３ 999 × ○ 0105 木製矢板

仮設・土木用木材 0105012050 矢板 （松） 長１．５ｍ×厚６ｃｍ×幅１５ｃｍ上 材積０．０１３５ 松矢板 １．５ｍ×６×１５上 ｍ３ 999 × ○ 0105 木製矢板

仮設・土木用木材 0105012060 矢板 （松） 長２．０ｍ×厚５～６ｃｍ×幅１２ｃｍ上 松矢板 ２ｍ×５～６×１２上 ｍ３ 999 × ○ 0105 木製矢板

仮設・土木用木材 0105012070 矢板 （松） 長３．０ｍ×厚５～６ｃｍ×幅１５ｃｍ上 松矢板 ３ｍ×５～６×１５上 ｍ３ 999 × ○ 0105 木製矢板

仮設・土木用木材 0105012080 矢板 （松） 長４．０ｍ×厚５～６ｃｍ×幅１５ｃｍ上 松矢板 ４ｍ×５～６×１５上 ｍ３ 999 × ○ 0105 木製矢板

仮設・土木用木材 0105022020 雑矢板 長４．０ｍ×厚３～４．５ｃｍ×幅１５ｃｍ上 雑矢板 Ｌ４ｍ×Ｔ３～４．５×Ｗ１５上 ｍ３ 999 × ○ 0105 木製矢板

仮設・土木用木材 0407012330 バタ角 （松） 長４．０ｍ×厚６ｃｍ×幅６ｃｍ 材積０．０１４４ バタ角　松 Ｌ４ｍ×Ｔ６×Ｗ６ｃｍ ｍ３ 999 × ○ 0407 型枠支保材

仮設・土木用木材 0407012340 バタ角 （松） 長４．０ｍ×厚１２ｃｍ×幅１２ｃｍ 材積０．０５７６ バタ角　松 Ｌ４ｍ×Ｔ１２×Ｗ１２ｃｍ ｍ３ 999 × ○ 0407 型枠支保材

仮設・土木用木材 0407012350 バタ角 （松） 長４．０ｍ×厚１５ｃｍ×幅１５ｃｍ 材積０．０９００ バタ角　松 Ｌ４ｍ×Ｔ１５×Ｗ１５ｃｍ ｍ３ 999 × ○ 0407 型枠支保材

仮設・土木用木材 0407012360 バタ角 （松） 長４．０ｍ×厚２４ｃｍ×幅１５ｃｍ 材積０．１４４０ バタ角　松 Ｌ４ｍ×Ｔ２４×Ｗ１５ｃｍ ｍ３ 999 × ○ 0407 型枠支保材

北海道地区木材 0205022010 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長０．９ｍ×末口径９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ０．９ｍ×末口９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022020 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１．２ｍ×末口径９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ１．２ｍ×末口９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022030 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１．８ｍ×末口径９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ１．８ｍ×末口９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022040 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長２．７ｍ×末口径９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ２．７ｍ×末口９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい
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北海道地区木材 0205022050 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長３．６ｍ×末口径９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ３．６ｍ×末口９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022060 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長０．９ｍ×末口径１２ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ０．９ｍ×末口１２ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022070 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１．２ｍ×末口径１２ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ１．２ｍ×末口１２ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022080 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１．８ｍ×末口径１２ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ１．８ｍ×末口１２ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022090 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長２．７ｍ×末口径１２ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ２．７ｍ×末口１２ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022100 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長３．６ｍ×末口径１２ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ３．６ｍ×末口１２ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022110 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長０．９ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ０．９ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022120 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１．２ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ１．２ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022130 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１．８ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ１．８ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022140 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長２．７ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ２．７ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022150 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長３．６ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ３．６ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022160 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ５ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022170 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長５．５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ５．５ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022180 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長６ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ６ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022190 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長６．５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ６．５ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022200 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長７ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ７ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022210 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長７．５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ７．５ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022220 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長８ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ８ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい
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北海道地区木材 0205022230 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長８．５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ８．５ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022240 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長９ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ９ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022250 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長９．５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ９．５ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022260 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１０ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ１０ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022270
北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１０．５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含
む

木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ１０．５ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022280 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１１ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ１１ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022290
北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１１．５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含
む

木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ１１．５ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022300 北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１２ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含む 木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ１２ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205022510
北海道地区木材 仮設・土木用木材 木杭（加圧注入） カラ松 長１２．５ｍ×末口径１９ｃｍ 先端加工費・皮むき費含
む

木杭加圧注入カラ松　北海道木材 Ｌ１２．５ｍ×末口１９ｃｍ 本 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0921032510 北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 カラ松 長３．７ｍ未満×末口径１３ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず カラ松丸太　北海道木材 Ｌ＜３．７　径１３未満 ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032520
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 カラ松 長３．７ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費
含まず

カラ松丸太　北海道木材 Ｌ＜３．７　径１３～２０未満 ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032530
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 カラ松 長３．７ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費
含まず

カラ松丸太　北海道木材 Ｌ＜３．７　径２０～３０未満 ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032540
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 カラ松 長３．７～４．７ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・
皮むき費含まず

カラ松丸太　北海道木材 Ｌ３．７～４．７　径１３～２０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032550
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 カラ松 長３．７～４．７ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・
皮むき費含まず

カラ松丸太　北海道木材 Ｌ３．７～４．７　径２０～３０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032560
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 カラ松 長４．７～５．７ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・
皮むき費含まず

カラ松丸太　北海道木材 Ｌ４．７～５．７　径１３～２０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032570
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 カラ松 長５．７～７．７ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・
皮むき費含まず

カラ松丸太　北海道木材 Ｌ５．７～７．７　径１３～２０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032580
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 カラ松 長７．７～８．１ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・
皮むき費含まず

カラ松丸太　北海道木材 Ｌ７．７～８．１　径１３～２０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032010 北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長３．７ｍ未満×末口径１３ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含まず 松丸太　北海道木材 Ｌ＜３．７　径１３未満 ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太
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北海道地区木材 0921032020
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長３．７ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含ま
ず

松丸太　北海道木材 Ｌ＜３．７　径１３～２０未満 ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032030
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長３．７ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含ま
ず

松丸太　北海道木材 Ｌ＜３．７　径２０～３０未満 ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032040 北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長３．７ｍ未満×末口径３０ｃｍ以上 先端加工費・皮むき費含まず 松丸太　北海道木材 Ｌ＜３．７　径３０以上 ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032050
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長３．７～４．７ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮む
き費含まず

松丸太　北海道木材 Ｌ３．７～４．７　径１３～２０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032060
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長３．７～４．７ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮む
き費含まず

松丸太　北海道木材 Ｌ３．７～４．７　径２０～３０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032070
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長３．７～４．７ｍ未満×末口径３０ｃｍ以上 先端加工費・皮むき費含
まず

松丸太　北海道木材 Ｌ３．７～４．７　径３０以上 ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032080
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長４．７～５．７ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮む
き費含まず

松丸太　北海道木材 Ｌ４．７～５．７　径１３～２０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032090
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長４．７～５．７ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮む
き費含まず

松丸太　北海道木材 Ｌ４．７～５．７　径２０～３０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032100
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長４．７～５．７ｍ未満×末口径３０ｃｍ以上 先端加工費・皮むき費含
まず

松丸太　北海道木材 Ｌ４．７～５．７　径３０以上 ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032110
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長５．７～７．７ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮む
き費含まず

松丸太　北海道木材 Ｌ５．７～７．７　径１３～２０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032120
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長５．７～７．７ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮む
き費含まず

松丸太　北海道木材 Ｌ５．７～７．７　径２０～３０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032130
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長５．７～７．７ｍ未満×末口径３０ｃｍ以上 先端加工費・皮むき費含
まず

松丸太　北海道木材 Ｌ５．７～７．７　径３０以上 ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032140
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長７．７～８．１ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮む
き費含まず

松丸太　北海道木材 Ｌ７．７～８．１　径１３～２０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032150
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長７．７～８．１ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮む
き費含まず

松丸太　北海道木材 Ｌ７．７～８．１　径２０～３０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032160
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長７．７～８．１ｍ未満×末口径３０ｃｍ以上 先端加工費・皮むき費含
まず

松丸太　北海道木材 Ｌ７．７～８．１　径３０以上 ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032170
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長８．１～１０．１ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮
むき費含まず

松丸太　北海道木材 Ｌ８．１～１０．１径１３～２０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032180
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長８．１～１０．１ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮
むき費含まず

松丸太　北海道木材 Ｌ８．１～１０．１径２０～３０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032190
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長８．１～１０．１ｍ未満×末口径３０ｃｍ以上 先端加工費・皮むき費
含まず

松丸太　北海道木材 Ｌ８．１～１０．１　径３０以上 ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太
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北海道地区木材 0921032200
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長１０．１～１２．１ｍ未満×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・
皮むき費含まず

松丸太　北海道木材 １０．１～１２．１径１３～２０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032210
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長１０．１～１２．１ｍ未満×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・
皮むき費含まず

松丸太　北海道木材 １０．１～１２．１径２０～３０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032220
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長１０．１～１２．１ｍ未満×末口径３０ｃｍ以上 先端加工費・皮むき
費含まず

松丸太　北海道木材 Ｌ１０．１～１２．１　径３０ ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032230
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長１２．１ｍ以上×末口径１３～２０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含
まず

松丸太　北海道木材 Ｌ≧１２．１　径１３～２０未満 ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032240
北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長１２．１ｍ以上×末口径２０～３０ｃｍ未満 先端加工費・皮むき費含
まず

松丸太　北海道木材 Ｌ≧１２．１　径２０～３０未満 ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0921032250 北海道地区木材 仮設・土木用木材 松丸太 松 長１２．１ｍ以上×末口径３０ｃｍ以上 先端加工費・皮むき費含まず 松丸太　北海道木材 Ｌ≧１２．１　径３０以上 ｍ３ 999 × ○ 0921 丸太

北海道地区木材 0205032010 北海道地区木材 仮設・土木用木材 丸太加工費 先端加工 末口径１３ｃｍ未満 対象ｍ数は丸太の全長 丸太加工費先端加工　北海道木材 末口径１３ｃｍ未満 ｍ 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205032020 北海道地区木材 仮設・土木用木材 丸太加工費 先端加工 末口径１３～２０ｃｍ未満 対象ｍ数は丸太の全長 丸太加工費先端加工　北海道木材 末口径１３～２０ｃｍ未満 ｍ 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205032030 北海道地区木材 仮設・土木用木材 丸太加工費 先端加工 末口径２０ｃｍ以上 対象ｍ数は丸太の全長 丸太加工費先端加工　北海道木材 末口径２０ｃｍ以上 ｍ 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205034010 北海道地区木材 仮設・土木用木材 丸太加工費 皮むき 末口径１３ｃｍ未満 対象ｍ数は丸太の全長 丸太加工費　皮むき　北海道木材 末口径１３ｃｍ未満 ｍ 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205034020 北海道地区木材 仮設・土木用木材 丸太加工費 皮むき 末口径１３～２０ｃｍ未満 対象ｍ数は丸太の全長 丸太加工費　皮むき　北海道木材 末口径１３～２０ｃｍ未満 ｍ 999 × ○ 0205 木ぐい

北海道地区木材 0205034030 北海道地区木材 仮設・土木用木材 丸太加工費 皮むき 末口径２０ｃｍ以上 対象ｍ数は丸太の全長 丸太加工費　皮むき　北海道木材 末口径２０ｃｍ以上 ｍ 999 × ○ 0205 木ぐい

ひのき縁甲板 3301010160 ひのき縁甲板 長３．６５ｍ×厚１．４ｃｍ×幅１０．８ｃｍ 上小節 ひのき縁甲板　上小節 ３．６５ｍ×１．４×１０．８ ｍ２ 999 × ○ 3301 床材

ひのき縁甲板 3301010170 ひのき縁甲板 長３．６５ｍ×厚１．５ｃｍ×幅１０．８ｃｍ 無節 ひのき縁甲板　無節 ３．６５ｍ×１．５×１０．８ ｍ２ 999 × ○ 3301 床材

ひのき縁甲板 3301010180 ひのき縁甲板 長３．６５ｍ×厚１．５ｃｍ×幅１０．８ｃｍ 上小節 ひのき縁甲板　上小節 ３．６５ｍ×１．５×１０．８ ｍ２ 999 × ○ 3301 床材

ひのき縁甲板 3301010190 ひのき縁甲板 長３．６５ｍ×厚１．５ｃｍ×幅１０．８ｃｍ １等 ひのき縁甲板　１等 ３．６５ｍ×１．５×１０．８ ｍ２ 999 × ○ 3301 床材

ひのき縁甲板 3301010200 ひのき縁甲板 長３．６５ｍ×厚１．８ｃｍ×幅１０．８ｃｍ 上小節 ひのき縁甲板　上小節 ３．６５ｍ×１．８×１０．８ ｍ２ 999 × ○ 3301 床材

枕木 0955010030 枕木 ２０ｃｍ×１４ｃｍ×２．１ｍ 枕木 ２０×１４ｃｍ×２．１ｍ 本 999 × ○ 0955 枕木
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コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405152010 ＪＬフォーム プレテンションスラブ橋用型枠 Ｗ－２０Ｎ 樹脂製 ジャパンライフ ＪＬフォーム　樹脂製 Ｗ－２０Ｎ ｍ 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405152020 ＪＬフォーム プレテンションスラブ橋用型枠 Ｗ－３０ 樹脂製 ジャパンライフ ＪＬフォーム　樹脂製 Ｗ－３０ ｍ 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405152030 ＪＬフォーム プレテンションスラブ橋用型枠 Ｗ－５０ 樹脂製 ジャパンライフ ＪＬフォーム　樹脂製 Ｗ－５０ ｍ 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405152040 ＪＬフォーム プレテンションスラブ橋用型枠 Ｗ－７０ 樹脂製 ジャパンライフ ＪＬフォーム　樹脂製 Ｗ－７０ ｍ 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405152050 ＪＬフォーム プレテンションスラブ橋用型枠 Ｗ－９０１０ 樹脂製 ジャパンライフ ＪＬフォーム　樹脂製 Ｗ－９０１０ ｍ 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405152060 ＪＬタンブダー プレテンションスラブ橋用型枠　端部処理用 Ｗ－２０Ｎ 樹脂製 ジャパンライフ ＪＬタンブダー端部処理　樹脂製 Ｗ－２０Ｎ 個 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405152070 ＪＬタンブダー プレテンションスラブ橋用型枠　端部処理用 Ｗ－３０ 樹脂製 ジャパンライフ ＪＬタンブダー端部処理　樹脂製 Ｗ－３０ 個 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405152080 ＪＬタンブダー プレテンションスラブ橋用型枠　端部処理用 Ｗ－５０ 樹脂製 ジャパンライフ ＪＬタンブダー端部処理　樹脂製 Ｗ－５０ 個 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405152090 ＪＬタンブダー プレテンションスラブ橋用型枠　端部処理用 Ｗ－７０ 樹脂製 ジャパンライフ ＪＬタンブダー端部処理　樹脂製 Ｗ－７０ 個 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405152100 ＪＬタンブダー プレテンションスラブ橋用型枠　端部処理用 Ｗ－９０１０ 樹脂製 ジャパンライフ ＪＬタンブダー端部処理　樹脂製 Ｗ－９０１０ 個 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405153010 亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 ＳＧＣＣ　０．５×Ｗ２０×１，８２９ 金属製 メタル機材 亜鉛板型枠　ＳＧＣＣ　金属製 ０．５×Ｗ２０×１８２９ 枚 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405153020 亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 ＳＧＣＣ　０．５×Ｗ３０×１，８２９ 金属製 メタル機材 亜鉛板型枠　ＳＧＣＣ　金属製 ０．５×Ｗ３０×１８２９ 枚 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405153030 亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 ＳＧＣＣ　０．５×Ｗ４０×１，８２９ 金属製 メタル機材 亜鉛板型枠　ＳＧＣＣ　金属製 ０．５×Ｗ４０×１８２９ 枚 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405153040 亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 ＳＧＣＣ　０．５×Ｗ５０×１，８２９ 金属製 メタル機材 亜鉛板型枠　ＳＧＣＣ　金属製 ０．５×Ｗ５０×１８２９ 枚 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405153050 亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 ＳＧＣＣ　１．０×Ｗ６０×１，８２９ 金属製 メタル機材 亜鉛板型枠　ＳＧＣＣ　金属製 １×Ｗ６０×１８２９ 枚 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405153060 亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 ＳＧＣＣ　１．０×Ｗ７０×１，８２９ 金属製 メタル機材 亜鉛板型枠　ＳＧＣＣ　金属製 １×Ｗ７０×１８２９ 枚 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405153070 亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 ＳＧＣＣ　１．０×Ｗ８０×１，８２９ 金属製 メタル機材 亜鉛板型枠　ＳＧＣＣ　金属製 １×Ｗ８０×１８２９ 枚 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材

コンクリート構造物用型枠―ブランド品― 0405153080 亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 ＳＧＣＣ　１．０×Ｗ９０×１，８２９ 金属製 メタル機材 亜鉛板型枠　ＳＧＣＣ　金属製 １×Ｗ９０×１８２９ 枚 999 × ○ 0405 紙製他型枠せき板材
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金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401050130
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１　Ｈ（Ｗ）：１００ Ｃ５１１５＋Ｃ３１１５ 長１，５
００ｍｍ １５．２ｋｇ／組

ハンチフォーム１：１ Ｈ（Ｗ）：１００ 組 999 × ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401050140
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１　Ｈ（Ｗ）：１５０ Ｃ５１１５＋Ｃ５１１５ 長１，５
００ｍｍ １５．８ｋｇ／組

ハンチフォーム１：１ Ｈ（Ｗ）：１５０ 組 999 × ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401050150
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１　Ｈ（Ｗ）：２００ Ｃ５１１５＋Ｆ１４１５＋Ｃ３１１
５ 長１，５００ｍｍ ２２．９ｋｇ／組

ハンチフォーム１：１ Ｈ（Ｗ）：２００ 組 999 × ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401050160
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１　Ｈ（Ｗ）：２５０ Ｃ５１１５＋Ｆ１４１５＋Ｃ５１１
５ 長１，５００ｍｍ ２３．５ｋｇ／組

ハンチフォーム１：１ Ｈ（Ｗ）：２５０ 組 999 × ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401050170
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１　Ｈ（Ｗ）：３００ Ｃ５１１５＋Ｆ２１１５＋Ｃ５１１
５ 長１，５００ｍｍ ２７．４ｋｇ／組

ハンチフォーム１：１ Ｈ（Ｗ）：３００ 組 999 × ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401050180
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１　Ｈ（Ｗ）：３５０ Ｃ５１１５＋Ｆ１４１５＋Ｆ１４１
５＋Ｃ５１１５ 長１，５００ｍｍ ３１．２ｋｇ／組

ハンチフォーム１：１ Ｈ（Ｗ）：３５０ 組 999 × ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401050190
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１　Ｈ（Ｗ）：４００ Ｃ５１１５＋Ｆ１４１５＋Ｆ２１１
５＋Ｃ５１１５ 長１，５００ｍｍ ３５．１ｋｇ／組

ハンチフォーム１：１ Ｈ（Ｗ）：４００ 組 999 × ○ 0401 鋼製型枠せき板材

金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） 0401050200
金属製型枠パネル（鋼製型枠パネル） ハンチフォーム １：１　Ｈ（Ｗ）：４５０ Ｃ５１１５＋Ｆ２１１５＋Ｆ２１１
５＋Ｃ５１１５ 長１，５００ｍｍ ３９．０ｋｇ／組

ハンチフォーム１：１ Ｈ（Ｗ）：４５０ 組 999 × ○ 0401 鋼製型枠せき板材

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011688 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長１２０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　１２０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011690 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長１８０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　１８０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011678 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長２５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　２５０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011692 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長３５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　３５０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011694 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長４５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　４５０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011696 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長５５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　５５０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011698 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長６００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　６００ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011680 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長６５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　６５０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011700 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長７００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　７００ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011702 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長７５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　７５０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物
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型枠締付け金物―ブランド品― 0409011704 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長８００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　８００ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011682 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長８５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　８５０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011706 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長９００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　９００ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011708 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長９５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　９５０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011684 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長１，３００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　１３００ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011686 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－８　長１，８００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－８　１８００ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011710 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長１００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　１００ｍｍ　土木用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011712 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長１２０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　１２０ｍｍ　土木用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011714 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長１５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　１５０ｍｍ　土木用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011716 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長１８０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　１８０ｍｍ　土木用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011718 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長２５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　２５０ｍｍ　土木用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011720 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長３５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　３５０ｍｍ　土木用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011722 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長４５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　４５０ｍｍ　土木用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011724 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長５５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　５５０ｍｍ　土木用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011726 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長６００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　６００ｍｍ　土木用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011728 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長６５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　６５０ｍｍ　土木用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011730 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長７００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　７００ｍｍ　土木用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011732 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長７５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　７５０ｍｍ　土木用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物
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型枠締付け金物―ブランド品― 0409011734 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長８００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　８００ｍｍ　土木用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011736 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長８５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　８５０ｍｍ　土木用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011738 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長９００ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　９００ｍｍ　土木用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011740 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｂ型－９　長９５０ｍｍ×Ｗ３／８　土木用 岡部 丸セパレーター Ｂ型－９　９５０ｍｍ　土木用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011742 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長１２０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　１２０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011744 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長１８０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　１８０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011746 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長２５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　２５０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011748 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長３５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　３５０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011750 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長４５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　４５０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011752 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長５５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　５５０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011754 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長６００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　６００ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011756 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長６５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　６５０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011758 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長７００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　７００ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011760 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長７５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　７５０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011762 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長８００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　８００ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011764 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長８５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　８５０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011766 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長９００ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　９００ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011768 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｃ型－８　長９５０ｍｍ×Ｗ５／１６　建築用 岡部 丸セパレーター Ｃ型－８　９５０ｍｍ　建築用 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物
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型枠締付け金物―ブランド品― 0409011770 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長１００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　１００ｍｍ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011772 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長１２０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　１２０ｍｍ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011774 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長１５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　１５０ｍｍ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011776 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長１８０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　１８０ｍｍ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011778 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長２５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　２５０ｍｍ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011780 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長３５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　３５０ｍｍ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011782 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長４５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　４５０ｍｍ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011784 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長５５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　５５０ｍｍ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011786 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長６００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　６００ｍｍ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011788 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長６５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　６５０ｍｍ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011790 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長７００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　７００ｍｍ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011792 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長７５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　７５０ｍｍ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011794 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長８００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　８００ｍｍ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011796 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長８５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　８５０ｍｍ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011798 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長９００ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　９００ｍｍ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011800 型枠締付け金物 丸セパレーター Ｄ型－１２　長９５０ｍｍ×Ｗ１／２ 岡部 丸セパレーター Ｄ型－１２　９５０ｍｍ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011674 型枠締付け金物 フォームタイ Ｋ型　８－２Ｐ 岡部 フォームタイ Ｋ型　８－２Ｐ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011672 型枠締付け金物 フォームタイ Ｋ型　８－２Ｌ 岡部 フォームタイ Ｋ型　８－２Ｌ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物
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型枠締付け金物―ブランド品― 0409011670 型枠締付け金物 フォームタイ Ｋ型　８－３Ｌ 岡部 フォームタイ Ｋ型　８－３Ｌ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011676 型枠締付け金物 フォームタイ Ｋ型　９－３Ｌ 岡部 フォームタイ Ｋ型　９－３Ｌ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011565 型枠締付け金物 フォームタイ Ｄ型　３６０ 岡部 フォームタイ Ｄ型　３６０ 本 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011804 型枠締付け金物 Ｐコン １２　８　（ツブシツキ）　Ｗ５／１６ 岡部 Ｐコン １２　８　（ツブシツキ） 個 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011656 型枠締付け金物 Ｐコン １２　９　Ｗ３／８ 岡部 Ｐコン １２　９　Ｗ３／８ 個 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011650 型枠締付け金物 Ｐコン １６　８　Ｗ５／１６ 岡部 Ｐコン １６　８　Ｗ５／１６ 個 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011658 型枠締付け金物 Ｐコン １６　９　Ｗ３／８ 岡部 Ｐコン １６　９　Ｗ３／８ 個 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011652 型枠締付け金物 Ｐコン ２４　８　Ｗ５／１６ 岡部 Ｐコン ２４　８　Ｗ５／１６ 個 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011660 型枠締付け金物 Ｐコン ２４　９　Ｗ３／８ 岡部 Ｐコン ２４　９　Ｗ３／８ 個 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011802 型枠締付け金物 Ｐコン ハリ　８　Ｗ５／１６ 岡部 Ｐコン ハリ　８　Ｗ５／１６ 個 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011654 型枠締付け金物 Ｐコン ハリ　９　Ｗ３／８ 岡部 Ｐコン ハリ　９　Ｗ３／８ 個 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011640 型枠締付け金物 軸足 １２　９　Ｗ３／８ 岡部 軸足 １２　９　Ｗ３／８ 個 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011636 型枠締付け金物 軸足 １６　８　Ｗ５／１６ 岡部 軸足 １６　８　Ｗ５／１６ 個 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011642 型枠締付け金物 軸足 １６　９　Ｗ３／８ 岡部 軸足 １６　９　Ｗ３／８ 個 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011638 型枠締付け金物 軸足 ２４　８　Ｗ５／１６ 岡部 軸足 ２４　８　Ｗ５／１６ 個 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011644 型枠締付け金物 軸足 ２４　９　Ｗ３／８ 岡部 軸足 ２４　９　Ｗ３／８ 個 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011601 型枠締付け金物 ＫＫ座金１Ｓ－６０ 岡部 ＫＫ座金 １Ｓ－６０ 枚 999 × ○ 0409 型枠締付金物

型枠締付け金物―ブランド品― 0409011666 型枠締付け金物 ＫＫ座金１－５０ 岡部 ＫＫ座金 １－５０ 枚 999 × ○ 0409 型枠締付金物
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型枠締付け金物―ブランド品― 0409011668 型枠締付け金物 ＫＫ座金１Ｓ－５０ 岡部 ＫＫ座金 １Ｓ－５０ 枚 999 × ○ 0409 型枠締付金物

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507019002 ポリドウナツ 鉄筋径１０ ×かぶり５０ｍｍ 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１０×かぶり５０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507019006 ポリドウナツ 鉄筋径１０ ×かぶり６０ｍｍ 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１０×かぶり６０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507019008 ポリドウナツ 鉄筋径１３ ×かぶり２０ｍｍ 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１３×かぶり２０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507019014 ポリドウナツ 鉄筋径１３ ×かぶり７０ｍｍ 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１３×かぶり７０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507019016 ポリドウナツ 鉄筋径１３ ×かぶり７５ｍｍ 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１３×かぶり７５ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507019018 ポリドウナツ 鉄筋径１３ ×かぶり９５ｍｍ 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１３×かぶり９５ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507019020 ポリドウナツ 鉄筋径１６ ×かぶり３０ｍｍ 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１６×かぶり３０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507019022 ポリドウナツ 鉄筋径１６ ×かぶり６０ｍｍ 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１６×かぶり６０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507019024 ポリドウナツ 鉄筋径１６ ×かぶり９５ｍｍ 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１６×かぶり９５ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507019026 ポリドウナツ 鉄筋径１９ ×かぶり５０ｍｍ 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１９×かぶり５０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507019028 ポリドウナツ 鉄筋径１９ ×かぶり６０ｍｍ 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径１９×かぶり６０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507019030 ポリドウナツ 鉄筋径２２ ×かぶり５０ｍｍ 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径２２×かぶり５０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

合成樹脂スペーサー―ブランド品― 0507019032 ポリドウナツ 鉄筋径２２ ×かぶり６０ｍｍ 丸井産業 合成樹脂スペーサーポリドウナツ 鉄筋径２２×かぶり６０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029402 上筋用スペーサー 高５０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ５０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029404 上筋用スペーサー 高７０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ７０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029406 上筋用スペーサー 高９０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ９０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029408 上筋用スペーサー 高１１０ｍｍ ３００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１１０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー
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鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029410 上筋用スペーサー 高１３０ｍｍ ２５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１３０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029412 上筋用スペーサー 高１４０ｍｍ ２００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１４０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029414 上筋用スペーサー 高１６０ｍｍ ２００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１６０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029416 上筋用スペーサー 高１７０ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１７０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029418 上筋用スペーサー 高１８０ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１８０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029420 上筋用スペーサー 高１９０ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１９０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029422 上筋用スペーサー 高２００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029424 上筋用スペーサー 高２５０ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029426 上筋用スペーサー 高３００ｍｍ 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ３００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029436 上筋用スペーサー（防錆） 高５０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ５０ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029438 上筋用スペーサー（防錆） 高７０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ７０ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029440 上筋用スペーサー（防錆） 高９０ｍｍ ４００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ９０ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029442 上筋用スペーサー（防錆） 高１１０ｍｍ ２５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１１０ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029444 上筋用スペーサー（防錆） 高１３０ｍｍ ２００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１３０ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029446 上筋用スペーサー（防錆） 高１４０ｍｍ ２００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１４０ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029448 上筋用スペーサー（防錆） 高１６０ｍｍ １５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１６０ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029450 上筋用スペーサー（防錆） 高１７０ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１７０ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029452 上筋用スペーサー（防錆） 高１８０ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１８０ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー
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鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029454 上筋用スペーサー（防錆） 高１９０ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ１９０ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029456 上筋用スペーサー（防錆） 高２００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ２００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029458 上筋用スペーサー（防錆） 高２５０ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ２５０ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029460 上筋用スペーサー（防錆） 高３００ｍｍ 岡部 鋼製スペーサー　上筋用 Ｈ３００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029302 下筋用スペーサー 高１０ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　下筋用 Ｈ１０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029304 下筋用スペーサー 高１５ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　下筋用 Ｈ１５ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029306 下筋用スペーサー 高２５ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　下筋用 Ｈ２５ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029308 下筋用スペーサー 高３５ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　下筋用 Ｈ３５ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029314 下筋用スペーサー（防錆） 高２５ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　下筋用 Ｈ２５ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029316 下筋用スペーサー（防錆） 高３５ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　下筋用 Ｈ３５ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029226 壁・柱用スペーサー（防錆） かぶり６０ｍｍ ２５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　壁・柱用 かぶり６０ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029228 壁・柱用スペーサー（防錆） かぶり７０ｍｍ ２５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　壁・柱用 かぶり７０ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029002 バー型スペーサー 高３０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ３０×Ｌ９００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029004 バー型スペーサー 高４０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ４０×Ｌ９００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029006 バー型スペーサー 高５０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ５０×Ｌ９００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029008 バー型スペーサー 高６０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ６０×Ｌ９００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029010 バー型スペーサー 高７０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ７０×Ｌ９００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029012 バー型スペーサー 高８０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ８０×Ｌ９００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー
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鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029014 バー型スペーサー 高９０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ９０×Ｌ９００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029016 バー型スペーサー 高１００×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ１００×Ｌ９００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029018 バー型スペーサー 高１１０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ１１０×Ｌ９００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029020 バー型スペーサー 高１２０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ１２０×Ｌ９００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029022 バー型スペーサー 高１３０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ１３０×Ｌ９００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029024 バー型スペーサー 高１４０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ１４０×Ｌ９００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029026 バー型スペーサー 高１５０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ１５０×Ｌ９００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029028 バー型スペーサー 高１６０×長９００ｍｍ ４０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ１６０×Ｌ９００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029030 バー型スペーサー 高１７０×長９００ｍｍ ３５個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ１７０×Ｌ９００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029044 バー型スペーサー（防錆） 高４０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ４０×Ｌ９００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029046 バー型スペーサー（防錆） 高５０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ５０×Ｌ９００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029048 バー型スペーサー（防錆） 高６０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ６０×Ｌ９００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029050 バー型スペーサー（防錆） 高７０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ７０×Ｌ９００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029052 バー型スペーサー（防錆） 高９０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ９０×Ｌ９００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029054 バー型スペーサー（防錆） 高１００×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ１００×Ｌ９００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029056 バー型スペーサー（防錆） 高１１０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ１１０×Ｌ９００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029058 バー型スペーサー（防錆） 高１３０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ１３０×Ｌ９００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029060 バー型スペーサー（防錆） 高１４０×長９００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ１４０×Ｌ９００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー
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鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029062 バー型スペーサー（防錆） 高１６０×長９００ｍｍ ４０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ１６０×Ｌ９００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507029064 バー型スペーサー（防錆） 高１７０×長９００ｍｍ ３５個／箱 岡部 鋼製スペーサー　バー型 Ｈ１７０×Ｌ９００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028902 Ｓ型金物 鉄筋径２２用×高５５ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　Ｓ型金物 鉄筋径２２用×Ｈ５５ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028904 Ｓ型金物 鉄筋径２５用×高１００ｍｍ ５００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　Ｓ型金物 鉄筋径２５用×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028804 デッキプレート用スペーサー 間隔２３０ｍｍ×径１３ｍｍ １００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　デッキＰＬ用 間隔２３０×径１３ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028702 メッシュ受け 高５０ｍｍ×長３００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　メッシュ受け Ｈ５０×Ｌ３００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028704 メッシュ受け 高６０ｍｍ×長３００ｍｍ ５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　メッシュ受け Ｈ６０×Ｌ３００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028034 柱用スペーサー（防錆） かぶり６０ｍｍ ２５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　柱用 かぶり６０ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028036 柱用スペーサー（防錆） かぶり７０ｍｍ ２５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　柱用 かぶり７０ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028204 柱筋コーナーフック 高２５ｍｍ×長７０ｍｍ ２５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　柱筋コーナー Ｈ２５×Ｌ７０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028206 柱筋コーナーフック 高２５ｍｍ×長８０ｍｍ ２５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　柱筋コーナー Ｈ２５×Ｌ８０ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028416 はり用（シングル）（防錆） 高３０ｍｍ×長３００ｍｍ ２５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用シングル Ｈ３０×Ｌ３００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028418 はり用（シングル）（防錆） 高４０ｍｍ×長３００ｍｍ ２００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用シングル Ｈ４０×Ｌ３００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028420 はり用（シングル）（防錆） 高５０ｍｍ×長３００ｍｍ ２００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用シングル Ｈ５０×Ｌ３００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028422 はり用（シングル）（防錆） 高６０ｍｍ×長３００ｍｍ ２００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用シングル Ｈ６０×Ｌ３００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028424 はり用（シングル）（防錆） 高７０ｍｍ×長３００ｍｍ １５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用シングル Ｈ７０×Ｌ３００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028426 はり用（シングル）（防錆） 高８０ｍｍ×長３００ｍｍ １５０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用シングル Ｈ８０×Ｌ３００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028432 はり用（ダブル） 高４０ｍｍ×長３００ｍｍ １００個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用ダブル Ｈ４０×Ｌ３００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー
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鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028434 はり用（ダブル） 高５０ｍｍ×長３００ｍｍ ８０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用ダブル Ｈ５０×Ｌ３００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028436 はり用（ダブル） 高６０ｍｍ×長３００ｍｍ ８０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用ダブル Ｈ６０×Ｌ３００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028438 はり用（ダブル） 高７０ｍｍ×長３００ｍｍ ８０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用ダブル Ｈ７０×Ｌ３００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028440 はり用（ダブル） 高８０ｍｍ×長３００ｍｍ ６０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用ダブル Ｈ８０×Ｌ３００ｍｍ 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028448 はり用（ダブル）（防錆） 高５０ｍｍ×長３００ｍｍ ８０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用ダブル Ｈ５０×Ｌ３００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028450 はり用（ダブル）（防錆） 高６０ｍｍ×長３００ｍｍ ８０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用ダブル Ｈ６０×Ｌ３００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028452 はり用（ダブル）（防錆） 高７０ｍｍ×長３００ｍｍ ８０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用ダブル Ｈ７０×Ｌ３００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028454 はり用（ダブル）（防錆） 高８０ｍｍ×長３００ｍｍ ６０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用ダブル Ｈ８０×Ｌ３００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

鋼製スペーサー―ブランド品― 0507028456 はり用（ダブル）（防錆） 高９０ｍｍ×長３００ｍｍ ６０個／箱 岡部 鋼製スペーサー　はり用ダブル Ｈ９０×Ｌ３００ｍｍ　防錆 個 999 × ○ 0507 スペーサー

土のう 0013010070 麻袋土のう 幅６０ｃｍ×長１０５ｃｍ 麻袋土のう ６０×１０５ｃｍ 枚 999 × ○ 0013 土のう

接着剤【公表価格】 0927013552 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２４２０ クラック注入用 容量３ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥ２４２０ ｋｇ 999 × ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013554 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２４２０Ｄ クラック注入用 容量３ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥ２４２０Ｄ ｋｇ 999 × ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013556 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２６０１ クラック注入用 容量３ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥ２６０１ ｋｇ 999 × ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013558 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２３００Ｊ 鋼板接着注入用　アンカー用 容量１５ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥ２３００Ｊ ｋｇ 999 × ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013560 接着剤 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２９００Ｊ アンカー用 容量６ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥ２９００Ｊ ｋｇ 999 × ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013562 接着剤 打ち継ぎ用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ１２００ 打ち継ぎ用 容量６ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥ１２００ ｋｇ 999 × ○ 0927 接着剤

接着剤【公表価格】 0927013564 接着剤 一般工事用 エポキシ樹脂系 ボンドＥ２５８Ｒ 鋼板接着用 容量６ｋｇ コニシ 接着剤 ボンドＥ２５８Ｒ ｋｇ 999 × ○ 0927 接着剤

連続繊維シート・メッシュ 0957010128
炭素繊維シート 炭素繊維シート（２方向） 繊維目付量２００ｇ／ｍ２　引張強度２，９００Ｎ／ｍｍ２　引張弾性率
２．３０×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．０５５６ｍｍ ★ 日鉄ケミカル＆マテリアル，三菱ケミカルインフラテッ
ク，東レ，前田工繊

炭素繊維シート　２方向 目付量２００　引張強度２９００ ｍ２ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材
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連続繊維シート・メッシュ 0957010130
炭素繊維シート 炭素繊維シート（２方向） 繊維目付量３００ｇ／ｍ２　引張強度２，９００Ｎ／ｍｍ２　引張弾性率
２．３０×１０＾５Ｎ／ｍｍ２　設計厚０．０８３３ｍｍ ★ 日鉄ケミカル＆マテリアル，三菱ケミカルインフラテッ
ク，東レ，前田工繊

炭素繊維シート　２方向 目付量３００　引張強度２９００ ｍ２ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

一般建築用塗料 0703310516 化粧シート用プライマー 水性 色－ 比重－ 標準使用量（ハケ）－ 化粧シート用プライマー 水性 リットル 999 × ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310518 化粧シート用プライマー 合成樹脂 色－ 比重－ 標準使用量（ハケ）－ 化粧シート用プライマー 合成樹脂 リットル 999 × ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310520 化粧シート用プライマー 合成ゴム 色－ 比重－ 標準使用量（ハケ）－ 化粧シート用プライマー 合成ゴム リットル 999 × ○ 0703 一般建築用塗料

一般建築用塗料 0703310522 目止め剤 綿布巻き用 色－ 比重－ 標準使用量（ハケ）－ 目止め剤 綿布巻き用 ｋｇ 999 × ○ 0703 一般建築用塗料

希釈剤 0707202180 フェノール樹脂ＭＩＯ塗料用シンナー 比重０．７９ シンナー フェノール樹脂ＭＩＯ塗料用 リットル 999 × ○ 0707 溶剤

希釈剤 0707202170 フタル酸樹脂塗料用シンナー 比重０．７９ シンナー フタル酸樹脂塗料用 リットル 999 × ○ 0707 溶剤

ブラスト材 0710010010 ブラスト材 グリッド ブラスト材 グリッド ｋｇ 999 × ○ 0710 塗装前（下地）処理材料

ブラスト材 0710010040 ブラスト材 ショット ブラスト材 ショット ｋｇ 999 × ○ 0710 塗装前（下地）処理材料

ブラスト材 0710010020 ブラスト材 サンド ブラスト材 サンド ｋｇ 999 × ○ 0710 塗装前（下地）処理材料

ブラスト材 0710010030 ブラスト材 ガーネット ブラスト材 ガーネット ｋｇ 999 × ○ 0710 塗装前（下地）処理材料

ブラスト材 0710010032 ブラスト材 フェロニッケルスラグ ブラスト材 フェロニッケルスラグ ｋｇ 999 × ○ 0710 塗装前（下地）処理材料

研磨紙 0710020010 研磨紙 Ｐ１２０～４００　２３０×２８０ｍｍ 研磨紙 Ｐ１２０～４００ 枚 999 × ○ 0710 塗装前（下地）処理材料

研磨紙 0710020020 研磨紙 Ｐ１６０～４８０　耐水　２３０×２８０ｍｍ 研磨紙 Ｐ１６０～４８０　耐水 枚 999 × ○ 0710 塗装前（下地）処理材料

アスファルト混合物 1103162040 再生アスファルト混合物 密粒度２０Ｆ 再生アスファルト混合物 密粒度２０Ｆ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103162060 再生アスファルト混合物 密粒度ギャップ２０Ｆ 再生アスファルト混合物 密粒度ギャップ２０Ｆ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103162050 再生アスファルト混合物 密粒度ギャップ１３Ｆ 再生アスファルト混合物 密粒度ギャップ１３Ｆ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103163030 再生アスファルト混合物 細粒度ギャップ１３Ｆ 再生アスファルト混合物 細粒度ギャップ１３Ｆ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材
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アスファルト混合物 1103162080 再生アスファルト混合物 密粒度２０Ｔ 再生アスファルト混合物 密粒度２０Ｔ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103162070 再生アスファルト混合物 密粒度１３Ｔ 再生アスファルト混合物 密粒度１３Ｔ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103164010 再生アスファルト混合物 改質Ⅰ型 粗粒度２０ 再生アスファルト混合物 改質１型　粗粒度２０ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103164020 再生アスファルト混合物 改質Ⅱ型 粗粒度２０ 再生アスファルト混合物 改質２型　粗粒度２０ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103164030 再生アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度２０ 再生アスファルト混合物 改質２型　密粒度２０ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103164040 再生アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度２０Ｔ 再生アスファルト混合物 改質２型　密粒度２０Ｔ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103164050 再生アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度１３Ｔ 再生アスファルト混合物 改質２型　密粒度１３Ｔ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103042050 アスファルト混合物 密粒度ギャップ２０ アスファルト混合物 密粒度ギャップ２０ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103042060 アスファルト混合物 密粒度ギャップ１３ アスファルト混合物 密粒度ギャップ１３ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103042070 アスファルト混合物 密粒度ギャップ２０Ｆ アスファルト混合物 密粒度ギャップ２０Ｆ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103042080 アスファルト混合物 密粒度ギャップ１３Ｆ アスファルト混合物 密粒度ギャップ１３Ｆ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103043030 アスファルト混合物 細粒度ギャップ２０Ｆ アスファルト混合物 細粒度ギャップ２０Ｆ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103043040 アスファルト混合物 細粒度ギャップ１３Ｆ アスファルト混合物 細粒度ギャップ１３Ｆ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103042090 アスファルト混合物 密粒度２０Ｔ アスファルト混合物 密粒度２０Ｔ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103042100 アスファルト混合物 密粒度１３Ｔ アスファルト混合物 密粒度１３Ｔ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103045010 アスファルト混合物 開粒度２０ アスファルト混合物 開粒度２０ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044030 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 粗粒度２０ アスファルト混合物 改質１型　粗粒度２０ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044040 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 密粒度２０ アスファルト混合物 改質１型　密粒度２０ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材
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アスファルト混合物 1103044045 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 密粒度２０Ｆ アスファルト混合物 改質１型　密粒度２０Ｆ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044050 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 密粒度ギャップ１３ アスファルト混合物 改質１型　密粒度ギャップ１３ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044065 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 密粒度ギャップ１３Ｆ アスファルト混合物 改質１型　密粒度ギャップ１３Ｆ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044055 アスファルト混合物 改質Ⅰ型 開粒度１３ アスファルト混合物 改質１型　開粒度１３ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044060 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 粗粒度２０ アスファルト混合物 改質２型　粗粒度２０ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044080 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度ギャップ１３ アスファルト混合物 改質２型　密粒度ギャップ１３ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044085 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度ギャップ１３Ｆ アスファルト混合物 改質２型　密粒度ギャップ１３Ｆ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044100 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度２０Ｔ アスファルト混合物 改質２型　密粒度２０Ｔ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103044090 アスファルト混合物 改質Ⅱ型 密粒度１３Ｔ アスファルト混合物 改質２型　密粒度１３Ｔ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103047010 アスファルト混合物 ＡＣ－１００ 粗粒度２０ アスファルト混合物 ＡＣ－１００　粗粒度２０ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103047020 アスファルト混合物 ＡＣ－１００ 密粒度２０ アスファルト混合物 ＡＣ－１００　密粒度２０ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103047030 アスファルト混合物 ＡＣ－１００ 密粒度１３ アスファルト混合物 ＡＣ－１００　密粒度１３ ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

アスファルト混合物 1103048010 アスファルト混合物 アスファルト合材割増額 夜間割増 アスファルト混合物 夜間割増額 ｔ 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140240 スリップバー φ１６×１，０００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径１６×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140250 スリップバー φ１９×１，０００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径１９×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140260 スリップバー φ２２×１，０００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２２×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140270 スリップバー φ２５×１，０００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２５×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140280 スリップバー φ２８×５５０ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２８×５５０ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材
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コンクリート舗装金具 1103140290 スリップバー φ３２×５５０ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径３２×５５０ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140300 スリップバー φ３２×６００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径３２×６００ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140310 スリップバー φ３８×６５０ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径３８×６５０ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140320 スリップバー φ３８×７５０ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径３８×７５０ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140330 スリップバー φ４２×８００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径４２×８００ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140340 スリップバー（ネジ付き） φ２８×５５０ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径２８×５５０ｍｍ　ネジ付き 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140350 スリップバー（ネジ付き） φ３２×５５０ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径３２×５５０ｍｍ　ネジ付き 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140360 スリップバー（ネジ付き） φ３２×６００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径３２×６００ｍｍ　ネジ付き 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140370 スリップバー（ネジ付き） φ３８×６５０ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径３８×６５０ｍｍ　ネジ付き 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140380 スリップバー（ネジ付き） φ３８×７５０ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径３８×７５０ｍｍ　ネジ付き 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140390 スリップバー（ネジ付き） φ３８×８００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径３８×８００ｍｍ　ネジ付き 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140400 スリップバー（ネジ付き） φ４２×８００ｍｍ コンクリ舗装金具　スリップバー 径４２×８００ｍｍ　ネジ付き 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140670 タイバー Ｄ１９×１，０００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ１９×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140870 タイバー（踏掛版用） Ｄ２２×１，０００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２２×１０００ｍｍ　踏掛版用 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140680 タイバー Ｄ２５×５００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２５×５００ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140690 タイバー Ｄ２５×８００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２５×８００ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140700 タイバー Ｄ２９×５５０ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２９×５５０ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140710 タイバー Ｄ３２×６００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ３２×６００ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材
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コンクリート舗装金具 1103140720 タイバー Ｄ３２×１，０００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ３２×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140730 タイバー Ｄ３８×６５０ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ３８×６５０ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140740 タイバー Ｄ３８×７５０ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ３８×７５０ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140750 タイバー Ｄ４１×８００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ４１×８００ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140760 タイバー Ｄ４１×８５０ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ４１×８５０ｍｍ 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140770 タイバー（ネジ付き） Ｄ２５×５００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２５×５００ｍｍ　ネジ付き 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140780 タイバー（ネジ付き） Ｄ２５×８００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２５×８００ｍｍ　ネジ付き 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140790 タイバー（ネジ付き） Ｄ２９×５５０ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ２９×５５０ｍｍ　ネジ付き 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140810 タイバー（ネジ付き） Ｄ３２×６００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ３２×６００ｍｍ　ネジ付き 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140820 タイバー（ネジ付き） Ｄ３２×１，０００ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ３２×１０００ｍｍ　ネジ付き 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140830 タイバー（ネジ付き） Ｄ３８×６５０ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ３８×６５０ｍｍ　ネジ付き 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140840 タイバー（ネジ付き） Ｄ３８×７５０ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ３８×７５０ｍｍ　ネジ付き 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103140850 タイバー（ネジ付き） Ｄ４１×８５０ｍｍ コンクリ舗装金具　タイバー Ｄ４１×８５０ｍｍ　ネジ付き 本 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103141040 スリップバー用キャップ φ１６×１００ｍｍ コンクリ舗装金具スリップバー用 キャップ　径１６×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103141050 スリップバー用キャップ φ１９×１００ｍｍ コンクリ舗装金具スリップバー用 キャップ　径１９×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103141060 スリップバー用キャップ φ２２×１００ｍｍ コンクリ舗装金具スリップバー用 キャップ　径２２×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1103 舗設材

コンクリート舗装金具 1103141070 スリップバー用キャップ φ３８×１５０ｍｍ コンクリ舗装金具スリップバー用 キャップ　径３８×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1103 舗設材

路盤紙 1101043010 路盤紙 ポリエチレンシート 厚０．１ｍｍ 路盤紙 ポリエチレンシート　Ｔ０．１ ｍ２ 999 × ○ 1101 路床・路盤材
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路盤紙 1101043020 路盤紙 ポリエチレンシート 厚０．１５ｍｍ 路盤紙 ポリエチレンシート　Ｔ０．１５ ｍ２ 999 × ○ 1101 路床・路盤材

路盤紙 1101043030 路盤紙 ポリエチレンシート 厚０．２ｍｍ 路盤紙 ポリエチレンシート　Ｔ０．２ ｍ２ 999 × ○ 1101 路床・路盤材

視線誘導標 1109071652 視線誘導標 デリネーター 構造物建込形式 反射体　両面　φ３００ｍｍ ベースプレート式 デリネーター　構造物建込　両面 反射径３００　ベースプレート式 本 999 × ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109121070
車線分離標 ラバーポール 可変式（穿孔式）（１本脚） 外径φ８０×高４００ｍｍ　ベース径φ２００ｍｍ 表面保護
層無

車線分離標　ラバーポール可変式 径８０×Ｈ４００ベース径２００ 本 999 × ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109121080
車線分離標 ラバーポール 可変式（穿孔式）（１本脚） 外径φ８０×高６５０ｍｍ　ベース径φ２００ｍｍ 表面保護
層無

車線分離標　ラバーポール可変式 径８０×Ｈ６５０ベース径２００ 本 999 × ○ 1109 道路標識・標示材

車線分離標 1109121090
車線分離標 ラバーポール 可変式（穿孔式）（１本脚） 外径φ８０×高８００ｍｍ　ベース径φ２００ｍｍ 表面保護
層無

車線分離標　ラバーポール可変式 径８０×Ｈ８００ベース径２００ 本 999 × ○ 1109 道路標識・標示材

道路反射鏡 1121281002 道路反射鏡 曇り防止機能付 スッキリミラー ２４Ｍ ＳＫＭ－８００ 協和製作所 道路反射鏡　曇り防止機能付 スッキリミラー　ＳＫＭ－８００ 面 999 × ○ 1121 保安用品

道路反射鏡 1121281004 道路反射鏡 曇り防止機能付 スッキリミラー ２４Ｍ ＳＫＭ－１，０００ 協和製作所 道路反射鏡　曇り防止機能付 スッキリミラー　ＳＫＭ１０００ 面 999 × ○ 1121 保安用品

道路反射鏡 1121281102 道路反射鏡 曇り防止機能付 ゴコウどらい 丸φ６００　ＧＤＣ６００ ★ ゴコウ 道路反射鏡　曇り防止機能付 ゴコウどらい　ＧＤＣ６００ 面 999 × ○ 1121 保安用品

道路反射鏡 1121281104 道路反射鏡 曇り防止機能付 ゴコウどらい 丸φ８００　ＧＤＣ８００ ★ ゴコウ 道路反射鏡　曇り防止機能付 ゴコウどらい　ＧＤＣ８００ 面 999 × ○ 1121 保安用品

道路反射鏡 1121281106 道路反射鏡 曇り防止機能付 ゴコウどらい 角４５０×６００　ＧＤＳ６００ ★ ゴコウ 道路反射鏡　曇り防止機能付 ゴコウどらい　ＧＤＳ６００ 面 999 × ○ 1121 保安用品

道路反射鏡 1121281502 道路反射鏡 曇り防止機能付 アルプスミラー 丸φ６００ ★ 横澤製作所 道路反射鏡　曇り防止機能付 アルプスミラー　丸径６００ 面 999 × ○ 1121 保安用品

道路反射鏡 1121281504 道路反射鏡 曇り防止機能付 アルプスミラー 丸φ８００ ★ 横澤製作所 道路反射鏡　曇り防止機能付 アルプスミラー　丸径８００ 面 999 × ○ 1121 保安用品

道路反射鏡 1121281506 道路反射鏡 曇り防止機能付 アルプスミラー 丸φ１，０００ ★ 横澤製作所 道路反射鏡　曇り防止機能付 アルプスミラー　丸径１０００ 面 999 × ○ 1121 保安用品

道路反射鏡 1121281508 道路反射鏡 曇り防止機能付 アルプスミラー 角４５０×６００ ★ 横澤製作所 道路反射鏡　曇り防止機能付 アルプスミラー角４５０×６００ 面 999 × ○ 1121 保安用品

道路反射鏡 1121281510 道路反射鏡 曇り防止機能付 アルプスミラー 角６００×８００ ★ 横澤製作所 道路反射鏡　曇り防止機能付 アルプスミラー角６００×８００ 面 999 × ○ 1121 保安用品

標準型ガードレール 1111021340 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ 塗装（景観色） ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－ＳＳ－２Ｅ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021342 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ 塗装（景観色） ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－ＳＡ－３Ｅ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール 1111021344 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ 塗装（景観色） ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－ＳＢ－２Ｅ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021346 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ 塗装（景観色） ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－ＳＣ－４Ｅ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021305 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装（景観色） ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021310 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ 塗装（景観色） ガードレール　路側・土中用 旧Ｇｒ－Ａ－４ＥＳ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021315 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装（景観色） ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021320 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ 塗装（景観色） ガードレール　路側・土中用 旧Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021325 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装（景観色） ガードレール　路側・土中用 新Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111021330 標準型ガードレール 路側用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ 塗装（景観色） ガードレール　路側・土中用 旧Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022340 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022342 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＳ－１Ｂ－２　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022344 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022346 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＡ－１．５Ｂ－２景観 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022348 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022350 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＢ－１Ｂ－２　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022352 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022354 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＣ－２Ｂ－２　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022305 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022310 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ａ－２ＢＳ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール 1111025320 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－２　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025305 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｐ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－３　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025315 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２Ｈ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－４　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025310 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５ 旧：Ｇｒ－Ａｋ－２ＰＨ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａ－２Ｂ－５　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022315 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022320 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025355 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－２　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025325 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｐ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－３　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025330 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＬ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025345 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２Ｈ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－４　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025350 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＨＬ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025335 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５ 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ－５　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025340 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂｋ－２ＰＨＬ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022325 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111022330 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃ－２ＢＳ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｃ－２ＢＳ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025390 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－２　　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025360 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－３ 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｐ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－３　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025365 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＬ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＬ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール 1111025380 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－４ 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２Ｈ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－４　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025385 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２ＨＬ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＨＬ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025370 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－５ 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ－５　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111025375 標準型ガードレール 路側用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨＬ 塗装（景観色） ガードレール　路側・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｃｋ－２ＰＨＬ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026322 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－ＳＳｍ－２Ｅ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026324 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－ＳＡｍ－２Ｅ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026326 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－ＳＢｍ－２Ｅ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026328 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－ＳＣｍ－２Ｅ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026305 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026310 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭） 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・土中用 旧Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ（狭）景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026315 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026320 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭） 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・土中用 旧Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ（狭）景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026330 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 新：Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・土中用 新Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111026332 標準型ガードレール 分離帯用（土中建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ（狭） 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・土中用 旧Ｇｒ－Ｃｍ－４Ｅ（狭）景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027322 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027324 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＳｍ－１Ｂ－２景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027326 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027328 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＡｍ－１Ｂ－２景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール 1111027330 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027332 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＢｍ－１Ｂ－２景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027334 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027336 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－ＳＣｍ－１Ｂ－２景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027305 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027310 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭） 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ（狭）景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027338
標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２ 塗装（景
観色）

ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027350 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２（狭） 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ－２狭景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027315 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027320 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭） 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ（狭）景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027340
標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２ 塗装（景
観色）

ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027352 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２（狭） 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ－２狭景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027342 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027354 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ（狭） 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ（狭）景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027344
標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 新：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２ 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２ 塗装（景
観色）

ガードレール　分離帯・ＣＯ用 新Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール 1111027356 標準型ガードレール 分離帯用（コンクリート建込） 旧：Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２（狭） 塗装（景観色） ガードレール　分離帯・ＣＯ用 旧Ｇｒ－Ｃｍ－２Ｂ－２狭景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030250 標準型ガードレール部材 分離帯用直ビーム ＳＡｍ・ＳＢｍ 板厚４．０×幅３５０×長４，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　分離帯用直ビーム ＳＡｍ・ＳＢｍ　４×３５０塗装 枚 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030255 標準型ガードレール部材 分離帯用直ビーム ＳＣｍ 板厚４．０×幅３５０×長４，３３０ｍｍ 塗装 ガードレール　分離帯用直ビーム ＳＣｍ　４×３５０　塗装 枚 999 × ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール部材 1111030675 標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＢｍ（狭） 板厚４．０×幅３９７×長８１０ｍｍ 塗装 ガードレール　袖ビームＳＢｍ狭 ４×３９７×８１０　塗装 枚 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030650 標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＣｍ（狭）・Ａｍ（狭） 板厚３．２×幅３９７×長６６０ｍｍ 塗装 ガードレール袖ビームＳＣｍＡｍ ３．２×３９７×６６０　塗装 枚 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030660 標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム Ｂｍ（狭） 板厚３．２×幅３８２×長６６０ｍｍ 塗装 ガードレール　袖ビーム　Ｂｍ狭 ３．２×３８２×６６０　塗装 枚 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030670 標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム Ｃｍ（狭） 板厚２．３×幅３８２×長５６０ｍｍ 塗装 ガードレール　袖ビーム　Ｃｍ狭 ２．３×３８２×５６０　塗装 枚 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031080
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－２Ｅ（狭）・ＳＣｍ－２Ｅ（狭）・Ａｍ－４Ｅ（狭） 外径φ１３９．
８×肉厚４．５×長２，４００ｍｍ 塗装

ガードレール　分離帯用支柱 ＳＢＣｍ－２Ｅ狭・Ａｍ４Ｅ塗装 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031085
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 Ｂｍ－４Ｅ（狭）・Ｃｍ－４Ｅ（狭） 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，
２５０ｍｍ 塗装

ガードレール　分離帯用支柱 Ｂｍ～Ｃｍ－４Ｅ（狭）　塗装 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031090
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ（狭）・Ａｍ－２Ｂ（狭） 外径φ１３９．
８×肉厚４．５×長１，１５０ｍｍ 塗装

ガードレール　分離帯用支柱 ＳＢＣｍ－１Ｂ狭・Ａｍ２Ｂ塗装 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031095
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 Ｂｍ－２Ｂ（狭）・Ｃｍ－２Ｂ（狭） 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，
１５０ｍｍ 塗装

ガードレール　分離帯用支柱 Ｂｍ～Ｃｍ－２Ｂ（狭）　塗装 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031100
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ－２（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ－２（狭）・Ａｍ－２Ｂ－２（狭） 外
径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，０００ｍｍ 塗装

ガードレール　分離帯用支柱 ＳＢＣｍ－１Ｂ－２（狭）他塗装 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031105
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 Ｂｍ－２Ｂ－２（狭）・Ｃｍ－２Ｂ－２（狭） 外径φ１１４．３×肉厚４．５
×長１，０００ｍｍ 塗装

ガードレール　分離帯用支柱 Ｂｍ～Ｃｍ－２Ｂ－２（狭）塗装 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031840 標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＢｍ（狭） 板厚５．０×幅２００×５０×長６３０ｍｍ 塗装 ガードレール　間隔材 ＳＢｍ（狭）　５×２００塗装 個 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031825 標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＣｍ（狭）・Ａｍ（狭） 板厚４．５×幅２００×５０×長４８０ｍｍ 塗装 ガードレール　間隔材 ＳＣｍ（狭）・Ａｍ（狭）　塗装 個 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031830 標準型ガードレール部材 間隔材 Ｂｍ（狭） 板厚４．５×幅１６０×５０×長４７０ｍｍ 塗装 ガードレール　間隔材 Ｂｍ（狭）４．５×１６０　塗装 個 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031835 標準型ガードレール部材 間隔材 Ｃｍ（狭） 板厚４．５×幅１６０×５０×長２７０ｍｍ 塗装 ガードレール　間隔材 Ｃｍ（狭）４．５×１６０　塗装 個 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031845 標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＢｍ（狭）（中間部用） 板厚４．５×幅２００×１００×長６３０ｍｍ 塗装 ガードレール　間隔材 ＳＢｍ（狭）４．５×２００塗装 個 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030450 標準型ガードレール部材 分離帯用直ビーム ＳＡｍ・ＳＢｍ 板厚４．０×幅３５０×長４，３３０ｍｍ めっき ガードレール　分離帯用直ビーム ＳＡｍ・ＳＢｍ４×３５０めっき 枚 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030455 標準型ガードレール部材 分離帯用直ビーム ＳＣｍ 板厚４．０×幅３５０×長４，３３０ｍｍ めっき ガードレール　分離帯用直ビーム ＳＣｍ　４×３５０　めっき 枚 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030865 標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＢｍ（狭） 板厚４．０×幅３９７×長８１０ｍｍ めっき ガードレール　袖ビームＳＢｍ狭 ４×３９７×８１０　めっき 枚 999 × ○ 1111 防護柵
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標準型ガードレール部材 1111030850 標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム ＳＣｍ（狭）・Ａｍ（狭） 板厚３．２×幅３９７×長６６０ｍｍ めっき ガードレール袖ビームＳＣｍＡｍ ３．２×３９７×６６０　めっき 枚 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111030860 標準型ガードレール部材 分離帯用袖ビーム Ｂｍ（狭） 板厚３．２×幅３８２×長６６０ｍｍ めっき ガードレール　袖ビーム　Ｂｍ狭 ３．２×３８２×６６０　めっき 枚 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031280
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－２Ｅ（狭）・ＳＣｍ－２Ｅ（狭）・Ａｍ－４Ｅ（狭） 外径φ１３９．
８×肉厚４．５×長２，４００ｍｍ めっき

ガードレール　分離帯用支柱 ＳＢＣｍ２Ｅ狭・Ａｍ４Ｅめっき 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031285
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 Ｂｍ－４Ｅ（狭）・Ｃｍ－４Ｅ（狭） 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長２，
２５０ｍｍ めっき

ガードレール　分離帯用支柱 Ｂｍ～Ｃｍ－４Ｅ（狭）　めっき 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031290
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ（狭）・Ａｍ－２Ｂ（狭） 外径φ１３９．
８×肉厚４．５×長１，１５０ｍｍ めっき

ガードレール　分離帯用支柱 ＳＢＣｍ１Ｂ狭・Ａｍ２Ｂめっき 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031295
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 Ｂｍ－２Ｂ（狭）・Ｃｍ－２Ｂ（狭） 外径φ１１４．３×肉厚４．５×長１，
１５０ｍｍ めっき

ガードレール　分離帯用支柱 Ｂｍ～Ｃｍ－２Ｂ（狭）　めっき 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031300
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 ＳＢｍ－１Ｂ－２（狭）・ＳＣｍ－１Ｂ－２（狭）・Ａｍ－２Ｂ－２（狭） 外
径φ１３９．８×肉厚４．５×長１，０００ｍｍ めっき

ガードレール　分離帯用支柱 ＳＢＣｍ－１Ｂ－２狭他　めっき 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111031305
標準型ガードレール部材 分離帯用支柱 Ｂｍ－２Ｂ－２（狭）・Ｃｍ－２Ｂ－２（狭） 外径φ１１４．３×肉厚４．５
×長１，０００ｍｍ めっき

ガードレール　分離帯用支柱 Ｂｍ～Ｃｍ－２Ｂ－２狭　めっき 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032035 標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＢｍ（狭） 板厚５．０×幅２００×５０×長６３０ｍｍ めっき ガードレール　間隔材 ＳＢｍ（狭）　５×２００めっき 個 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032025 標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＣｍ（狭）・Ａｍ（狭） 板厚４．５×幅２００×５０×長４８０ｍｍ めっき ガードレール　間隔材 ＳＣｍ（狭）・Ａｍ（狭）めっき 個 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032030 標準型ガードレール部材 間隔材 Ｂｍ（狭） 板厚４．５×幅１６０×５０×長４７０ｍｍ めっき ガードレール　間隔材 Ｂｍ（狭）４．５×１６０めっき 個 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードレール部材 1111032040 標準型ガードレール部材 間隔材 ＳＢｍ（狭）（中間部用） 板厚４．５×幅２００×１００×長６３０ｍｍ めっき ガードレール　間隔材 ＳＢｍ狭　４．５×２００めっき 個 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111043112
標準型ガードケーブル 中間支柱 土中建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１
４．３ｍｍ×２，３３０ｍｍ ５６．５ｋｇ 塗装

ガードケーブル　土中用　塗装 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　中間支柱 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111043114
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ ４．５ｍｍ×２００ｍｍ×１
５０ｍｍ×１，３８０ｍｍ １４６．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル端末埋込　土中用 ＧｃＢｍ６Ｅ　塗装　２００ｍｍ 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111043118
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ
×１，３８０ｍｍ １３４．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル端末埋込　土中用 ＧｃＢｍ６Ｅ　塗装　１１４．３ 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111043116
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ ４．５ｍｍ×２００ｍｍ
×１５０ｍｍ×９５８ｍｍ ２１５．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル端末アンカー土中 ＧｃＢｍ６Ｅ　塗装　２００ｍｍ 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111043120
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１４．３
ｍｍ×９６２ｍｍ ３１８．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル端末アンカー土中 ＧｃＢｍ６Ｅ　塗装　１１４．３ 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111043210 標準型ガードケーブル ケーブル 土中建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ φ１８×６ ６．６ｋｇ めっき ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　ケーブル ｍ 999 × ○ 1111 防護柵
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標準型ガードケーブル 1111043212
標準型ガードケーブル 中間支柱 土中建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１
４．３ｍｍ×２，３３０ｍｍ ５６．５ｋｇ めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　中間支柱 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111043214
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ ４．５ｍｍ×２００ｍｍ×１
５０ｍｍ×１，３８０ｍｍ １４６．０ｋｇ めっき

ガードケーブル端末埋込　土中用 ＧｃＢｍ６Ｅめっき　２００ｍｍ 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111043218
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１４．３ｍｍ
×１，３８０ｍｍ １３４．０ｋｇ めっき

ガードケーブル端末埋込　土中用 ＧｃＢｍ６Ｅめっき　１１４．３ 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111043216
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ ４．５ｍｍ×２００ｍｍ
×１５０ｍｍ×９５８ｍｍ ２１５．０ｋｇ めっき

ガードケーブル端末アンカー土中 ＧｃＢｍ６Ｅめっき　２００ｍｍ 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111043220
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） 土中建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ ４．５ｍｍ×１１４．３
ｍｍ×９６２ｍｍ ３１８．０ｋｇ めっき

ガードケーブル端末アンカー土中 ＧｃＢｍ６Ｅめっき　１１４．３ 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111043222
標準型ガードケーブル 間隔保持材 土中建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ ３．２ｍｍ×６０．５ｍｍ×４４０ｍｍ ２．３３ｋ
ｇ めっき

ガードケーブル　土中用　めっき Ｇｃ－Ｂｍ－６Ｅ　間隔保持材 組 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111044112
標準型ガードケーブル 中間支柱 コンクリート建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ ４．５ｍｍ
×１１４．３ｍｍ×１，２３０ｍｍ ３９．６ｋｇ 塗装

ガードケーブル　ＣＯ用　塗装 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　中間支柱 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111044114
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ ４．５ｍｍ×２００
ｍｍ×１５０ｍｍ×１，３８０ｍｍ １４６．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル端末埋込　ＣＯ用 ＧｃＢｍ４Ｂ　塗装　２００ｍｍ 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111044118
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ ４．５ｍｍ×１１
４．３ｍｍ×１，３８０ｍｍ １３４．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル端末埋込　ＣＯ用 ＧｃＢｍ４Ｂ　塗装　１１４．３ 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111044116
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ ４．５ｍｍ×２
００ｍｍ×１５０ｍｍ×９５８ｍｍ ２１５．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル端末アンカーＣＯ ＧｃＢｍ４Ｂ　塗装　２００ｍｍ 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111044120
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ ４．５ｍｍ×１
１４．３ｍｍ×９６２ｍｍ ３１８．０ｋｇ 塗装

ガードケーブル端末アンカーＣＯ ＧｃＢｍ４Ｂ　塗装　１１４．３ 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111044210 標準型ガードケーブル ケーブル コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ φ１８×６ ６．６ｋｇ めっき ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　ケーブル ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111044212
標準型ガードケーブル 中間支柱 コンクリート建込用 ブラケット・ボルト・ナット含む Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ ４．５ｍｍ
×１１４．３ｍｍ×１，２３０ｍｍ ３９．６ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　中間支柱 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111044214
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ ４．５ｍｍ×２００
ｍｍ×１５０ｍｍ×１，３８０ｍｍ １４６．０ｋｇ めっき

ガードケーブル端末埋込　ＣＯ用 ＧｃＢｍ４Ｂめっき　２００ｍｍ 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111044218
標準型ガードケーブル 端末支柱（埋込式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ ４．５ｍｍ×１１
４．３ｍｍ×１，３８０ｍｍ １３４．０ｋｇ めっき

ガードケーブル端末埋込　ＣＯ用 ＧｃＢｍ４Ｂめっき　１１４．３ 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111044216
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ ４．５ｍｍ×２
００ｍｍ×１５０ｍｍ×９５８ｍｍ ２１５．０ｋｇ めっき

ガードケーブル端末アンカーＣＯ ＧｃＢｍ４Ｂめっき　２００ｍｍ 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111044220
標準型ガードケーブル 端末支柱（アンカー式） コンクリート建込用 索端金具含む Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ ４．５ｍｍ×１
１４．３ｍｍ×９６２ｍｍ ３１８．０ｋｇ めっき

ガードケーブル端末アンカーＣＯ ＧｃＢｍ４Ｂめっき　１１４．３ 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル 1111043224
標準型ガードケーブル 間隔保持材 コンクリート建込用 Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ ３．２ｍｍ×６０．５ｍｍ×４４０ｍｍ
２．３３ｋｇ めっき

ガードケーブル　ＣＯ用　めっき Ｇｃ－Ｂｍ－４Ｂ　間隔保持材 組 999 × ○ 1111 防護柵
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標準型ガードケーブル部材 1111050245 標準型ガードケーブル部材 中間支柱（土中用） Ｂｍ ４．５×１１４．３×２，３３０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間支柱土中用 Ｂｍ種用　塗装 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050250 標準型ガードケーブル部材 中間支柱（コンクリート用） Ｂｍ ４．５×１１４．３×１，２３０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　中間支柱ＣＯ用 Ｂｍ種用　塗装 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050645 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂｍ（埋込式） ４．５×２００×１５０×１，３８０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 Ｂｍ種　埋込　２００ｍｍ　塗装 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050650 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂｍ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，３８０ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 Ｂｍ種　埋込１１４．３ｍｍ塗装 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050655 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂｍ（アンカー式） ４．５×２００×１５０×９５８ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 Ｂｍ種　アンカー２００ｍｍ塗装 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050660 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂｍ（アンカー式） ４．５×１１４．３×９６２ｍｍ 塗装 ガードケーブル　端末支柱 Ｂｍアンカー１１４．３ｍｍ塗装 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050445 標準型ガードケーブル部材 中間支柱（土中用） Ｂｍ ４．５×１１４．３×２，３３０ｍｍ めっき ガードケーブル　中間支柱土中用 Ｂｍ種用　めっき 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050450 標準型ガードケーブル部材 中間支柱（コンクリート用） Ｂｍ ４．５×１１４．３×１，２３０ｍｍ めっき ガードケーブル　中間支柱ＣＯ用 Ｂｍ種用　めっき 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050845 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂｍ（埋込式） ４．５×２００×１５０×１，３８０ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 Ｂｍ種　埋込　２００ｍｍめっき 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050850 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂｍ（埋込式） ４．５×１１４．３×１，３８０ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 Ｂｍ　埋込１１４．３ｍｍめっき 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050855 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂｍ（アンカー式） ４．５×２００×１５０×９５８ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 Ｂｍ　アンカー２００ｍｍめっき 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111050860 標準型ガードケーブル部材 端末支柱 Ｂｍ（アンカー式） ４．５×１１４．３×９６２ｍｍ めっき ガードケーブル　端末支柱 Ｂｍアンカー１１４．３　めっき 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111051640 標準型ガードケーブル部材 ブラケット（取付ボルト・金具含む） Ｂｍ 片側　４．５×２８０×５２０ｍｍ めっき ガードケーブル　ブラケット Ｂｍ種片側用　めっき 個 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111052030 標準型ガードケーブル部材 索端金具 Ｂｍ種用 φ２５×１，０００ｍｍ めっき ガードケーブル　索端金具 Ｂｍ種用　めっき 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードケーブル部材 1111052415 標準型ガードケーブル部材 アンカーボルト Ｂｍ種 φ２８×６００ｍｍ　６本 めっき ガードケーブル　アンカーボルト Ｂｍ種用　めっき 組 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111910614 標準型ガードパイプ 景観型ガードパイプエキストラ パイプ曲げ加工　Ａ種３段ビーム　加算額 景観型ガードパイプ　加算額 曲げ加工　Ａ種３段ビーム 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111910616 標準型ガードパイプ 景観型ガードパイプエキストラ パイプ曲げ加工　Ｂ・Ｃ種２段ビーム　加算額 景観型ガードパイプ　加算額 曲げ加工　Ｂ・Ｃ種２段ビーム 本 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111910618 標準型ガードパイプ 景観型ガードパイプエキストラ パイプ曲げ加工　Ｂ・Ｃ種３段ビーム　加算額 景観型ガードパイプ　加算額 曲げ加工　Ｂ・Ｃ種３段ビーム 本 999 × ○ 1111 防護柵
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標準型ガードパイプ 1111063132 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３　塗装焦げ茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063134 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３－Ｔ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ－３Ｅ３－Ｔ塗装焦げ茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063130 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４－Ｔ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４－Ｔ塗装焦げ茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064152 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３　塗装焦げ茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064154 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３－２ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ－２Ｂ３－２塗装焦げ茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063304 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ－３Ｅ 塗装（景観色） ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ－３Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063308 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ 塗装（景観色） ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111063316 標準型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ 塗装（景観色） ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064306 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ 塗装（景観色） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ－２Ｂ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064308 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２ 塗装（景観色） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ－２Ｂ－２　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064314 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ 塗装（景観色） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064316 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２ 塗装（景観色） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ－２　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064338 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ 塗装（景観色） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111064340 標準型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ－２ 塗装（景観色） ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ－２　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061154 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４－Ｔ 塗装（ダークブラウン） ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４－Ｔ塗装焦茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061310 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ 塗装（景観色） ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061320 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ 塗装（景観色） ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111061330 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ 塗装（景観色） ガードパイプ　歩車道境界　土中 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵
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標準型ガードパイプ 1111062310 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ 塗装（景観色） ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062311 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２ 塗装（景観色） ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ－２塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062320 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ 塗装（景観色） ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062321 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２ 塗装（景観色） ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ－２塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062330 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ 塗装（景観色） ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

標準型ガードパイプ 1111062331 標準型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ－２ 塗装（景観色） ガードパイプ　歩車道境界　ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ－２塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111163002 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111163004 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111163006 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ａ４～５－２Ｅ塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111163008 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111163010 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111163012 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111163014 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111163016 耐雪型ガードレール 路側用（土中用） Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードレール　路側・土中 Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111163020 耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ 塗装（景観色） 耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ Ｇｒ－Ａ２～５－２Ｂ塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111163022 耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ 塗装（景観色） 耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ Ｇｒ－Ｂ２～４－２Ｂ塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードレール 1111163024 耐雪型ガードレール 路側用（コンクリート建込） Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ 塗装（景観色） 耐雪型ガードレール　路側・ＣＯ Ｇｒ－Ｃ２～３－２Ｂ塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201150 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３塗装焦茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードパイプ 1111201152 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３－Ｔ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ３－Ｔ焦茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201115 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４－Ｔ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 ＧｐＡ２－２．５Ｅ４－Ｔ　焦茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201154 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３　塗装焦げ茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201156 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３－Ｔ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ３－Ｔ塗装焦茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201139 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４－Ｔ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４－Ｔ塗装焦茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201160 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｅ３塗装焦茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202150 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ３　塗装焦げ茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202152 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ３　塗装焦げ茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202154 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ３ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ４－１．５Ｂ３塗装焦茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201306 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ１－２Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201308 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ａ２－１Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201314 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ１－２Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201316 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｂ２－１Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201330 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｅ塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111201332 耐雪型ガードパイプ 路側用（土中建込） Ｇｐ－Ｃ２－１Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　路側　土中 Ｇｐ－Ｃ２－１Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202306 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ１－２Ｂ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202308 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ａ２－１Ｂ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202314 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ１－２Ｂ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵
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耐雪型ガードパイプ 1111202316 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｂ２－１Ｂ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202330 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｂ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ１－１．５Ｂ塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111202332 耐雪型ガードパイプ 路側用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃ２－１Ｂ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　路側　ＣＯ Ｇｐ－Ｃ２－１Ｂ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203115 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４－Ｔ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 ＧｐＡｐ２－２．５Ｅ４－Ｔ焦茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203139 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４－Ｔ 塗装（ダークブラウン） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 ＧｐＡｐ３－２Ｅ４－Ｔ塗装焦茶 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203306 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203308 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203314 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203316 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203330 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｅ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111203332 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（土中建込） Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｅ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　歩車道土中 Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｅ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204306 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ１－２Ｂ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204308 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ａｐ２－１Ｂ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204314 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ１－２Ｂ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204316 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｂｐ２－１Ｂ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204330 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｂ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ１－１．５Ｂ　景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

耐雪型ガードパイプ 1111204332 耐雪型ガードパイプ 歩車道境界用（コンクリート建込） Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｂ 塗装（景観色） 耐雪型ガードパイプ　歩車道ＣＯ Ｇｐ－Ｃｐ２－１Ｂ　塗装景観色 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129502 転落防止柵 土中耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｅ 塗装 転落防止柵　土中耐雪型ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｅ　塗装 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵
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転落防止柵（北海道開発局型） 1111129504 転落防止柵 土中耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｅ 塗装 転落防止柵　土中耐雪型ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｅ　塗装 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129506 転落防止柵 土中耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｅ めっき 転落防止柵　土中耐雪型ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｅ　めっき ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129508 転落防止柵 土中耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｅ めっき 転落防止柵　土中耐雪型ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｅ　めっき ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129510 転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｂ 塗装 転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｂ　塗装 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129512 転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｂ 塗装 転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｂ　塗装 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129514 転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｂ めっき 転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｂ　めっき ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129516 転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｂ めっき 転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｂ　めっき ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129518 転落防止柵 土中耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｅ　縦桟型 塗装 転落防止柵　土中耐雪型ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｅ　縦桟　塗装 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129520 転落防止柵 土中耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｅ　縦桟型 めっき 転落防止柵　土中耐雪型ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｅ　縦桟めっき ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129522 転落防止柵 土中耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｅ　縦桟型 塗装 転落防止柵　土中耐雪型ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｅ縦桟塗装 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129524 転落防止柵 土中耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｅ　縦桟型 めっき 転落防止柵　土中耐雪型ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｅ縦めっき ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129526 転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｂ　縦桟型 塗装 転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｂ　縦桟　塗装 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129528 転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｂ　縦桟型 めっき 転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク１ Ｇｐ－Ｐｔ１－２Ｂ　縦桟めっき ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129530 転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｂ　縦桟型 塗装 転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｂ縦桟塗装 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129532 転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｂ　縦桟型 めっき 転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク２ Ｇｐ－Ｐｔ２－１．５Ｂ縦めっき ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129534 転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｓｐｔ１－２Ｂ　縦桟型 塗装 転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク１ Ｇｐ－Ｓｐｔ１－２Ｂ　縦桟塗装 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129536 転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク１ Ｇｐ－Ｓｐｔ１－２Ｂ　縦桟型 めっき 転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク１ Ｇｐ－Ｓｐｔ１－２Ｂ縦桟めっき ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129538 転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｓｐｔ２－１．４Ｂ　縦桟型 塗装 転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク２ Ｇｐ－Ｓｐｔ２－１．４Ｂ縦塗装 ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

3242 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

転落防止柵（北海道開発局型） 1111129540 転落防止柵 ＣＯ耐雪型 ランク２ Ｇｐ－Ｓｐｔ２－１．４Ｂ　縦桟型 めっき 転落防止柵　ＣＯ耐雪型ランク２ ＧｐＳｐｔ２－１．４Ｂ縦めっき ｍ 999 × ○ 1111 防護柵

遮音壁関連資材 1117030010 遮音壁用関連部材 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ（金具含む） 径６．３ｍｍ（６×１９　Ｇ／Ｏ）×長２５００ｍｍ 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ 径６．３×Ｌ２５００ｍｍ 本 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁関連資材 1117030020 遮音壁用関連部材 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ（金具含む） 径６．３ｍｍ（６×１９　Ｇ／Ｏ）×長４５００ｍｍ 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ 径６．３×Ｌ４５００ｍｍ 本 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁関連資材 1117030030 遮音壁用関連部材 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ（金具含む） 径６．３ｍｍ（６×１９　Ｇ／Ｏ）×長６５００ｍｍ 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ 径６．３×Ｌ６５００ｍｍ 本 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁関連資材 1117030040 遮音壁用関連部材 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ（金具含む） 径６．３ｍｍ（６×１９　Ｇ／Ｏ）×長８５００ｍｍ 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ 径６．３×Ｌ８５００ｍｍ 本 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁関連資材 1117030050
遮音壁用関連部材 遮音壁用パネル落下防止ワイヤ（金具含む） 径６．３ｍｍ（６×１９　Ｇ／Ｏ）×長１０５００ｍ
ｍ

遮音壁用パネル落下防止ワイヤ 径６．３×Ｌ１０５００ｍｍ 本 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁関連資材 1117037010 遮音壁用関連部材 遮音壁用支柱回転防止ワイヤ（金具含まない） 径１２ｍｍ（６×１９　Ｇ／Ｏ） 遮音壁用支柱回転防止ワイヤ 径１２ｍｍ ｍ 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁関連資材 1117037020 遮音壁用関連部材 遮音壁用支柱落下防止ワイヤ（金具含まない） 径１８ｍｍ（７×１９　Ｇ／Ｏ） 遮音壁用支柱落下防止ワイヤ 径１８ｍｍ ｍ 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁関連資材 1117037030 遮音壁用関連部材 遮音壁用支柱落下防止ワイヤ（金具含まない） 径２２ｍｍ（７×１９　Ｇ／Ｏ） 遮音壁用支柱落下防止ワイヤ 径２２ｍｍ ｍ 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁関連資材 1117037040 遮音壁用関連部材 遮音壁用支柱落下防止ワイヤ（金具含まない） 径２８ｍｍ（７×１９　Ｇ／Ｏ） 遮音壁用支柱落下防止ワイヤ 径２８ｍｍ ｍ 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁関連資材 1117031010 遮音壁用関連部材 遮音壁用笠木 幅２１６ｍｍ　長３９９０ｍｍ 遮音壁用笠木 Ｗ２１６ｍｍ　Ｌ３９９０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁関連資材 1117032010 遮音壁用関連部材 遮音壁用下段パネル 幅２５５ｍｍ 遮音壁用下段パネル Ｗ２５５ｍｍ ｍ 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁関連資材 1117033010
遮音壁用関連部材 透光板（アイボルト無し） 幅１０００ｍｍ×長１９６０ｍｍ×厚９５ｍｍ　ポリカーボネート　ｔ
＝５ｍｍ

透光板（アイボルト無し） １０００×１９６０×９５ｍｍ 枚 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁関連資材 1117033020
遮音壁用関連部材 透光板（アイボルト無し） 幅１０００ｍｍ×長３９６０ｍｍ×厚９５ｍｍ　ポリカーボネート　ｔ
＝５ｍｍ

透光板（アイボルト無し） １０００×３９６０×９５ｍｍ 枚 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁用アンカーボルト 1117034010 遮音壁用アンカーボルト 径２０ｍｍ 長１７０ｍｍ 遮音壁用アンカーボルト 径２０ｍｍ　Ｌ１７０ｍｍ 本 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁用アンカーボルト 1117034040 遮音壁用アンカーボルト 径２２ｍｍ 長３２０ｍｍ 遮音壁用アンカーボルト 径２２ｍｍ　Ｌ３２０ｍｍ 本 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁用アンカーボルト 1117034020 遮音壁用アンカーボルト 径２２ｍｍ 長７７０ｍｍ 遮音壁用アンカーボルト 径２２ｍｍ　Ｌ７７０ｍｍ 本 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁

遮音壁用アンカーボルト 1117034030 遮音壁用アンカーボルト 径２２ｍｍ 長８７０ｍｍ 遮音壁用アンカーボルト 径２２ｍｍ　Ｌ８７０ｍｍ 本 999 × ○ 1117 遮光・遮音壁
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道路用コンクリート製品 1105040005 道路用コンクリート製品 コンクリートＬ形 ２５０Ａ 幅３５ｃｍ×高１７．５ｃｍ×長６０ｃｍ ５４ｋｇ／個 コンクリートＬ形　２５０Ａ ３５×１７．５×６０ｃｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105050003 道路用コンクリート製品 鉄筋Ｌ形 ２５０Ａ 幅３５ｃｍ×高１５．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鉄筋Ｌ形　２５０Ａ ３５×１５．５×６０ｃｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105050020 道路用コンクリート製品 鉄筋Ｌ形 ５００Ａ 幅６６．５ｃｍ×高２７ｃｍ×長６０ｃｍ 鉄筋Ｌ形　５００Ａ ６６．５×２７×６０ｃｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105050250 道路用コンクリート製品 鉄筋Ｌ形 ＧＢ－３－２００ 幅５０ｃｍ×高３２ｃｍ １９０ｋｇ／個 鉄筋Ｌ形　ＧＢ－３－２００ Ｗ５０×Ｈ３２ｃｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105050255 道路用コンクリート製品 鉄筋Ｌ形 ＧＢ－３－２５０ 幅５０ｃｍ×高３７ｃｍ ２０６ｋｇ／個 鉄筋Ｌ形　ＧＢ－３－２５０ Ｗ５０×Ｈ３７ｃｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231010 道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ３００－Ｌ６００ 幅４３ｃｍ×３６ｃｍ×厚１０ｃｍ ４１ｋｇ／枚 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ３００－Ｌ６００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231020 道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ３００－Ｌ７００ 幅４３ｃｍ×４１ｃｍ×厚１０ｃｍ ４７ｋｇ／枚 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ３００－Ｌ７００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231030 道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ３５０－Ｌ６００ 幅４８ｃｍ×３６ｃｍ×厚１０ｃｍ ４６ｋｇ／枚 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ３５０－Ｌ６００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231040 道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ３５０－Ｌ７００ 幅４８ｃｍ×４１ｃｍ×厚１０ｃｍ ５２ｋｇ／枚 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ３５０－Ｌ７００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231060 道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ７００ 幅５３ｃｍ×４１ｃｍ×厚１０ｃｍ ５８ｋｇ／枚 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ７００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231070 道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ８００ 幅５３ｃｍ×４６ｃｍ×厚１０ｃｍ ６４ｋｇ／枚 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ４００－Ｌ８００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231090 道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ７００ 幅６３ｃｍ×４１ｃｍ×厚１０ｃｍ ６８ｋｇ／枚 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ７００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231100 道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ８００ 幅６３ｃｍ×４６ｃｍ×厚１０ｃｍ ７６ｋｇ／枚 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ５００－Ｌ８００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231120 道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ８００ 幅７３ｃｍ×４６ｃｍ×厚１０ｃｍ ８８ｋｇ／枚 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ８００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231130 道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ９００ 幅７３ｃｍ×５１ｃｍ×厚１０ｃｍ ９７ｋｇ／枚 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ６００－Ｌ９００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231140 道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ７００ 幅８３ｃｍ×４１ｃｍ×厚１０ｃｍ ８９ｋｇ／枚 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ７００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231150 道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ９００ 幅８３ｃｍ×５１ｃｍ×厚１０ｃｍ １１０ｋｇ／枚 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ９００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231160
道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ１０００ 幅８３ｃｍ×５６ｃｍ×厚１０ｃｍ １２１ｋｇ／
枚

街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ７００－Ｌ１０００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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道路用コンクリート製品 1105231170 道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ８００－Ｌ８００ 幅９３ｃｍ×４６ｃｍ×厚１０ｃｍ １１２ｋｇ／枚 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ８００－Ｌ８００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231180
道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ８００－Ｌ１０００ 幅９３ｃｍ×５６ｃｍ×厚１０ｃｍ １３５ｋｇ／
枚

街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ８００－Ｌ１０００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231190
道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ９００－Ｌ９００ 幅１０３ｃｍ×５１ｃｍ×厚１０ｃｍ １３７ｋｇ／
枚

街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ９００－Ｌ９００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231200
道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ９００－Ｌ１０００ 幅１０３ｃｍ×５６ｃｍ×厚１０ｃｍ １５０ｋｇ
／枚

街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ９００－Ｌ１０００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用コンクリート製品 1105231210
道路用コンクリート製品 街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ１０００－Ｌ１０００ 幅１１３ｃｍ×５６ｃｍ×厚１０ｃｍ １６４ｋ
ｇ／枚

街きょ桝蓋 ＧＣ－Ｂ１０００－Ｌ１０００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105081180
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（１種Ａ２） ２４０ 幅３３０ｍｍ×高４５ｍｍ×長
６００ｍｍ ２０ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） １種Ａ２　２４０ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105081190
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（１種Ａ２） ３００ 幅４００ｍｍ×高６０ｍｍ×長
６００ｍｍ ３８ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） １種Ａ２　３００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105081200
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（１種Ａ２） ３６０ 幅４６０ｍｍ×高６５ｍｍ×長
６００ｍｍ ４１ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） １種Ａ２　３６０ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105081210
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（１種Ａ２） ４５０ 幅５６０ｍｍ×高７０ｍｍ×長
６００ｍｍ ５４ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） １種Ａ２　４５０ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105081220
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（１種Ｂ） ２４０ 幅３２０ｍｍ×高４５ｍｍ×長６
００ｍｍ ２０ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） １種Ｂ　２４０ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105081230
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（１種Ｂ） ３００ 幅３８０ｍｍ×高６０ｍｍ×長６
００ｍｍ ３１ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） １種Ｂ　３００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105081240
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（１種Ｂ） ３６０ 幅４４０ｍｍ×高６５ｍｍ×長６
００ｍｍ ４０ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） １種Ｂ　３６０ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105081250
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（１種Ｂ） ４５０ 幅５３０ｍｍ×高７０ｍｍ×長６
００ｍｍ ５３ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） １種Ｂ　４５０ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082180
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（２種Ａ２） ３６０ 幅４６０ｍｍ×高１００ｍｍ×
長６００ｍｍ ６５ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） ２種Ａ２　３６０ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082190
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（２種Ａ２） ４５０ 幅５６０ｍｍ×高１２０ｍｍ×
長６００ｍｍ ９５ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） ２種Ａ２　４５０ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082200
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（２種Ｂ） ２４０ 幅３２０ｍｍ×高１００ｍｍ×長
６００ｍｍ ４６ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） ２種Ｂ　２４０ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082210
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（２種Ｂ） ３００ 幅３８０ｍｍ×高１００ｍｍ×長
６００ｍｍ ５５ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） ２種Ｂ　３００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082220
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（２種Ｂ） ３６０ 幅４４０ｍｍ×高１００ｍｍ×長
６００ｍｍ ６３ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） ２種Ｂ　３６０ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105082230
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（２種Ｂ） ４５０ 幅５３０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長
６００ｍｍ ９０ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） ２種Ｂ　４５０ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082240
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（３種Ｂ） ３００ 幅３８０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長
６００ｍｍ ６７ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） ３種Ｂ　３００ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082250
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（３種Ｂ） ３６０ 幅４４０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長
６００ｍｍ ７６ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） ３種Ｂ　３６０ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082260
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 Ｕ字溝用東京都型ふた（３種Ｂ） ４５０ 幅５３０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長
６００ｍｍ ９０ｋｇ／枚 東京

鉄筋コンクリＵ字溝蓋（東京都） ３種Ｂ　４５０ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105100225
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 東京都型鉄筋コンクリートＬ型（ふた掛け用） 有孔　２４０ 幅３４０ｍｍ
×高１５５ｍｍ×長６００ｍｍ ４２ｋｇ／個 東京

Ｌ型側溝蓋（東京都型）ふた掛用 有孔２４０　３４０×１５５ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105100230
地区別道路用コンクリート製品 関東地区 東京都型鉄筋コンクリートＬ型（ふた掛け用） 有孔　３００ 幅４００ｍｍ
×高１５５ｍｍ×長６００ｍｍ ４９ｋｇ／個 東京

Ｌ型側溝蓋（東京都型）ふた掛用 有孔３００　４００×１５５ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105013205
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 Ａ　片面
幅１５／１７ｃｍ×高２０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

歩車道境界ブロック　Ａ 片面　１７×２０　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105013210
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 Ｂ　片面
幅１８／２０．５ｃｍ×高２５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

歩車道境界ブロック　Ｂ 片面　２０．５×２５　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105013215
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 Ｃ　片面
幅１８／２１ｃｍ×高３０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

歩車道境界ブロック　Ｃ 片面　２１×３０　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105013220
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 Ｄ　片面
幅１８／２１．５ｃｍ×高３５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

歩車道境界ブロック　Ｄ 片面　２１．５×３５　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105013225
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 Ａ　両面
幅１５／１９ｃｍ×高２０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

歩車道境界ブロック　Ａ 両面　１９×２０　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105013230
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 Ｂ　両面
幅１８／２３ｃｍ×高２５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

歩車道境界ブロック　Ｂ 両面　２３×２５　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105013235
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 Ｃ　両面
幅１８／２４ｃｍ×高３０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

歩車道境界ブロック　Ｃ 両面　２４×３０　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105013240
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 Ｄ　両面
幅１８／２５ｃｍ×高３５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

歩車道境界ブロック　Ｄ 両面　２５×３５　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105013245
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 ロング　Ｂ
片面 幅１８／２０．５ｃｍ×高２５ｃｍ×長２００ｃｍ 鳥取

歩車道境界ブロック　ロングＢ 片面　２０．５×２５　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105013250
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 ロング　Ｃ
片面 幅１８／２１ｃｍ×高３０ｃｍ×長２００ｃｍ 鳥取

歩車道境界ブロック　ロングＣ 片面　２１×３０　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105013255
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 ロング　Ｂ
両面 幅１８／２３ｃｍ×高２５ｃｍ×長２００ｃｍ 鳥取

歩車道境界ブロック　ロングＢ 両面　２３×２５　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105013260
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　歩車道境界 ロング　Ｃ
両面 幅１８／２４ｃｍ×高３０ｃｍ×長２００ｃｍ 鳥取

歩車道境界ブロック　ロングＣ 両面　２４×３０　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105013265
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　地先境界 Ａ 幅１２ｃ
ｍ×高１２ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

地先境界ブロック　Ａ １２×１２×６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105013270
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　地先境界 Ｂ 幅１５ｃ
ｍ×高１２ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

地先境界ブロック　Ｂ １５×１２×６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105013275
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　地先境界 Ｃ 幅１５ｃ
ｍ×高１５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

地先境界ブロック　Ｃ １５×１５×６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105051205
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋Ｌ形 ２５０Ａ 幅
３５ｃｍ×高１５．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋Ｌ形　２５０Ａ ３５×１５．５×６０　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105051210
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋Ｌ形 ２５０Ｂ 幅
４５ｃｍ×高１５．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋Ｌ形　２５０Ｂ ４５×１５．５×６０　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105051215
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋Ｌ形 ３００ 幅５
０ｃｍ×高１５．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋Ｌ形　３００ ５０×１５．５×６０　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105051220
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋Ｌ形 ３５０ 幅５
５ｃｍ×高１５．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋Ｌ形　３５０ ５５×１５．５×６０　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105070405
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートＵ形
（１種） １５０ 内幅１５ｃｍ×内高１５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形　１種 １５０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105070410
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートＵ形
（１種） １８０ 内幅１８ｃｍ×内高１８ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形　１種 １８０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105070415
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートＵ形
（１種） ２４０ 内幅２４ｃｍ×内高２４ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ２４０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105070420
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートＵ形
（１種） ３００Ａ 内幅３０ｃｍ×内高２４ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３００Ａ　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105070425
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートＵ形
（１種） ３００Ｂ 内幅３０ｃｍ×内高３０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３００Ｂ　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105070430
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートＵ形
（１種） ３００Ｃ 内幅３０ｃｍ×内高３６ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３００Ｃ　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105070435
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートＵ形
（１種） ３６０Ａ 内幅３６ｃｍ×内高３０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３６０Ａ　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105070440
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートＵ形
（１種） ３６０Ｂ 内幅３６ｃｍ×内高３６ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３６０Ｂ　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105070445
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートＵ形
（１種） ４５０ 内幅４５ｃｍ×内高４５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ４５０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105070450
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートＵ形
（１種） ６００ 内幅６０ｃｍ×内高６０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ６００　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105070455
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートＵ形
（１種） ２４０　ソケット付 内幅２４ｃｍ×内高２４ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ２４０　ソケット　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105070460
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートＵ形
（１種） ３００Ｂ　ソケット付 内幅３０ｃｍ×内高３０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３００Ｂ　ソケット　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105070465
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートＵ形
（１種） ２４０　ソケット・滑止付 内幅２４ｃｍ×内高２４ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ２４０　滑止　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105070470
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　鉄筋コンクリートＵ形
（１種） ３００Ｂ　ソケット・滑止付 内幅３０ｃｍ×内高３０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形　１種 ３００Ｂ　滑止　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105081260
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　Ｕ形用ふた（１種） １
５０ 幅２１ｃｍ×厚３．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 １５０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105081270
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　Ｕ形用ふた（１種） １
８０ 幅２５ｃｍ×厚４ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 １８０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105081280
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　Ｕ形用ふた（１種） ２
４０ 幅３３ｃｍ×厚４．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ２４０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105081290
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　Ｕ形用ふた（１種） ３
００ 幅４０ｃｍ×厚６ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ３００　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105081300
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　Ｕ形用ふた（１種） ３
６０ 幅４６ｃｍ×厚６．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ３６０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105081310
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　Ｕ形用ふた（１種） ４
５０ 幅５６ｃｍ×厚７ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ４５０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105081320
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　Ｕ形用ふた（１種） ６
００ 幅７４ｃｍ×厚７．５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形用ふた１種 ６００　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082270
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　Ｕ形用ふた（２種） １
５０ 幅２１ｃｍ×厚９ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 １５０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082280
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　Ｕ形用ふた（２種） １
８０ 幅２５ｃｍ×厚９ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 １８０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082290
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　Ｕ形用ふた（２種） ２
４０ 幅３３ｃｍ×厚１０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ２４０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082300
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　Ｕ形用ふた（２種） ３
００ 幅４０ｃｍ×厚１０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ３００　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082310
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　Ｕ形用ふた（２種） ３
６０ 幅４６ｃｍ×厚１０ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ３６０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082320
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　Ｕ形用ふた（２種） ４
５０ 幅５６ｃｍ×厚１２ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ４５０　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105082330
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用コンクリート製品　鳥取県認定グリーン商品　Ｕ形用ふた（２種） ６
００ 幅７４ｃｍ×厚１５ｃｍ×長６０ｃｍ 鳥取

鉄筋コンクリートＵ形用ふた２種 ６００　Ｌ６０ｃｍ　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091505
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　１種 ２５０ 内幅
２５０ｍｍ×内高２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取

道路用側溝　１種　２５０ ２５０×２５０　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105091510
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　１種 ３００Ａ 内
幅３００ｍｍ×内高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取

道路用側溝　１種　３００Ａ ３００×３００　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091515
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　１種 ３００Ｂ 内
幅３００ｍｍ×内高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取

道路用側溝　１種　３００Ｂ ３００×４００　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091520
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　１種 ３００Ｃ 内
幅３００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取

道路用側溝　１種　３００Ｃ ３００×５００　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091525
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　１種 ４００Ａ 内
幅４００ｍｍ×内高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取

道路用側溝　１種　４００Ａ ４００×４００　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091530
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　１種 ４００Ｂ 内
幅４００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取

道路用側溝　１種　４００Ｂ ４００×５００　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091535
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　１種 ５００Ａ 内
幅５００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取

道路用側溝　１種　５００Ａ ５００×５００　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091540
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　１種 ５００Ｂ 内
幅５００ｍｍ×内高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取

道路用側溝　１種　５００Ｂ ５００×６００　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091545
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種 ２５０ 内幅
２５０ｍｍ×内高２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取

道路用側溝　３種　２５０ ２５０×２５０　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091550
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種 ３００Ａ 内
幅３００ｍｍ×内高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取

道路用側溝　３種　３００Ａ ３００×３００　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091555
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種 ３００Ｂ 内
幅３００ｍｍ×内高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取

道路用側溝　３種　３００Ｂ ３００×４００　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091560
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種 ３００Ｃ 内
幅３００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取

道路用側溝　３種　３００Ｃ ３００×５００　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091565
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種 ４００Ａ 内
幅４００ｍｍ×内高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取

道路用側溝　３種　４００Ａ ４００×４００　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091570
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種 ４００Ｂ 内
幅４００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取

道路用側溝　３種　４００Ｂ ４００×５００　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091575
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種 ５００Ａ 内
幅５００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取

道路用側溝　３種　５００Ａ ５００×５００　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105091580
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種 ５００Ｂ 内
幅５００ｍｍ×内高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ 鳥取

道路用側溝　３種　５００Ｂ ５００×６００　鳥取認定 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105101505
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　１種ふた ２５０
幅３６２ｍｍ×厚９０ｍｍ×長５００ｍｍ 鳥取

道路用側溝ふた　１種　２５０ ３６２×９０×５００　鳥取認定 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105101510
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　１種ふた ３００
幅４１２ｍｍ×厚９５ｍｍ×長５００ｍｍ 鳥取

道路用側溝ふた　１種　３００ ４１２×９５×５００　鳥取認定 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105101515
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　１種ふた ４００
幅５１２ｍｍ×厚１１０ｍｍ×長５００ｍｍ 鳥取

道路用側溝ふた　１種　４００ ５１２×１１０×５００鳥取認定 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105101520
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　１種ふた ５００
幅６２２ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長５００ｍｍ 鳥取

道路用側溝ふた　１種　５００ ６２２×１２５×５００鳥取認定 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105101525
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種ふた ２５０
幅３６２ｍｍ×厚９０ｍｍ×長５００ｍｍ 鳥取

道路用側溝ふた　３種　２５０ ３６２×９０×５００　鳥取認定 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105101530
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種ふた ３００
幅４１２ｍｍ×厚９５ｍｍ×長５００ｍｍ 鳥取

道路用側溝ふた　３種　３００ ４１２×９５×５００　鳥取認定 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105101535
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種ふた ４００
幅５１２ｍｍ×厚１１０ｍｍ×長５００ｍｍ 鳥取

道路用側溝ふた　３種　４００ ５１２×１１０×５００鳥取認定 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105101540
地区別道路用コンクリート製品 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝　鳥取県認定グリーン商品　３種ふた ５００
幅６２２ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長５００ｍｍ 鳥取

道路用側溝ふた　３種　５００ ６２２×１２５×５００鳥取認定 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092676
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） 標準型Ａ 幅１５０／２７０ｍｍ×高７１５ｍ
ｍ×長５００ｍｍ １４５ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 標準型Ａ　７１５×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092678
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） 標準型Ｂ 幅２００／３２０ｍｍ×高７１５ｍ
ｍ×長５００ｍｍ １５３ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 標準型Ｂ　７１５×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092680
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ６％乗入 幅５０／１７０ｍｍ×高７１５ｍｍ
×長５００ｍｍ １１９ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 ６％乗入　７１５×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092682
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ４％乗入 幅２０／１５０ｍｍ×高７１５ｍｍ
×長５００ｍｍ １２０ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 ４％乗入　７１５×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092684
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） 乗入部（摺付）　４％～６％（右） 長６００
ｍｍ １５０ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 乗入部（摺付）　４～６％（右） 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092686
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） 乗入部（摺付）　６％～４％（左） 長６００
ｍｍ １５０ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 乗入部（摺付）　６～４％（左） 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092688
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ６％用切下（右） 幅５０／１７０ｍｍ×高７
１５ｍｍ×長６００ｍｍ １６４ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 ６％用切下（右） 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092690
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ６％用切下（左） 幅５０／１７０ｍｍ×高７
１５ｍｍ×長６００ｍｍ １６４ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 ６％用切下（左） 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092692
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ４％用切下（右） 幅２０／１５０ｍｍ×高７
１５ｍｍ×長６００ｍｍ １６３ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 ４％用切下（右） 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092694
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ４％用切下（左） 幅２０／１５０ｍｍ×高７
１５ｍｍ×長６００ｍｍ １６３ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 ４％用切下（左） 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092696
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用　Ｒ－２．０ｍ 幅２０／１５０ｍ
ｍ×高７１５ｍｍ×長９３５／１，３０９ｍｍ ２６９ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 コーナー用　Ｒ－２ｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092698
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用　Ｒ－２．５ｍ 幅２０／１５０ｍ
ｍ×高７１５ｍｍ×長１，１９６／１，５７１ｍｍ ３３２ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 コーナー用　Ｒ－２．５ｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092700
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用　Ｒ－３．５ｍ 幅２０／１５０ｍ
ｍ×高７１５ｍｍ×長１，２９０／１，５７１ｍｍ ３４３ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 コーナー用　Ｒ－３．５ｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105092702
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用　Ｒ－４．５ｍ 幅２０／１５０ｍ
ｍ×高７１５ｍｍ×長１，６８３／１，９６３ｍｍ ４３８ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 コーナー用　Ｒ－４．５ｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092704
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用　Ｒ－５．５ｍ 幅２０／１５０ｍ
ｍ×高７１５ｍｍ×長１，６６０／１，８８５ｍｍ ４２５ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 コーナー用　Ｒ－５．５ｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092706
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用　Ｒ－６．０ｍ 幅２０／１５０ｍ
ｍ×高７１５ｍｍ×長１，５１５／１，７０２ｍｍ ３８６ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 コーナー用　Ｒ－６ｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092708
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用　Ｒ－６．５ｍ 幅２０／１５０ｍ
ｍ×高７１５ｍｍ×長１，６４５／１，８３３ｍｍ ４１７ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 コーナー用　Ｒ－６．５ｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092710
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） コーナー用　Ｒ－７．０ｍ 幅２０／１５０ｍ
ｍ×高７１５ｍｍ×長１，７７６／１，９６３ｍｍ ４４８ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 コーナー用　Ｒ－７ｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092712
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ６％標準型　上部口環 幅２００／３２０ｍｍ
×高７１５ｍｍ×長６００ｍｍ １３３ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 ６％標準型　上部口環 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092714
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ６％乗入型　上部口環 幅５０／１７０ｍｍ×
高７１５ｍｍ×長６００ｍｍ ９４ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 ６％乗入型　上部口環 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092716
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） ４％乗入型　上部口環 幅２０／１５０ｍｍ×
高７１５ｍｍ×長６００ｍｍ ９３ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 ４％乗入型　上部口環 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092718
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） Ｈ＝４８０　下部本体 幅３４０ｍｍ×高４０
０ｍｍ×長４８０ｍｍ ２６０ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 Ｈ＝４８０　下部本体 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092720
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ） Ｈ＝６８０　下部本体 幅３４０ｍｍ×高４０
０ｍｍ×長６８０ｍｍ ３６０ｋｇ／個 福岡

長尺Ｌ型側溝（Ｂ・Ｆ・Ｇ）福岡 Ｈ＝６８０　下部本体 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092722
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道 片面Ａ 幅１５０／１７０ｍｍ×高２００ｍｍ×長６００ｍｍ ４５ｋ
ｇ／個 福岡

歩車道　片面Ａ（福岡） ２００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092724
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道 片面Ｂ 幅１８０／２０５ｍｍ×高２５０ｍｍ×長６００ｍｍ ７０ｋ
ｇ／個 福岡

歩車道　片面Ｂ（福岡） ２５０×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092726
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道 片面Ｃ 幅１８０／２１０ｍｍ×高３００ｍｍ×長６００ｍｍ ８４ｋ
ｇ／個 福岡

歩車道　片面Ｃ（福岡） ３００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092728
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道 両面Ａ 幅１５０／１９０ｍｍ×高２００ｍｍ×長６００ｍｍ ４７ｋ
ｇ／個 福岡

歩車道　両面Ａ（福岡） ２００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092730
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道 両面Ｂ 幅１８０／２３０ｍｍ×高２５０ｍｍ×長６００ｍｍ ７３ｋ
ｇ／個 福岡

歩車道　両面Ｂ（福岡） ２５０×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092732
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道 両面Ｃ 幅１８０／２４０ｍｍ×高３００ｍｍ×長６００ｍｍ ９０ｋ
ｇ／個 福岡

歩車道　両面Ｃ（福岡） ３００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092734 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道（役物） 両丸Ａ１段切下タイプ　１・２用 ３３ｋｇ／個 福岡 歩車道（役物）（福岡） 両丸Ａ１段切下タイプ　１・２用 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092736 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道（役物） 両丸Ｂ１段切下タイプ　１・２用 ５５ｋｇ／個 福岡 歩車道（役物）（福岡） 両丸Ｂ１段切下タイプ　１・２用 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105092738 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道（役物） 乗入れ　タイプ１用 高８０ｍｍ １９ｋｇ／個 福岡 歩車道（役物）（福岡） 乗入れ　タイプ１用　Ｈ＝８０ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092740 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道（役物） 乗入れ　タイプ２用 高１００ｍｍ ２１ｋｇ／個 福岡 歩車道（役物）（福岡） 乗入れ　タイプ２用　Ｈ＝１００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092742
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 歩車道（役物） 県乗入れＤ型 幅１８０ｍｍ×高７０／１００ｍｍ×長６０
０ｍｍ ２１ｋｇ／個 福岡

歩車道（役物）（福岡） 県乗入れＤ型 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092744 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 地先 幅１００ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍｍ １４ｋｇ／個 福岡 地先（福岡） １００×１００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092746 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 地先 幅１２０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００ｍｍ ２０ｋｇ／個 福岡 地先（福岡） １２０×１２０×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092748 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 地先 幅１５０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００ｍｍ ２５ｋｇ／個 福岡 地先（福岡） １５０×１２０×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092750 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 地先 幅１５０ｍｍ×高１５０ｍｍ×長６００ｍｍ ３２ｋｇ／個 福岡 地先（福岡） １５０×１５０×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092752 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１００ｍｍ×高１００ｍｍ×長６００ｍｍ １４ｋｇ／個 福岡 縁石（福岡） １００×１００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092754 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１００ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００ｍｍ １７ｋｇ／個 福岡 縁石（福岡） １００×１２０×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092756 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１００ｍｍ×高１５０ｍｍ×長６００ｍｍ ２１ｋｇ／個 福岡 縁石（福岡） １００×１５０×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092758 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１００ｍｍ×高２００ｍｍ×長６００ｍｍ ２８ｋｇ／個 福岡 縁石（福岡） １００×２００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092760 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１２０ｍｍ×高１２０ｍｍ×長６００ｍｍ ２０ｋｇ／個 福岡 縁石（福岡） １２０×１２０×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092762 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１２０ｍｍ×高１５０ｍｍ×長６００ｍｍ ２５ｋｇ／個 福岡 縁石（福岡） １２０×１５０×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092764 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１２０ｍｍ×高２００ｍｍ×長６００ｍｍ ３３ｋｇ／個 福岡 縁石（福岡） １２０×２００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092766 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１５０ｍｍ×高１５０ｍｍ×長６００ｍｍ ３１ｋｇ／個 福岡 縁石（福岡） １５０×１５０×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092768 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１５０ｍｍ×高２００ｍｍ×長６００ｍｍ ４１ｋｇ／個 福岡 縁石（福岡） １５０×２００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092770 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石 幅１５０ｍｍ×高２５０ｍｍ×長６００ｍｍ ５２ｋｇ／個 福岡 縁石（福岡） １５０×２５０×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092772
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 住宅公団用縁石 幅１００／１１０ｍｍ×高１５５ｍｍ×長６００ｍｍ ２３
ｋｇ／個 福岡

住宅公団用縁石（福岡） １００／１１０×１５５×６００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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地区別道路用コンクリート製品 1105092774 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 横断暗渠 ２４０ｍｍ×１，０００ｍｍ １７０ｋｇ／個 福岡 横断暗渠（福岡） ２４０×１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092776 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 横断暗渠 ３００ｍｍ×１，０００ｍｍ ２２０ｋｇ／個 福岡 横断暗渠（福岡） ３００×１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092778 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 横断暗渠 ３６０ｍｍ×１，０００ｍｍ ２８０ｋｇ／個 福岡 横断暗渠（福岡） ３６０×１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092780 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 横断暗渠 ４００ｍｍ×１，０００ｍｍ ３５０ｋｇ／個 福岡 横断暗渠（福岡） ４００×１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092782 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 横断暗渠 ４５０ｍｍ×１，０００ｍｍ ４２０ｋｇ／個 福岡 横断暗渠（福岡） ４５０×１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092784 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 横断暗渠 ５００ｍｍ×１，０００ｍｍ ５３５ｋｇ／個 福岡 横断暗渠（福岡） ５００×１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092786 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 横断暗渠 ６００ｍｍ×１，０００ｍｍ ７２５ｋｇ／個 福岡 横断暗渠（福岡） ６００×１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092788
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 人孔床板 特１型角型外蓋 １，０００ｍｍ×１，３００ｍｍ×２００ｍｍ×
φ６００ｍｍ ４８９ｋｇ／個 福岡

人孔床板特１型角型外蓋（福岡） １０００×１３００×２００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092790
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 人孔床板 ２号Ａ型 φ１，７００ｍｍ×２００ｍｍ×φ６００ｍｍ ９５４ｋ
ｇ／個 福岡

人孔床板　２号Ａ型（福岡） １７００×２００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092792
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 人孔床板 ３号Ａ型 φ２，０００ｍｍ×２００ｍｍ×φ６００ｍｍ １，３７
２ｋｇ／個 福岡

人孔床板　３号Ａ型（福岡） ２０００×２００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092794
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 人孔床板 ３号ＢＣ型 φ２，０００ｍｍ×２００ｍｍ×φ９００ｍｍ １，２
２７ｋｇ／個 福岡

人孔床板　３号ＢＣ型（福岡） ２０００×２００×９００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092796
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 人孔床板 ４号Ａ型 φ２，４００ｍｍ×２５０ｍｍ×φ６００ｍｍ ２，５４
３ｋｇ／個 福岡

人孔床板　４号Ａ型（福岡） ２４００×２５０×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

地区別道路用コンクリート製品 1105092798
地区別道路用コンクリート製品 九州地区 人孔床板 ４号ＢＣ型 φ２，４００ｍｍ×２５０ｍｍ×φ９００ｍｍ ２，３
８０ｋｇ／個 福岡

人孔床板　４号ＢＣ型（福岡） ２４００×２５０×９００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

国土交通省規格側溝ふた 1105101650 国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ５００ 幅６３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ７８ｋｇ／個 国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ５００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

国土交通省規格側溝ふた 1105101655 国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ６００ 幅７３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ★ ９１ｋｇ／個 国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ６００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

国土交通省規格側溝ふた 1105101660 国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ７００ 幅８３０ｍｍ×高１００ｍｍ×長５００ｍｍ ★ １０３ｋｇ／個 国土交通省規格側溝ふた Ｃ１－Ｂ７００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

国土交通省規格側溝ふた 1105101645 国土交通省規格側溝ふた Ｃ２－Ｂ５００ 幅６３０ｍｍ×高１３０ｍｍ×長５００ｍｍ ★ １０１ｋｇ／個 国土交通省規格側溝ふた Ｃ２－Ｂ５００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

道路用鉄筋コンクリート側溝 1105090112
道路用鉄筋コンクリート側溝 １種 ３００Ｃ 内幅３００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４９７ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

道路用側溝　１種　３００Ｃ ３００×５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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道路用鉄筋コンクリート側溝 1105090127
道路用鉄筋コンクリート側溝 ３種 ３００Ｃ 内幅３００ｍｍ×内高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５８５ｋｇ／個
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

道路用側溝　３種　３００Ｃ ３００×５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093417 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８３０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ３００×９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093418 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９９５ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ３００×１０００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093406 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １０７０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ３００×１１００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093486 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９３０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093488 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １０００ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×１０００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093407 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １１８０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×１１００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093408 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １２７０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ４００×１２００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093432 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５４５ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×４００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093437 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １０４０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093440 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １１２０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×１０００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093409 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １２００ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×１１００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093411 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １３９０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×１２００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093412 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １４８０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×１３００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093413 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １５７０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ５００×１４００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093441 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６４０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×４００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093442 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７００ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093446 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １０３０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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自由勾配側溝 1105093450 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １２４０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×１０００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093414 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １３２０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×１１００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093421 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １４１０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×１２００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093422 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １６２０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×１３００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093423 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １７１０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×１４００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093424 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １８００ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ６００×１５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093490 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９３５ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ７００×５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093466 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １０１０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ７００×６００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093467 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １０９０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ７００×７００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093468 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １１６０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ７００×８００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093469 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １２４０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ７００×９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093470 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １３２０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ７００×１０００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093426 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １３９７ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ７００×１１００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093427 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １４７５ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ７００×１２００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093428 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １５５７ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ７００×１３００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093429 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １６３５ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ７００×１４００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093438 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １７１３ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ７００×１５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093439 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １７９０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ７００×１６００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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自由勾配側溝 1105093447 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １８６８ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ７００×１７００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093492 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １１１０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ８００×６００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093471 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １２００ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ８００×７００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093472 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １２８０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ８００×８００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093473 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １３６０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ８００×９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093474 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １４５０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ８００×１０００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093448 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １５２６ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ８００×１１００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093449 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １６０８ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ８００×１２００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093451 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １６９１ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ８００×１３００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093452 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １７７８ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ８００×１４００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093453 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １８６０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ８００×１５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093454 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １９４２ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ８００×１６００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093456 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２０２５ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ８００×１７００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093457 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２１０７ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ８００×１８００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093476 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １３１０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ９００×７００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093477 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １４００ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ９００×８００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093478 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １４９０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ９００×９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093479 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １５７０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ９００×１０００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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自由勾配側溝 1105093458 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １６５７ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ９００×１１００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093459 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １７４４ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ９００×１２００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093461 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １８３１ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ９００×１３００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093462 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １９１８ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ９００×１４００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093463 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２０１０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ９００×１５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093464 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２０９７ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ９００×１６００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093481 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２１８４ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ９００×１７００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093487 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２２７１ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ９００×１８００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093489 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２３５８ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 ９００×１９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093482 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １５３０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 １０００×８００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093483 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １６２０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 １０００×９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093484 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １７１０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 １０００×１０００×２０００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093491 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，１００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １７９７ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 １０００×１１００×２０００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093493 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １８８９ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 １０００×１２００×２０００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093494 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １９８０ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 １０００×１３００×２０００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093495 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２０７２ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 １０００×１４００×２０００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093496 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２１６４ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 １０００×１５００×２０００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093497 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２２６１ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 １０００×１６００×２０００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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自由勾配側溝 1105093498 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２３５２ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 １０００×１７００×２０００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093499 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２４４４ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 １０００×１８００×２０００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093500 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２５３６ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 １０００×１９００×２０００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105093501 自由勾配側溝 縦断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ２６２７ｋｇ／個 自由勾配側溝　縦断用側溝本体 １０００×２０００×２０００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105105625 自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（２枚掛製品用） 幅７００用　長５００ｍｍ ★ １４０ｋｇ／枚 自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛 幅７００用　長５００ｍｍ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105105630 自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（２枚掛製品用） 幅８００用　長５００ｍｍ ★ １６８ｋｇ／枚 自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛 幅８００用　長５００ｍｍ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105105635 自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（２枚掛製品用） 幅９００用　長５００ｍｍ ２００ｋｇ／枚 自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛 幅９００用　長５００ｍｍ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105105640 自由勾配側溝 縦断用ふた（車道用）（２枚掛製品用） 幅１，０００用　長５００ｍｍ ２３２ｋｇ／枚 自由勾配側溝　縦断用蓋　２枚掛 幅１０００用　長５００ｍｍ 枚 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091102 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ４７５ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ３００×３００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091104 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ５５０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ３００×４００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091106 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６２４ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ３００×５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091108 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７８０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ３００×６００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091110 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８６８ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ３００×７００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091112 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９５７ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ３００×８００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091114 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １１５５ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ３００×９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091116 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅３００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １２５７ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ３００×１０００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091118 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ６４２ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ４００×４００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091120 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７２１ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ４００×５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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自由勾配側溝 1105091122 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８００ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ４００×６００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091124 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９７１ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ４００×７００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091126 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １０６４ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ４００×８００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091128 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １１５７ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ４００×９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091130 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅４００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １３７０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ４００×１０００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091132 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ７７３ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ５００×４００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091134 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８６１ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ５００×５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091136 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９４９ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ５００×６００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091138 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １０３８ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ５００×７００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091140 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １１２６ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ５００×８００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091142 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １３３１ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ５００×９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091144 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅５００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １４３３ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ５００×１０００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091146 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８８４ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ６００×４００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091148 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９７７ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ６００×５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091150 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １０７０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ６００×６００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091152 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １１６３ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ６００×７００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091154 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １２５６ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ６００×８００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091156 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １３４９ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ６００×９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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自由勾配側溝 1105091158 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １５６９ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ６００×１０００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091160 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ８９０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ７００×５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091162 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ ９７０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ７００×６００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091164 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １０５０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ７００×７００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091166 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １１２０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ７００×８００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091168 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １２００ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ７００×９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091170 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅７００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １２８０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ７００×１０００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091172 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １０６０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ８００×６００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091174 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １１４０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ８００×７００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091176 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １２２０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ８００×８００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091178 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １３１０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ８００×９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091180 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅８００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １３９０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ８００×１０００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091182 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高７００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １２５０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ９００×７００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091184 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １３４０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ９００×８００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091186 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １４３０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ９００×９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091188 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅９００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １５２０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 ９００×１０００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091190 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １４７０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 １０００×８００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

自由勾配側溝 1105091192 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高９００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １５６０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 １０００×９００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品
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自由勾配側溝 1105091194 自由勾配側溝 横断用側溝本体 幅１，０００ｍｍ×高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ ★ １６５０ｋｇ／個 自由勾配側溝　横断用側溝本体 １０００×１０００×２０００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095455 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形３５０ ３５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ６０５ｋｇ／個 遠心ボックスカルバート ４形３５０ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095460 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形４５０ ４５０ｍｍ×２，４００ｍｍ ９４０ｋｇ／個 遠心ボックスカルバート ４形４５０ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095461 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形５００ ５００ｍｍ×２，４００ｍｍ １，１３０ｋｇ／個 遠心ボックスカルバート ４形５００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

各種側溝 1105095463 遠心ボックスカルバート（ＣＳＢ） Ⅳ形６００ ６００ｍｍ×２，４００ｍｍ １，５２０ｋｇ／個 遠心ボックスカルバート ４形６００ 個 999 × ○ 1105 道路用コンクリート製品

防護柵基礎 1111011002 防護柵基礎 プレガードⅡ Ａ種 Ｂ＝１０００ １，０００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ ９８０ｋｇ／個 プレガード２　Ａ種 １０００×５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1111 防護柵

防護柵基礎 1111011004 防護柵基礎 プレガードⅡ Ａ種 Ｂ＝１１００ １，１００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，０３７ｋｇ／個 プレガード２　Ａ種 １１００×５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1111 防護柵

防護柵基礎 1111011006 防護柵基礎 プレガードⅡ Ａ種 Ｂ＝１２００ １，２００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，０９５ｋｇ／個 プレガード２　Ａ種 １２００×５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1111 防護柵

防護柵基礎 1111011008 防護柵基礎 プレガードⅡ Ａ種 Ｂ＝１３００ １，３００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，１５２ｋｇ／個 プレガード２　Ａ種 １３００×５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1111 防護柵

防護柵基礎 1111011010 防護柵基礎 プレガードⅡ Ａ種 Ｂ＝１５００ １，５００ｍｍ×５００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，２０９ｋｇ／個 プレガード２　Ａ種 １５００×５００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1111 防護柵

コンクリート境界杭用基礎ブロック 1911020005 コンクリート境界杭用基礎ブロック ３００ｍｍ×３００ｍｍ×２５０ｍｍ コンクリート境界杭基礎ブロック ３００×３００×２５０ 個 999 × ○ 1911 境界標くい

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018090
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ２００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９７ｍｍ×幅３００ｍｍ×高
３２ｍｍ ２９．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ２５　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018092
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ２００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９７ｍｍ×幅３００ｍｍ×高
３２ｍｍ ２９．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018094
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ２００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅３００ｍｍ×高
２５ｍｍ ２４．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018096
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ２００用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２
５ｍｍ ２４．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018098
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ２００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅３００ｍｍ×高１
９ｍｍ １８．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018100
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ２５０用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９７ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高
３８ｍｍ ３７．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝・側溝　Ｔ２５　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018102
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ２５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９７ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高
３８ｍｍ ３７．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018104
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ２５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高
３２ｍｍ ３２．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018106
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ２５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３
２ｍｍ ３２．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018108
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ２５０用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高２
５ｍｍ ２６．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018026
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ３００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高
４４ｍｍ ４８．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝・側溝　Ｔ２５　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018028
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ３００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高
３８ｍｍ ４２．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018030
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ３００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅４００ｍｍ×高
３８ｍｍ ４０．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018032
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ３００用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３
２ｍｍ ３５．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018110
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ３００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅４００ｍｍ×高２
５ｍｍ ２９．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018018
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ３５０用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高
４４ｍｍ ５２．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝・側溝　Ｔ２５　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018020
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ３５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高
４４ｍｍ ５２．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018022
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ３５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高
３８ｍｍ ４４．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018024
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ３５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高３
８ｍｍ ４４．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018112
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ３５０用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高３
２ｍｍ ３８．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018010
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ４００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高
５０ｍｍ ８１．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝・側溝　Ｔ２５　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018012
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ４００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高
４４ｍｍ ５７．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018014
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ４００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高
３８ｍｍ ５０．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018016
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ４００用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３
８ｍｍ ４８．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018114
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ４００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３
２ｍｍ ４１．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018002
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高
５０ｍｍ ８７．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ２５　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018004
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高
５０ｍｍ ８７．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018006
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高
４４ｍｍ ６１．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018008
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高３
８ｍｍ ５４．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018116
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高３
２ｍｍ ４４．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018118
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ５００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高
５０ｍｍ ９４．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝・側溝　Ｔ２５　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018120
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ５００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高
５０ｍｍ ９４．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018122
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ５００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高
４４ｍｍ ６６．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018124
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ５００用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高４
４ｍｍ ６６．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018126
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ５００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅６００ｍｍ×高３
８ｍｍ ５５．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018128
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ５５０用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高
５５ｍｍ １１０．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝・側溝　Ｔ２５　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018130
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ５５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高
５０ｍｍ １０１．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018132
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ５５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高
５０ｍｍ １０１．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018134
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ５５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高４
４ｍｍ ７０．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018136
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ５５０用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高３
８ｍｍ ５９．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018138
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ６００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高
５５ｍｍ １１７．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018140
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ６００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高
５０ｍｍ １０８．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018142
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ６００用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高４
４ｍｍ ７５．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた） 1115018144
鋼製グレーチング（溝ぶた） 横断溝・側溝用細目 ６００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅７００ｍｍ×高３
８ｍｍ ６３．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018146
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ２０
０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高４４ｍｍ ３１．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ２５　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018148
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ２０
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３８ｍｍ ２９．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ２０　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018150
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ２０
０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ２６．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ１４　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018152
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ２５
０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高５０ｍｍ ４０．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ２５　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018154
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ２５
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高４４ｍｍ ３４．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ２０　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018156
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ２５
０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３８ｍｍ ３１．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ１４　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115014254
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ３０
０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５５ｍｍ ４６．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ２５　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115014256
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ３０
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５０ｍｍ ４３．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ２０　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115014258
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ３０
０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ ３６．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ１４　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018158
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ３５
０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高６０ｍｍ ５３．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ２５　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018160
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ３５
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５５ｍｍ ４９．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ２０　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018162
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ３５
０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５０ｍｍ ４６．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ１４　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115014260
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ４０
０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高６５ｍｍ ６０．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ２５　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115014262
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ４０
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高６０ｍｍ ５７．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ２０　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115014264
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ４０
０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ ４９．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ１４　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018164
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ４５
０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高７５ｍｍ ７１．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ２５　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018166
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ４５
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高６５ｍｍ ６４．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ２０　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018168
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ４５
０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５５ｍｍ ５６．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ１４　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018170
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ５０
０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ ７６．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ２５　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018172
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ５０
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高６５ｍｍ ６８．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ２０　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018174
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ５０
０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５５ｍｍ ５９．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ１４　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018176
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ５５
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高７５ｍｍ ８０．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５５０用　Ｔ２０　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018178
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ５５
０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高６０ｍｍ ６８．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５５０用　Ｔ１４　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018180
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ６０
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高７５ｍｍ ８５．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ６００用　Ｔ２０　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018182
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー） ６０
０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高６５ｍｍ ７６．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ６００用　Ｔ１４　エコノミー 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018184
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ２０
０用 荷重Ｔ－２５　長９９７ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３８ｍｍ ３８．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ２５　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018186
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ２０
０用 荷重Ｔ－２０　長９９７ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３８ｍｍ ３８．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ２０　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018188
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ２０
０用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ３４．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ１４　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018190
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ２５
０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高４４ｍｍ ４８．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ２５　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018192
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ２５
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３８ｍｍ ４３．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ２０　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018194
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ２５
０用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３８ｍｍ ４２．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ１４　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018196
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ３０
０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ ５３．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ２５　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018198
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ３０
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ ５３．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ２０　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018200
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ３０
０用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３８ｍｍ ４６．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ１４　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018202
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ３５
０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５０ｍｍ ７８．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ２５　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

3265 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018204
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ３５
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高４４ｍｍ ５７．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ２０　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018206
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ３５
０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高３８ｍｍ ５１．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ１４　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018208
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ４０
０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ ８５．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ２５　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018210
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ４０
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ ８５．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ２０　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018212
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ４０
０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高４４ｍｍ ６２．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ１４　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018214
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ４５
０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ９１．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ２５　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018216
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ４５
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ９１．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ２０　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018218
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ４５
０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高４４ｍｍ ６６．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ１４　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018220
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ５０
０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ ９８．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ２５　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018222
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ５０
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ ９８．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ２０　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018224
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ５０
０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高４４ｍｍ ７１．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ１４　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018226
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ５５
０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５５ｍｍ １１３．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５５０用　Ｔ２５　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018228
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ５５
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５０ｍｍ １０５．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５５０用　Ｔ２０　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018230
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ５５
０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５０ｍｍ １０５．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５５０用　Ｔ１４　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018232
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ６０
０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５０ｍｍ １１２．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ６００用　Ｔ２０　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018234
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般用細目） ６０
０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５０ｍｍ １１２．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ６００用　Ｔ１４　一般用　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018236
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
２００用 荷重Ｔ－２５　長９９７ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ３４．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ２５　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018238
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
２００用 荷重Ｔ－２０　長９９７ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ３４．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ２０　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018240
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
２００用 荷重Ｔ－１４・６　長９９７ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ３４．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ１４・６　エコ細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018242
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
２５０用 荷重Ｔ－２５　長９９７ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３８ｍｍ ４２．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ２５　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018244
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
２５０用 荷重Ｔ－２０　長９９７ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３８ｍｍ ４２．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ２０　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018246
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
２５０用 荷重Ｔ－１４・６　長９９７ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３２ｍｍ ３７．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ１４・６　エコ細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018248
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ ５３．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ２５　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018250
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
３００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３８ｍｍ ４７．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ２０　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018252
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
３００用 荷重Ｔ－１４・６　長９９７ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３８ｍｍ ４６．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ１４・６　エコ細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018254
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
３５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高４４ｍｍ ５７．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ２５　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018256
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
３５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高４４ｍｍ ５７．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ２０　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018258
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
３５０用 荷重Ｔ－１４・６　長９９７ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高３８ｍｍ ４９．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ１４・６　エコ細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018260
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ ８５．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ２５　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018262
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高４４ｍｍ ６２．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ２０　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018264
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
４００用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３８ｍｍ ５５．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ１４・６　エコ細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018266
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
４５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ９１．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ２５　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018268
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
４５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ９１．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ２０　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018270
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
４５０用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高４４ｍｍ ６６．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ１４・６　エコ細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018272
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ ９８．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ２５　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018274
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ ９８．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ２０　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018276
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
５００用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高４４ｍｍ ７１．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ１４・６　エコ細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018278
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
５５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５０ｍｍ １０５．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５５０用　Ｔ２５　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018280
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
５５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５０ｍｍ １０５．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５５０用　Ｔ２０　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018282
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
５５０用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高４４ｍｍ ７５．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５５０用　Ｔ１４・６　エコ細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018284
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
６００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５５ｍｍ １２１．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ６００用　Ｔ２５　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018286
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
６００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５０ｍｍ １１２．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ６００用　Ｔ２０　エコ　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用）

1115018288
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコノミー細目）
６００用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５０ｍｍ １１２．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ６００用　Ｔ１４・６　エコ細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017118
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ２００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅
３００ｍｍ×高３２ｍｍ ３１．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ２５　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017120
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ２００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅
３００ｍｍ×高２５ｍｍ ２６．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017122
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ２００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅
３００ｍｍ×高２５ｍｍ ２６．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017124
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ２００用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３
００ｍｍ×高２５ｍｍ ２６．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017126
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ２００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３
００ｍｍ×高２５ｍｍ ２６．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２００用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017128
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ２５０用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅
３５０ｍｍ×高３８ｍｍ ３９．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝・側溝　Ｔ２５　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017130
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ２５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅
３５０ｍｍ×高３２ｍｍ ３４．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017132
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ２５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅
３５０ｍｍ×高２５ｍｍ ２８．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017134
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ２５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３
５０ｍｍ×高２５ｍｍ ２８．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017136
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ２５０用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３
５０ｍｍ×高２５ｍｍ ２８．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋２５０用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115013703
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ３００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅
４００ｍｍ×高４４ｍｍ ４９．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝・側溝　Ｔ２５　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115013704
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ３００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅
４００ｍｍ×高３８ｍｍ ４３．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017138
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ３００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅
４００ｍｍ×高３２ｍｍ ３８．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017140
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ３００用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４
００ｍｍ×高３２ｍｍ ３８．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115013705
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ３００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４
００ｍｍ×高２５ｍｍ ３１．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３００用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017142
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ３５０用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅
４５０ｍｍ×高４４ｍｍ ５３．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝・側溝　Ｔ２５　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017144
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ３５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅
４５０ｍｍ×高４４ｍｍ ５３．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017146
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ３５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅
４５０ｍｍ×高３８ｍｍ ４６．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017148
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ３５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４
５０ｍｍ×高３２ｍｍ ４１．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017150
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ３５０用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４
５０ｍｍ×高２５ｍｍ ３４．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋３５０用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115013713
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ４００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅
５００ｍｍ×高５０ｍｍ ８２．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝・側溝　Ｔ２５　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115013714
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ４００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅
５００ｍｍ×高４４ｍｍ ５８．３ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017152
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ４００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅
５００ｍｍ×高３８ｍｍ ５１．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017154
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ４００用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５
００ｍｍ×高３８ｍｍ ５１．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115013716
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ４００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５
００ｍｍ×高２５ｍｍ ３７．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４００用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017156
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅
５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ８９．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ２５　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017158
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅
５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ８９．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017160
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅
５５０ｍｍ×高４４ｍｍ ６２．８ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017162
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５
５０ｍｍ×高３８ｍｍ ５５．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017164
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ４５０用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５
５０ｍｍ×高３２ｍｍ ４８．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋４５０用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017166
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ５００用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅
６００ｍｍ×高５０ｍｍ ９６．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝・側溝　Ｔ２５　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017168
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ５００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅
６００ｍｍ×高５０ｍｍ ９６．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017170
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ５００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅
６００ｍｍ×高４４ｍｍ ６７．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017172
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ５００用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６
００ｍｍ×高４４ｍｍ ６７．５ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017174
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ５００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６
００ｍｍ×高３２ｍｍ ５１．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５００用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017176
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ５５０用　横・側 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅
６５０ｍｍ×高５５ｍｍ １１２．２ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝・側溝　Ｔ２５　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017178
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ５５０用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅
６５０ｍｍ×高５０ｍｍ １０３．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017180
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ５５０用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅
６５０ｍｍ×高５０ｍｍ １０３．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017182
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ５５０用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅６
５０ｍｍ×高４４ｍｍ ７２．０ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017184
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ５５０用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６
５０ｍｍ×高３２ｍｍ ５５．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋５５０用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017186
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ６００用　横・側 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅
７００ｍｍ×高５５ｍｍ １１９．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝・側溝　Ｔ２０　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017188
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ６００用　横・側 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅
７００ｍｍ×高５０ｍｍ １１０．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝・側溝　Ｔ１４　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017190
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ６００用　横・側 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅７
００ｍｍ×高４４ｍｍ ７６．７ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝・側溝　Ｔ６　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017192
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 横断溝・側溝用細目 ６００用　横・側 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅７
００ｍｍ×高３２ｍｍ ５８．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　溝蓋６００用 横断溝・側溝　Ｔ２　細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017198
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ４５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍ
ｍ×高２５ｍｍ ３９．６ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　歩道用細目 ４５０用　５ｋＮ／ｍ２滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017200
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ５００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅６００ｍ
ｍ×高２５ｍｍ ４２．４ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　歩道用細目 ５００用　５ｋＮ／ｍ２滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017202
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ５５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍ
ｍ×高２５ｍｍ ４５．１ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　歩道用細目 ５５０用　５ｋＮ／ｍ２滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 1115017204
鋼製グレーチング（溝ぶた・すべり止め型） 歩道用細目 ６００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅７００ｍ
ｍ×高２５ｍｍ ４７．９ｋｇ／組 ★

鋼製グレーチング　歩道用細目 ６００用　５ｋＮ／ｍ２滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017216
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ２００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高４４ｍｍ ３２．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ２５エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017218
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ２００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３８ｍｍ ２９．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ２０エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017220
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ２００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ２６．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ１４エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017222
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ２５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高５０ｍｍ ４０．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ２５エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017224
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ２５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高４４ｍｍ ３４．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ２０エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017226
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ２５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３８ｍｍ ３１．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ１４エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011830
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５５ｍｍ ４６．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ２５エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011770
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高５０ｍｍ ４４．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ２０エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011772
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ ３７．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ１４エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017228
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ３５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高６０ｍｍ ５３．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ２５エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017230
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ３５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５５ｍｍ ５０．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ２０エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017232
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ３５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５０ｍｍ ４７．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ１４エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011832
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高６５ｍｍ ６０．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ２５エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011774
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高６０ｍｍ ５７．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ２０エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115011776
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ ５０．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ１４エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017234
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ４５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高７５ｍｍ ７２．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ２５エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017236
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ４５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高６５ｍｍ ６４．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ２０エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017238
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ４５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５５ｍｍ ５７．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ１４エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017240
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高７５ｍｍ ７６．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ２５エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017242
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高６５ｍｍ ６９．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ２０エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017244
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ５００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５５ｍｍ ６０．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ１４エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017246
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ５５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高７５ｍｍ ８１．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５５０用　Ｔ２０エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017248
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ５５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高６０ｍｍ ６９．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５５０用　Ｔ１４エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017250
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ６００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高７５ｍｍ ８６．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ６００用　Ｔ２０エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017252
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー） ６００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高６５ｍｍ ７７．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ６００用　Ｔ１４エコノミー滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017254
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ２００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３８ｍｍ ４０．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ２５一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017256
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ２００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ３６．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ２０一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017258
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ２００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ３６．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ１４一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017260
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ２５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高４４ｍｍ ４９．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ２５一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017262
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ２５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３８ｍｍ ４４．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ２０一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017264
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ２５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３２ｍｍ ３９．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ１４一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017266
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ ５３．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ２５一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017268
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ ５３．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ２０一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017270
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３８ｍｍ ４７．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ１４一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017272
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ３５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高５０ｍｍ ７９．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ２５一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

3272 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017274
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ３５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高４４ｍｍ ５８．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ２０一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017276
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ３５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高３８ｍｍ ５２．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ１４一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017278
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ ８６．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ２５一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017280
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ ８６．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ２０一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017282
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高４４ｍｍ ６３．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ１４一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017284
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ４５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ９３．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ２５一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017286
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ４５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ９３．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ２０一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017288
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ４５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高４４ｍｍ ６７．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ１４一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017290
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ １００．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ２５一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017292
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ １００．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ２０一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017294
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ５００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高４４ｍｍ ７２．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ１４一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017296
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ５５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５５ｍｍ １１６．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５５０用　Ｔ２５一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017298
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ５５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５０ｍｍ １０７．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５５０用　Ｔ２０一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017300
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ５５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５０ｍｍ １０７．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５５０用　Ｔ１４一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017302
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ６００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５０ｍｍ １１４．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ６００用　Ｔ２０一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017304
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（一般
用細目） ６００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５０ｍｍ １１４．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ６００用　Ｔ１４一般用細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017306
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ２００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ３６．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ２５　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017308
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ２００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ３６．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用　Ｔ２０　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017310
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ２００用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ ３６．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２００用Ｔ１４・６エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017312
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ２５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３８ｍｍ ４４．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ２５　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017314
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ２５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３２ｍｍ ３９．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用　Ｔ２０　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017316
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ２５０用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅３５０ｍｍ×高３２ｍｍ ３９．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ２５０用Ｔ１４・６エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017318
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高４４ｍｍ ５３．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ２５　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017320
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３８ｍｍ ４８．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用　Ｔ２０　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017322
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ３００用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高３２ｍｍ ４２．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３００用Ｔ１４・６エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017325
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ３５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高４４ｍｍ ５８．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ２５　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017326
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ３５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高４４ｍｍ ５８．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用　Ｔ２０　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017328
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ３５０用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅４５０ｍｍ×高３８ｍｍ ５１．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ３５０用Ｔ１４・６エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017330
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高５０ｍｍ ８６．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ２５　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017332
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高４４ｍｍ ６３．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用　Ｔ２０　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017334
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ４００用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅５００ｍｍ×高３８ｍｍ ５６．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４００用Ｔ１４・６エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017336
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ４５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ９３．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ２５　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017338
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ４５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高５０ｍｍ ９３．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用　Ｔ２０　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017340
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ４５０用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅５５０ｍｍ×高４４ｍｍ ６７．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ４５０用Ｔ１４・６エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017342
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ １００．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ２５　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017344
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高５０ｍｍ １００．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用　Ｔ２０　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017346
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ５００用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅６００ｍｍ×高４４ｍｍ ７２．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５００用Ｔ１４・６エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017348
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ５５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５０ｍｍ １０７．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５５０用　Ｔ２５　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017350
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ５５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高５０ｍｍ １０７．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５５０用　Ｔ２０　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017352
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ５５０用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅６５０ｍｍ×高４４ｍｍ ７６．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ５５０用Ｔ１４・６エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017354
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ６００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５５ｍｍ １２３．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ６００用　Ｔ２５　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017356
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ６００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５０ｍｍ １１４．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ６００用　Ｔ２０　エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横
断溝用・すべり止め型）

1115017358
鋼製グレーチング（溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用・すべり止め型） 車道用ボルト固定ゴム付き（騒音防止）（エコ
ノミー細目） ６００用 荷重Ｔ－１４・６　長９９５ｍｍ×幅７００ｍｍ×高５０ｍｍ １１４．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング溝蓋ボルト固定 ６００用Ｔ１４・６エコ細目滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018034
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－２　３０５ｍｍ×５００ｍｍ×高３２ｍｍ
１１．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×４００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018290
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－２５　２８９ｍｍ×６００ｍｍ×高６５ｍｍ
２３．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×５００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018072
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－２０　２８９ｍｍ×６００ｍｍ×高５５ｍｍ
２０．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×５００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018062
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－１４　２８９ｍｍ×６００ｍｍ×高５０ｍｍ
１９．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×５００用　Ｔ１４ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018052
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－６　２８９ｍｍ×６００ｍｍ×高５０ｍｍ
１９．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×５００用　Ｔ６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018036
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－２　３０５ｍｍ×６００ｍｍ×高３８ｍｍ
１４．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×５００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018292
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－２５　２８９ｍｍ×７００ｍｍ×高７５ｍｍ
３０．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×６００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018074
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－２０　２８９ｍｍ×７００ｍｍ×高６５ｍｍ
２６．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×６００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018064
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－１４　２８９ｍｍ×７００ｍｍ×高５５ｍｍ
２３．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×６００用　Ｔ１４ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018054
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－６　２８９ｍｍ×７００ｍｍ×高５５ｍｍ
２３．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×６００用　Ｔ６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018038
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－２　３０５ｍｍ×７００ｍｍ×高３８ｍｍ
１６．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×６００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018040
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－２　３９５ｍｍ×５００ｍｍ×高３２ｍｍ
１３．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×４００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018042
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－２　３９５ｍｍ×６００ｍｍ×高３８ｍｍ
１７．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×５００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018294
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×７００ｍｍ×高７５ｍｍ
３８．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×６００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018076
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×７００ｍｍ×高６５ｍｍ
３４．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×６００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018066
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－１４　３９５ｍｍ×７００ｍｍ×高５５ｍｍ
２９．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×６００用　Ｔ１４ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018056
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－６　３９５ｍｍ×７００ｍｍ×高５５ｍｍ
２９．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×６００用　Ｔ６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018044
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－２　３９５ｍｍ×７００ｍｍ×高３８ｍｍ
１９．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×６００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018296
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×５００ｍｍ×高５５ｍｍ
２７．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×４００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018078
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×５００ｍｍ×高５０ｍｍ
２５．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×４００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018068
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－１４　４８５ｍｍ×５００ｍｍ×高４４ｍｍ
２０．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×４００用　Ｔ１４ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018058
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－６　４８５ｍｍ×５００ｍｍ×高４４ｍｍ
２０．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×４００用　Ｔ６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018046
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－２　４８５ｍｍ×５００ｍｍ×高３２ｍｍ
１６．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×４００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018048
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－２　４８５ｍｍ×６００ｍｍ×高３８ｍｍ
２０．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×５００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018298
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×７００ｍｍ×高７５ｍｍ
４７．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×６００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018080
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×７００ｍｍ×高６５ｍｍ
４１．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×６００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018070
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－１４　５０１ｍｍ×７００ｍｍ×高５５ｍｍ
３６．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×６００用　Ｔ１４ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018060
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－６　５０１ｍｍ×７００ｍｍ×高５５ｍｍ
３６．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×６００用　Ｔ６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018050
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－２　４８５ｍｍ×７００ｍｍ×高３８ｍｍ
２３．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×６００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018300
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×８００ｍｍ×高７５ｍｍ
５２．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×７００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018302
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×８００ｍｍ×高７５ｍｍ
５２．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×７００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018304
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　５０１ｍｍ×８００ｍｍ×高６０
ｍｍ ４４．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×７００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018306
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－２　４８５ｍｍ×８００ｍｍ×高４４ｍｍ
２９．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×７００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018308
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－２５　６０７ｍｍ×７００ｍｍ×高７５ｍｍ
５５．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ６００×６００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018310
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－２０　６０７ｍｍ×７００ｍｍ×高６５ｍｍ
４９．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ６００×６００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018312
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　６０７ｍｍ×７００ｍｍ×高５５
ｍｍ ４２．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ６００×６００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018314
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－２　６０５ｍｍ×７００ｍｍ×高３８ｍｍ
２８．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ６００×６００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018316
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－２５　７１３ｍｍ×８００ｍｍ×高７５ｍｍ
７１．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ７００×７００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018318
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－２０　７１３ｍｍ×８００ｍｍ×高７５ｍｍ
７１．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ７００×７００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018320
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　７１３ｍｍ×８００ｍｍ×高６０
ｍｍ ５９．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ７００×７００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018322
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－２　６９５ｍｍ×８００ｍｍ×高４４ｍｍ
３９．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ７００×７００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018366
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－２５　２８９ｍｍ×５８８ｍｍ×高６５ｍｍ
２７．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×５００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018368
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－２０　２８９ｍｍ×５８８ｍｍ×高５５ｍｍ
２３．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×５００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018370
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　２８９ｍｍ×５８８ｍｍ×高５０
ｍｍ ２１．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×５００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018372
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－２５　２８９ｍｍ×６８８ｍｍ×高７５ｍｍ
３５．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×６００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018374
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－２０　２８９ｍｍ×６８８ｍｍ×高６５ｍｍ
３０．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×６００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018376
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　２８９ｍｍ×６８８ｍｍ×高５５
ｍｍ ２６．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×６００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018378
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×６８８ｍｍ×高７５ｍｍ
４３．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×６００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018380
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×６８８ｍｍ×高６５ｍｍ
３８．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×６００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018382
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×６８８ｍｍ×高５５
ｍｍ ３３．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×６００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018384
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×４８８ｍｍ×高５５ｍｍ
３０．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×４００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018386
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×４８８ｍｍ×高５０ｍｍ
２８．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×４００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018388
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　４８５ｍｍ×４８８ｍｍ×高４４
ｍｍ ２２．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×４００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018390
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×６８８ｍｍ×高７５ｍｍ
５１．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×６００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018392
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×６８８ｍｍ×高６５ｍｍ
４５．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×６００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018394
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　５０１ｍｍ×６８８ｍｍ×高５５
ｍｍ ３９．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×６００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018396
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×７８８ｍｍ×高７５ｍｍ
５７．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×７００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018398
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×７８８ｍｍ×高７５ｍｍ
５７．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×７００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018400
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　５０１ｍｍ×７８８ｍｍ×高６０
ｍｍ ４７．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×７００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018402
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－２５　６０７ｍｍ×６８８ｍｍ×高７５ｍｍ
６０．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ６００×６００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018404
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－２０　６０７ｍｍ×６８８ｍｍ×高６５ｍｍ
５３．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ６００×６００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018406
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　６０７ｍｍ×６８８ｍｍ×高５５
ｍｍ ４５．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ６００×６００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018408
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－２５　６７８ｍｍ×７８８ｍｍ×高７５ｍｍ
７３．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ７００×７００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018410
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－２０　６７８ｍｍ×７８８ｍｍ×高７５ｍｍ
７３．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ７００×７００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018412
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　６７８ｍｍ×７８８ｍｍ×高６０
ｍｍ ６０．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ７００×７００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018450
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×４０
０ｍｍ×高５０ｍｍ １９．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ３００×３００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018452
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×４０
０ｍｍ×高４４ｍｍ １６．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ３００×３００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018454
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×
４００ｍｍ×高３８ｍｍ １４．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ３００×３００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018456
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－２　３９５ｍｍ×４００
ｍｍ×高２５ｍｍ １１．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ３００×３００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018458
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－２　５１５ｍｍ×５１５
ｍｍ×高３２ｍｍ １９．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ４００×４００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018460
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２　５４５ｍｍ×５５０
ｍｍ×高３２ｍｍ ２１．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ４５０×４５０用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018462
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２　６０５ｍｍ×６０５
ｍｍ×高３８ｍｍ ２８．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ５００×５００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018464
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２　６９５ｍｍ×７００
ｍｍ×高３８ｍｍ ３５．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ６００×６００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018466
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２５　８００ｍｍ×８０
０ｍｍ×高７５ｍｍ ８４．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ７００×７００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018468
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２０　８００ｍｍ×８０
０ｍｍ×高７５ｍｍ ８４．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ７００×７００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018470
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　８１９ｍｍ×
８２０ｍｍ×高６０ｍｍ ７２．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ７００×７００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018472
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２　８１５ｍｍ×８１５
ｍｍ×高４４ｍｍ ５０．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ７００×７００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018474
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２５　８９０ｍｍ×９０
０ｍｍ×高９０ｍｍ １１７．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ８００×８００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018476
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２０　８９０ｍｍ×９０
０ｍｍ×高７５ｍｍ １００．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ８００×８００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018478
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－１４・６　８９０ｍｍ×
９００ｍｍ×高６５ｍｍ ８８．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ８００×８００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018480
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２　９０５ｍｍ×９０５
ｍｍ×高４４ｍｍ ５９．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ８００×８００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018482
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－２５　９９５ｍｍ×１，
０００ｍｍ×高９０ｍｍ １４２．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ９００×９００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018484
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－２０　９９５ｍｍ×１，
０００ｍｍ×高８０ｍｍ １２８．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ９００×９００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018486
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－１４・６　９９５ｍｍ×
１，０００ｍｍ×高６５ｍｍ １０６．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ９００×９００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018488
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－２　９９５ｍｍ×１，０
００ｍｍ×高５０ｍｍ ８６．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ９００×９００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018490
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） １，０００×１，０００用 荷重Ｔ－２０　（５３７
ｍｍ＋５７２ｍｍ）×１，１１５ｍｍ×高９０ｍｍ １７５．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 １０００×１０００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018492
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） １，０００×１，０００用 荷重Ｔ－１４・６　（５
３７ｍｍ＋５７２ｍｍ）×１，１１５ｍｍ×高７５ｍｍ １４９．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 １０００×１０００用Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018494
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み鎖付き（正方形ます用） １，０００×１，０００用 荷重Ｔ－２　（５３７ｍ
ｍ＋５７２ｍｍ）×１，１１５ｍｍ×高５０ｍｍ １０６．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 １０００×１０００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018324
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－２５　２９０ｍｍ×５００ｍｍ×高４４
ｍｍ １９．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×４００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018326
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－２０　２９０ｍｍ×５００ｍｍ×高３８
ｍｍ １７．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×４００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018328
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　３０４ｍｍ×５００ｍｍ×高
３８ｍｍ １７．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×４００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018330
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－２　３０４ｍｍ×５００ｍｍ×高２５ｍ
ｍ １２．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×４００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018332
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－２５　２９１ｍｍ×６００ｍｍ×高５０
ｍｍ ３１．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×５００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018334
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－２０　２９０ｍｍ×６００ｍｍ×高４４
ｍｍ ２２．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×５００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018336
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　２９０ｍｍ×６００ｍｍ×高
３８ｍｍ １９．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×５００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018338
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－２　３０４ｍｍ×６００ｍｍ×高３２ｍ
ｍ １７．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×５００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018340
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ３００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　２９０ｍｍ×７００ｍｍ×高
４４ｍｍ ２５．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×６００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018342
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ３００×６００用 荷重Ｔ－２　３０４ｍｍ×７００ｍｍ×高３２ｍ
ｍ １９．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×６００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018344
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×５００ｍｍ×高４４
ｍｍ ２５．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×４００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018346
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×５００ｍｍ×高３８
ｍｍ ２２．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×４００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018348
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　３９３ｍｍ×５００ｍｍ×高
３８ｍｍ ２１．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×４００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018350
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２　３９３ｍｍ×５００ｍｍ×高２５ｍ
ｍ １５．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×４００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018352
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－２５　３９６ｍｍ×６００ｍｍ×高５０
ｍｍ ４１．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×５００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018354
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×６００ｍｍ×高４４
ｍｍ ２９．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×５００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018356
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×６００ｍｍ×高
３８ｍｍ ２５．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×５００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018358
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－２　３９３ｍｍ×６００ｍｍ×高３２ｍ
ｍ ２１．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×５００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018360
鋼製グレーチング（ますぶた） １１０°開閉細目 ４００×６００用 荷重Ｔ－２　３９３ｍｍ×７００ｍｍ×高３２ｍ
ｍ ２４．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×６００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018414
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－２５　２７５ｍｍ×４８８ｍｍ×高４４
ｍｍ ２１．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×４００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018416
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－２０　２７５ｍｍ×４８８ｍｍ×高４４
ｍｍ ２１．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×４００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018418
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　２７５ｍｍ×４８８ｍｍ×高
４４ｍｍ ２１．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×４００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018420
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－２５　２７６ｍｍ×５８８ｍｍ×高５０
ｍｍ ３３．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×５００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018422
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－２０　２７５ｍｍ×５８８ｍｍ×高４４
ｍｍ ２５．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×５００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018424
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　２７５ｍｍ×５８８ｍｍ×高
４４ｍｍ ２５．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×５００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018426
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ３００×６００用 荷重Ｔ－２５　２７６ｍｍ×６８８ｍｍ×高５０
ｍｍ ３８．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×６００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018428
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ３００×６００用 荷重Ｔ－２０　２７６ｍｍ×６８８ｍｍ×高５０
ｍｍ ３８．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×６００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018430
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ３００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　２７５ｍｍ×６８８ｍｍ×高
４４ｍｍ ２９．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×６００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018432
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　３８０ｍｍ×４８８ｍｍ×高４４
ｍｍ ２７．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ４００×４００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018434
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　３８０ｍｍ×４８８ｍｍ×高４４
ｍｍ ２７．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ４００×４００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018436
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　３８０ｍｍ×４８８ｍｍ×高
４４ｍｍ ２７．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ４００×４００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

3281 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018438
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－２５　３８１ｍｍ×５８８ｍｍ×高５０
ｍｍ ４３．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ４００×５００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018440
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－２０　３８０ｍｍ×５８８ｍｍ×高４４
ｍｍ ３２．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ４００×５００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018442
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　３８０ｍｍ×５８８ｍｍ×高
４４ｍｍ ３２．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ４００×５００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018444
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ５００×４００用 荷重Ｔ－２５　４８５ｍｍ×４８８ｍｍ×高４４
ｍｍ ３３．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ５００×４００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018446
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ５００×４００用 荷重Ｔ－２０　４８５ｍｍ×４８８ｍｍ×高４４
ｍｍ ３３．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ５００×４００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018448
鋼製グレーチング（ますぶた） １８０°開閉細目 ５００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　４８５ｍｍ×４８８ｍｍ×高
４４ｍｍ ３３．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ５００×４００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018502
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－２　３９３ｍｍ×４
００ｍｍ×高１９ｍｍ １０．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ３００×３００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018504
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－２　５０６ｍｍ×５
１５ｍｍ×高２５ｍｍ ２１．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ４００×４００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018506
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２　５４４ｍｍ×５
５０ｍｍ×高２５ｍｍ ２４．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ４５０×４５０用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018508
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２　５９４ｍｍ×６
０５ｍｍ×高３２ｍｍ ３４．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ５００×５００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018516
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２　６９５ｍｍ×７
００ｍｍ×高３２ｍｍ ４３．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ６００×６００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018518
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２５　８１５ｍｍ×
８２０ｍｍ×高５０ｍｍ １１０．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ７００×７００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018520
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２０　８１５ｍｍ×
８２０ｍｍ×高５０ｍｍ １１０．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ７００×７００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018522
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　８１５ｍ
ｍ×８１５ｍｍ×高４４ｍｍ ７８．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ７００×７００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018524
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２　８０８ｍｍ×８
１５ｍｍ×高３２ｍｍ ５６．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ７００×７００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018526
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２５　８９０ｍｍ×
９００ｍｍ×高５５ｍｍ １４１．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ８００×８００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018528
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２０　８９０ｍｍ×
９００ｍｍ×高５０ｍｍ １３０．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ８００×８００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018530
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－１４・６　８９０ｍ
ｍ×９００ｍｍ×高５０ｍｍ １３０．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ８００×８００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018532
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２　９０５ｍｍ×９
０５ｍｍ×高３８ｍｍ ８３．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ８００×８００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018534
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－２０　９９５ｍｍ×
１，０００ｍｍ×高５５ｍｍ １７２．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ９００×９００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018536
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－１４・６　９９５ｍ
ｍ×１，０００ｍｍ×高５０ｍｍ １５９．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ９００×９００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018539
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－２　９９５ｍｍ×
１，０００ｍｍ×高３８ｍｍ ９８．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ９００×９００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018540
鋼製グレーチング（ますぶた） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） １，０００×１，０００用 荷重Ｔ－２　（５４
５ｍｍ＋５４５ｍｍ）×１，１００ｍｍ×高４４ｍｍ １３３．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 １０００×１０００用　Ｔ２ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた） 1115018088 鋼製グレーチング 国土交通省Ｌ型街きょます用グレーチング ４９５ｍｍ×３６０ｍｍ×高６０ｍｍ １５．２ｋｇ／枚 鋼製グレーチング 国土交通省Ｌ型　４９５×３６０ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019382
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ７００×７００用 荷重Ｔ－２５　８００ｍｍ×８００ｍｍ
×高７５ｍｍ ８４．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ７００×７００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019384
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ７００×７００用 荷重Ｔ－２０　８００ｍｍ×８００ｍｍ
×高７５ｍｍ ８４．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ７００×７００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019386
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ７００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　８１９ｍｍ×８２０
ｍｍ×高６０ｍｍ ７３．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ７００×７００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019388
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ８００×８００用 荷重Ｔ－２５　８９０ｍｍ×９００ｍｍ
×高９０ｍｍ １１８．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ８００×８００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019390
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ８００×８００用 荷重Ｔ－２０　８９０ｍｍ×９００ｍｍ
×高７５ｍｍ １０１．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ８００×８００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019392
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ８００×８００用 荷重Ｔ－１４・６　８９０ｍｍ×９００
ｍｍ×高６５ｍｍ ８９．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ８００×８００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019394
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ９００×９００用 荷重Ｔ－２５　９９５ｍｍ×１，０００
ｍｍ×高９０ｍｍ １４２．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ９００×９００用　Ｔ２５ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019396
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ９００×９００用 荷重Ｔ－２０　９９５ｍｍ×１，０００
ｍｍ×高８０ｍｍ １２９．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ９００×９００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019398
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 ９００×９００用 荷重Ｔ－１４・６　９９５ｍｍ×１，０
００ｍｍ×高６５ｍｍ １０７．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ９００×９００用　Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019400
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 １，０００×１，０００用 荷重Ｔ－２０　（５３７ｍｍ＋
５７２ｍｍ）×１，１１５ｍｍ×高９０ｍｍ １７６．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 １０００×１０００用　Ｔ２０ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019402
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定 １，０００×１，０００用 荷重Ｔ－１４・６　（５３７ｍ
ｍ＋５７２ｍｍ）×１，１１５ｍｍ×高７５ｍｍ １５０．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 １０００×１０００用Ｔ１４・６ 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019434
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ７００×７００用 荷重Ｔ－２５　８１５ｍｍ×８２０
ｍｍ×高５０ｍｍ １１０．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ７００×７００用　Ｔ２５　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019436
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ７００×７００用 荷重Ｔ－２０　８１５ｍｍ×８２０
ｍｍ×高５０ｍｍ １１０．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ７００×７００用　Ｔ２０　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019438
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ７００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　８１５ｍｍ×８
１５ｍｍ×高４４ｍｍ ７８．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ７００×７００用Ｔ１４・６細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019440
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ８００×８００用 荷重Ｔ－２５　８９０ｍｍ×９００
ｍｍ×高５５ｍｍ １４１．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ８００×８００用　Ｔ２５　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019442
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ８００×８００用 荷重Ｔ－２０　８９０ｍｍ×９００
ｍｍ×高５０ｍｍ １３０．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ８００×８００用　Ｔ２０　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019444
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ８００×８００用 荷重Ｔ－１４・６　８９０ｍｍ×９
００ｍｍ×高５０ｍｍ １３０．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ８００×８００用Ｔ１４・６細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019446
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ９００×９００用 荷重Ｔ－２０　９９５ｍｍ×１，０
００ｍｍ×高５５ｍｍ １７２．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ９００×９００用　Ｔ２０　細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） 1115019448
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式） ボルト固定細目 ９００×９００用 荷重Ｔ－１４・６　９９５ｍｍ×
１，０００ｍｍ×高５０ｍｍ １５９．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ９００×９００用Ｔ１４・６細目 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018542
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用 ２００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅２６０ｍｍ×高３２ｍｍ １２．４
ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用　２００用　Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018544
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用 ２００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅２６０ｍｍ×高３２ｍｍ １２．４ｋ
ｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用　２００用　Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018546
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用 ２００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅２６０ｍｍ×高２５ｍｍ １１．１ｋ
ｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用　２００用　Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018086
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用 ３６０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４３５ｍｍ×高５０ｍｍ ３０．０
ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用　３６０用　Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018084
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用 ３６０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４３５ｍｍ×高４４ｍｍ ２５．０ｋ
ｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用　３６０用　Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018082
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用 ３６０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４２０ｍｍ×高３２ｍｍ １８．３ｋ
ｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用　３６０用　Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018548
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅２４０ｍｍ×
高３２ｍｍ １２．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道ゴム付　２００用　Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018550
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅２４０ｍｍ×高
３２ｍｍ １２．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道ゴム付　２００用　Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018552
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅２４０ｍｍ×高
２５ｍｍ １１．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道ゴム付　２００用　Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018554
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４２０ｍｍ×
高５０ｍｍ ２９．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道ゴム付　３６０用　Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018556
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４２０ｍｍ×高
４４ｍｍ ２５．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道ゴム付　３６０用　Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018558
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高
３２ｍｍ １８．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道ゴム付　３６０用　Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018564
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 １５０用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅２１０ｍｍ×高２５ｍｍ １
２．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　１５０用　Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018566
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 １５０用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅１９５ｍｍ×高１９ｍｍ ７．９
ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　１５０用　Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018568
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 １５０用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅１９５ｍｍ×高１９ｍｍ ７．９
ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　１５０用　Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018570
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 １８０用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅２４０ｍｍ×高２５ｍｍ １
３．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　１８０用　Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018572
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 １８０用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅２２５ｍｍ×高１９ｍｍ ９．０
ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　１８０用　Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018574
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 １８０用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅２２５ｍｍ×高１９ｍｍ ９．０
ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　１８０用　Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018576
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 ２００用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅２６０ｍｍ×高２５ｍｍ １
４．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　２００用　Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018578
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 ２００用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅２６０ｍｍ×高２５ｍｍ １４．
８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　２００用　Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018580
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 ２００用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅２４５ｍｍ×高１９ｍｍ ９．７
ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　２００用　Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018582
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 ２４０用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅３００ｍｍ×高３２ｍｍ １
９．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　２４０用　Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018584
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 ２４０用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２５ｍｍ １６．
７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　２４０用　Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018586
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 ２４０用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅２８５ｍｍ×高１９ｍｍ １１．
２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　２４０用　Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018588
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高３２ｍｍ ２
３．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　３００用　Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018590
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 ３００用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高３２ｍｍ ２３．
３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　３００用　Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018592
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 ３００用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高２５ｍｍ １９．
６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　３００用　Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018594
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 ３６０用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅４２０ｍｍ×高３８ｍｍ ３
１．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　３６０用　Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018596
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 ３６０用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅４２０ｍｍ×高３８ｍｍ ３１．
０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　３６０用　Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018598
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 ３６０用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅４２０ｍｍ×高２５ｍｍ ２２．
６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　３６０用　Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018600
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 ４５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５２５ｍｍ×高４４ｍｍ ４
７．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　４５０用　Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018602
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 ４５０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高３８ｍｍ ３９．
７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　４５０用　Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018604
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目 ４５０用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高３２ｍｍ ３２．
８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道用細目　４５０用　Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018610
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） １５０用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅１９０ｍ
ｍ×高２５ｍｍ １２．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　１５０用Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018612
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） １５０用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅１９０ｍｍ
×高１９ｍｍ １０．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　１５０用Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018614
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） １５０用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅１９０ｍｍ
×高１９ｍｍ １０．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　１５０用Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018616
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） １８０用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅２２０ｍ
ｍ×高２５ｍｍ １３．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　１８０用Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018618
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） １８０用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅２２０ｍｍ
×高１９ｍｍ １１．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　１８０用Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018620
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） １８０用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅２２０ｍｍ
×高１９ｍｍ １１．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　１８０用Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018622
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅２４０ｍ
ｍ×高２５ｍｍ １４．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　２００用Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018624
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅２４０ｍｍ
×高２５ｍｍ １４．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　２００用Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018626
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅２４０ｍｍ
×高１９ｍｍ １２．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　２００用Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018628
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ２４０用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅２８０ｍ
ｍ×高３２ｍｍ １９．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　２４０用Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018630
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ２４０用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅２８０ｍｍ
×高２５ｍｍ １６．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　２４０用Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018632
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ２４０用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅２８０ｍｍ
×高１９ｍｍ １４．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　２４０用Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018634
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅３４０ｍ
ｍ×高３２ｍｍ ２２．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　３００用Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018636
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅３４０ｍｍ
×高３２ｍｍ ２２．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　３００用Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018638
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅３４０ｍｍ
×高２５ｍｍ １９．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　３００用Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018640
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅４００ｍ
ｍ×高３８ｍｍ ３０．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　３６０用Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018642
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅４００ｍｍ
×高３８ｍｍ ３０．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　３６０用Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018644
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅４００ｍｍ
×高２５ｍｍ ２２．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　３６０用Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018646
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍ
ｍ×高４４ｍｍ ４６．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　４５０用Ｔ１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018648
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ
×高３８ｍｍ ３８．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　４５０用Ｔ６ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018650
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅４９０ｍｍ
×高３２ｍｍ ３２．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 車道細目ゴム付　４５０用Ｔ２ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018652
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） １５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅
１９０ｍｍ×高１９ｍｍ １０．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目ゴム付き　１５０用 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018654
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） １８０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅
２２０ｍｍ×高１９ｍｍ １１．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目ゴム付き　１８０用 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018656
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅
２４０ｍｍ×高１９ｍｍ １２．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目ゴム付き　２００用 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018658
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ２４０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅
２８０ｍｍ×高１９ｍｍ １４．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目ゴム付き　２４０用 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018660
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅
３４０ｍｍ×高１９ｍｍ １６．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目ゴム付き　３００用 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018662
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅
４００ｍｍ×高１９ｍｍ １８．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目ゴム付き　３６０用 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 1115018664
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅
４９０ｍｍ×高１９ｍｍ ２２．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　Ｕ字溝蓋 歩道用細目ゴム付き　４５０用 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017360
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ３００×４００用 荷重Ｔ－２　３０５ｍｍ×５００ｍｍ
×高３２ｍｍ １１．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×４００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017362
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－２５　２８９ｍｍ×６００ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ２３．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×５００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017364
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－２０　２８９ｍｍ×６００ｍ
ｍ×高５５ｍｍ ２０．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×５００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017366
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　２８９ｍｍ×６０
０ｍｍ×高５０ｍｍ １９．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×５００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

3287 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017368
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－２　３０５ｍｍ×６００ｍｍ
×高３８ｍｍ １４．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×５００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017370
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－２５　２８９ｍｍ×７００ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ３０．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×６００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017372
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－２０　２８９ｍｍ×７００ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ２６．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×６００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017374
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　２８９ｍｍ×７０
０ｍｍ×高５５ｍｍ ２３．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×６００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017376
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－２　３０５ｍｍ×７００ｍｍ
×高３８ｍｍ １６．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ３００×６００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017378
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ４００×４００用 荷重Ｔ－２　３９５ｍｍ×５００ｍｍ
×高３２ｍｍ １３．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×４００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017380
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ４００×５００用 荷重Ｔ－２　３９５ｍｍ×６００ｍｍ
×高３８ｍｍ １７．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×５００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017382
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×７００ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ３９．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×６００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017384
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×７００ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ３４．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×６００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017386
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×７０
０ｍｍ×高５５ｍｍ ２９．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×６００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017388
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－２　３９５ｍｍ×７００ｍｍ
×高３８ｍｍ ２０．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ４００×６００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017390
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×５００ｍ
ｍ×高５５ｍｍ ２８．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×４００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017392
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×５００ｍ
ｍ×高５０ｍｍ ２６．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×４００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017394
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　４８５ｍｍ×５０
０ｍｍ×高４４ｍｍ ２０．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×４００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017396
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－２　５０１ｍｍ×５００ｍｍ
×高３２ｍｍ １６．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×４００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017398
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ５００×５００用 荷重Ｔ－２　４８５ｍｍ×６００ｍｍ
×高３８ｍｍ ２１．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×５００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017400
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×７００ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ４７．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×６００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017402
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×７００ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ４１．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×６００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017404
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　５０１ｍｍ×７０
０ｍｍ×高５５ｍｍ ３６．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×６００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017406
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－２　４８５ｍｍ×７００ｍｍ
×高３８ｍｍ ２３．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×６００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017408
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×８００ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ５３．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×７００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017410
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×８００ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ５３．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×７００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017412
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　５０１ｍｍ×８０
０ｍｍ×高６０ｍｍ ４４．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×７００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017414
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－２　４８５ｍｍ×８００ｍｍ
×高４４ｍｍ ２９．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ５００×７００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017416
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－２５　６０７ｍｍ×７００ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ５６．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ６００×６００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017418
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－２０　６０７ｍｍ×７００ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ４９．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ６００×６００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017420
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　６０７ｍｍ×７０
０ｍｍ×高５５ｍｍ ４３．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ６００×６００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017422
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－２　６０５ｍｍ×７００ｍｍ
×高３８ｍｍ ２８．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ６００×６００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017424
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－２５　７１３ｍｍ×８００ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ７２．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ７００×７００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017426
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－２０　７１３ｍｍ×８００ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ７２．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ７００×７００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017428
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　７１３ｍｍ×８０
０ｍｍ×高６０ｍｍ ６０．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ７００×７００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017430
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－２　６９５ｍｍ×８００ｍｍ
×高４４ｍｍ ４０．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１１０度 ７００×７００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017470
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－２５　２８９ｍｍ×５８８ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ２７．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×５００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017472
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－２０　２８９ｍｍ×５８８ｍ
ｍ×高５５ｍｍ ２３．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×５００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017474
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ３００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　２８９ｍｍ×５８
８ｍｍ×高５０ｍｍ ２２．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×５００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017476
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－２５　２８９ｍｍ×６８８ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ３５．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×６００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017478
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－２０　２８９ｍｍ×６８８ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ３１．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×６００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017480
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ３００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　２８９ｍｍ×６８
８ｍｍ×高５５ｍｍ ２７．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ３００×６００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017482
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×６８８ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ４３．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×６００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017484
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×６８８ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ３８．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×６００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017486
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ４００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×６８
８ｍｍ×高５５ｍｍ ３３．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ４００×６００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017488
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×４８８ｍ
ｍ×高５５ｍｍ ３０．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×４００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017490
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×４８８ｍ
ｍ×高５０ｍｍ ２８．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×４００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017492
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ５００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　４８５ｍｍ×４８
８ｍｍ×高４４ｍｍ ２２．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×４００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017494
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×６８８ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ５２．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×６００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017496
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×６８８ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ４５．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×６００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017498
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ５００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　５０１ｍｍ×６８
８ｍｍ×高５５ｍｍ ３９．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×６００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017500
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－２５　５０１ｍｍ×７８８ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ５８．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×７００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017502
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－２０　５０１ｍｍ×７８８ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ５８．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×７００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017504
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ５００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　５０１ｍｍ×７８
８ｍｍ×高６０ｍｍ ４４．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ５００×７００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017506
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－２５　６０７ｍｍ×６８８ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ６０．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ６００×６００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017508
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－２０　６０７ｍｍ×６８８ｍ
ｍ×高６５ｍｍ ５３．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ６００×６００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017510
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ６００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　６０７ｍｍ×６８
８ｍｍ×高５５ｍｍ ４６．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ６００×６００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017512
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－２５　６７８ｍｍ×７８８ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ７４．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ７００×７００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017514
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－２０　６７８ｍｍ×７８８ｍ
ｍ×高７５ｍｍ ７４．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ７００×７００用　Ｔ２０滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017516
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉 ７００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　６７８ｍｍ×７８
８ｍｍ×高６０ｍｍ ６１．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋１８０度 ７００×７００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017554
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－２５　３
９５ｍｍ×４００ｍｍ×高５０ｍｍ １９．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ３００×３００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017556
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－２０　３
９５ｍｍ×４００ｍｍ×高４４ｍｍ １６．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ３００×３００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017558
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－１４・６
３９５ｍｍ×４００ｍｍ×高３８ｍｍ １５．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ３００×３００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017560
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－２　３９
５ｍｍ×４００ｍｍ×高２５ｍｍ １１．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ３００×３００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017562
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－２　５１
５ｍｍ×５１５ｍｍ×高３２ｍｍ １９．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ４００×４００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017564
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２　５４
５ｍｍ×５５０ｍｍ×高３２ｍｍ ２１．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ４５０×４５０用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017566
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２　６０
５ｍｍ×６０５ｍｍ×高３８ｍｍ ２８．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ５００×５００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017568
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２　６９
５ｍｍ×７００ｍｍ×高３８ｍｍ ３５．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ６００×６００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017570
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２５　８
００ｍｍ×８００ｍｍ×高７５ｍｍ ８４．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ７００×７００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017572
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２０　８
００ｍｍ×８００ｍｍ×高７５ｍｍ ８４．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ７００×７００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017574
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－１４・６
８１９ｍｍ×８２０ｍｍ×高６０ｍｍ ７３．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ７００×７００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017576
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２　８１
５ｍｍ×８１５ｍｍ×高４４ｍｍ ５０．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ７００×７００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017578
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２５　８
９０ｍｍ×９００ｍｍ×高９０ｍｍ １１６．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ８００×８００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017580
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２０　８
９０ｍｍ×９００ｍｍ×高７５ｍｍ １０１．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ８００×８００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017582
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－１４・６
８９０ｍｍ×９００ｍｍ×高６５ｍｍ ８９．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ８００×８００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017584
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２　９０
５ｍｍ×９０５ｍｍ×高４４ｍｍ ６０．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ８００×８００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017586
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－２５　９
９５ｍｍ×１０００ｍｍ×高９０ｍｍ １４１．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ９００×９００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017588
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－２０　９
９５ｍｍ×１０００ｍｍ×高８０ｍｍ １２８．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ９００×９００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017590
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－１４・６
９９５ｍｍ×１０００ｍｍ×高６５ｍｍ １０８．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ９００×９００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017592
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－２　９９
５ｍｍ×１０００ｍｍ×高５０ｍｍ ８８．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 ９００×９００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017594
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） １，０００×１，０００用 荷重Ｔ－
２０　（５３７ｍｍ＋５７２ｍｍ）×１１１５ｍｍ×高９０ｍｍ １７３．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 １０００×１０００用Ｔ２０滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017596
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） １，０００×１，０００用 荷重Ｔ－
１４・６　（５３７ｍｍ＋５７２ｍｍ）×１１１５ｍｍ×高７５ｍｍ １５０．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 １０００×１０００用Ｔ１４滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017598
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み鎖付き（正方形ます用） １，０００×１，０００用 荷重Ｔ－
２　（５３７ｍｍ＋５７２ｍｍ）×１１１５ｍｍ×高５０ｍｍ １０８．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋落込鎖付 １０００×１０００用　Ｔ２滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017432
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－２５　２９０ｍｍ×５０
０ｍｍ×高４４ｍｍ １９．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×４００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017434
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－２０　２９０ｍｍ×５０
０ｍｍ×高３８ｍｍ １７．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×４００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017436
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　２９０ｍｍ×
５００ｍｍ×高３２ｍｍ １５．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×４００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017438
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－２　２９０ｍｍ×５００
ｍｍ×高２５ｍｍ １２．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×４００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017440
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－２５　２９１ｍｍ×６０
０ｍｍ×高５０ｍｍ ３２．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×５００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017442
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－２０　２９０ｍｍ×６０
０ｍｍ×高４４ｍｍ ２２．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×５００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017444
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　２９０ｍｍ×
６００ｍｍ×高３８ｍｍ ２０．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×５００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017446
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－２　２９０ｍｍ×６００
ｍｍ×高２５ｍｍ １４．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×５００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017448
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ３００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　２９０ｍｍ×
７００ｍｍ×高４４ｍｍ ２６．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×６００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017450
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ３００×６００用 荷重Ｔ－２　２９０ｍｍ×７００
ｍｍ×高３２ｍｍ １９．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ３００×６００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017452
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×５０
０ｍｍ×高４４ｍｍ ２５．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×４００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017454
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×５０
０ｍｍ×高３８ｍｍ ２２．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×４００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017456
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×
５００ｍｍ×高３２ｍｍ １９．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×４００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017458
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２　３９５ｍｍ×５００
ｍｍ×高２５ｍｍ １６．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×４００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017460
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－２５　３９５ｍｍ×６０
０ｍｍ×高５０ｍｍ ４２．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×５００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017462
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－２０　３９５ｍｍ×６０
０ｍｍ×高４４ｍｍ ２９．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×５００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017464
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　３９５ｍｍ×
６００ｍｍ×高３８ｍｍ ２６．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×５００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017466
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－２　３９５ｍｍ×６００
ｍｍ×高２５ｍｍ １８．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×５００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017468
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １１０°開閉細目 ４００×６００用 荷重Ｔ－２　３９５ｍｍ×７００
ｍｍ×高３２ｍｍ ２５．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１１０細目 ４００×６００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017518
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－２５　２７５ｍｍ×４８
８ｍｍ×高４４ｍｍ ２１．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×４００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017520
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－２０　２７５ｍｍ×４８
８ｍｍ×高４４ｍｍ ２１．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×４００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017522
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ３００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　２７５ｍｍ×
４８８ｍｍ×高４４ｍｍ ２１．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×４００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017524
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－２５　２７６ｍｍ×５８
８ｍｍ×高５０ｍｍ ３４．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×５００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017526
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－２０　２７５ｍｍ×５８
８ｍｍ×高４４ｍｍ ２５．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×５００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017528
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ３００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　２７５ｍｍ×
５８８ｍｍ×高４４ｍｍ ２５．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×５００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017530
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ３００×６００用 荷重Ｔ－２５　２７６ｍｍ×６８
８ｍｍ×高５０ｍｍ ３９．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×６００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017532
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ３００×６００用 荷重Ｔ－２０　２７６ｍｍ×６８
８ｍｍ×高５０ｍｍ ３８．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×６００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017534
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ３００×６００用 荷重Ｔ－１４・６　２７５ｍｍ×
６８８ｍｍ×高４４ｍｍ ２９．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ３００×６００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017536
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２５　３８０ｍｍ×４８
８ｍｍ×高４４ｍｍ ２７．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ４００×４００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017538
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－２０　３８０ｍｍ×４８
８ｍｍ×高４４ｍｍ ２７．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ４００×４００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017540
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ４００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　３８０ｍｍ×
４８８ｍｍ×高４４ｍｍ ２７．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ４００×４００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017542
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－２５　３８１ｍｍ×５８
８ｍｍ×高５０ｍｍ ４４．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ４００×５００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017544
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－２０　３８０ｍｍ×５８
８ｍｍ×高４４ｍｍ ３２．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ４００×５００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017546
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ４００×５００用 荷重Ｔ－１４・６　３８０ｍｍ×
５８８ｍｍ×高４４ｍｍ ３２．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ４００×５００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017548
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ５００×４００用 荷重Ｔ－２５　４８５ｍｍ×４８
８ｍｍ×高４４ｍｍ ３３．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ５００×４００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017550
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ５００×４００用 荷重Ｔ－２０　４８５ｍｍ×４８
８ｍｍ×高４４ｍｍ ３３．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ５００×４００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017552
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） １８０°開閉細目 ５００×４００用 荷重Ｔ－１４・６　４８５ｍｍ×
４８８ｍｍ×高４４ｍｍ ３３．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋１８０細目 ５００×４００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017600
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ３００×３００用 荷重Ｔ－２
３９５ｍｍ×４００ｍｍ×高２５ｍｍ １５．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ３００×３００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017602
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４００×４００用 荷重Ｔ－２
５１５ｍｍ×５１５ｍｍ×高２５ｍｍ ２３．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ４００×４００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115012700
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ４５０×４５０用 荷重Ｔ－２
５４５ｍｍ×５５０ｍｍ×高２５ｍｍ ２５．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ４５０×４５０用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115013732
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ５００×５００用 荷重Ｔ－２
６０５ｍｍ×６０５ｍｍ×高２５ｍｍ ３０．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ５００×５００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017604
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ６００×６００用 荷重Ｔ－２
６９５ｍｍ×７００ｍｍ×高３２ｍｍ ４７．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ６００×６００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017606
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２５
８１５ｍｍ×８２０ｍｍ×高５０ｍｍ １１３．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ７００×７００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017608
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２０
８１５ｍｍ×８２０ｍｍ×高５０ｍｍ １１３．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ７００×７００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017610
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－１
４・６　８１５ｍｍ×８１５ｍｍ×高４４ｍｍ ７９．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ７００×７００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017612
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ７００×７００用 荷重Ｔ－２
８１５ｍｍ×８１５ｍｍ×高３２ｍｍ ６１．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ７００×７００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017614
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２５
８９０ｍｍ×９００ｍｍ×高５５ｍｍ １４４．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ８００×８００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017616
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２０
８９０ｍｍ×９００ｍｍ×高５０ｍｍ １３３．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ８００×８００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017618
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－１
４・６　８９０ｍｍ×９００ｍｍ×高５０ｍｍ １３３．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ８００×８００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017620
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ８００×８００用 荷重Ｔ－２
９０５ｍｍ×９０５ｍｍ×高３８ｍｍ ８４．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ８００×８００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017622
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－２０
９９５ｍｍ×１０００ｍｍ×高５５ｍｍ １７２．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ９００×９００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017624
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－１
４・６　９９５ｍｍ×１０００ｍｍ×高５０ｍｍ １６２．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ９００×９００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017626
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） ９００×９００用 荷重Ｔ－２
９９５ｍｍ×１０００ｍｍ×高３８ｍｍ １００．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 ９００×９００用　Ｔ２　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 1115017628
鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落し込み細目鎖付き（正方形ます用） １，０００×１，０００用 荷重
Ｔ－２　（５４５ｍｍ＋５４５ｍｍ）×１１００ｍｍ×高４４ｍｍ １３５．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング　桝蓋細目鎖付 １０００×１０００用　Ｔ２滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019480
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ７００×７００用 荷重Ｔ－２５　８００ｍ
ｍ×８００ｍｍ×高７５ｍｍ ８５．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ７００×７００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019482
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ７００×７００用 荷重Ｔ－２０　８００ｍ
ｍ×８００ｍｍ×高７５ｍｍ ８５．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ７００×７００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019484
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ７００×７００用 荷重Ｔ－１４・６　８１
９ｍｍ×８２０ｍｍ×高６０ｍｍ ７４．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ７００×７００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019486
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ８００×８００用 荷重Ｔ－２５　８９０ｍ
ｍ×９００ｍｍ×高９０ｍｍ １１７．６ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ８００×８００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019488
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ８００×８００用 荷重Ｔ－２０　８９０ｍ
ｍ×９００ｍｍ×高７５ｍｍ １０２．１ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ８００×８００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019490
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ８００×８００用 荷重Ｔ－１４・６　８９
０ｍｍ×９００ｍｍ×高６５ｍｍ ９０．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ８００×８００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019492
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ９００×９００用 荷重Ｔ－２５　９９５ｍ
ｍ×１，０００ｍｍ×高９０ｍｍ １４１．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ９００×９００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019494
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ９００×９００用 荷重Ｔ－２０　９９５ｍ
ｍ×１，０００ｍｍ×高８０ｍｍ １２９．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ９００×９００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019496
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 ９００×９００用 荷重Ｔ－１４・６　９９
５ｍｍ×１，０００ｍｍ×高６５ｍｍ １０９．２ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 ９００×９００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019498
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 １，０００×１，０００用 荷重Ｔ－２０
（５３７ｍｍ＋５７２ｍｍ）×１，１１５ｍｍ×高９０ｍｍ １７５．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 １０００×１０００用Ｔ２０滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019500
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定 １，０００×１，０００用 荷重Ｔ－１４・
６　（５３７ｍｍ＋５７２ｍｍ）×１，１１５ｍｍ×高７５ｍｍ １５２．３ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト固定 １０００×１０００用Ｔ１４滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019532
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ７００×７００用 荷重Ｔ－２５　８１
５ｍｍ×８２０ｍｍ×高５０ｍｍ １１３．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ７００×７００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019534
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ７００×７００用 荷重Ｔ－２０　８１
５ｍｍ×８２０ｍｍ×高５０ｍｍ １１３．０ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ７００×７００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019536
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ７００×７００用 荷重Ｔ－１４・６
８１５ｍｍ×８１５ｍｍ×高４４ｍｍ ７９．７ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ７００×７００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019538
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ８００×８００用 荷重Ｔ－２５　８９
０ｍｍ×９００ｍｍ×高５５ｍｍ １４３．９ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ８００×８００用　Ｔ２５　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019540
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ８００×８００用 荷重Ｔ－２０　８９
０ｍｍ×９００ｍｍ×高５０ｍｍ １３３．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ８００×８００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019542
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ８００×８００用 荷重Ｔ－１４・６
８９０ｍｍ×９００ｍｍ×高５０ｍｍ １３３．４ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ８００×８００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019544
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ９００×９００用 荷重Ｔ－２０　９９
５ｍｍ×１，０００ｍｍ×高５５ｍｍ １７２．５ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ９００×９００用　Ｔ２０　滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・
すべり止め型）

1115019546
鋼製グレーチング（ますぶた・ボルト固定式・すべり止め型） ボルト固定細目 ９００×９００用 荷重Ｔ－１４・６
９９５ｍｍ×１，０００ｍｍ×高５０ｍｍ １６２．８ｋｇ／組

鋼製グレーチング桝蓋ボルト細目 ９００×９００用Ｔ１４・６滑止 組 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017630
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用 ２００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅２６０ｍｍ×高３２
ｍｍ １２．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ２００用　Ｔ１４　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017632
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用 ２００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅２６０ｍｍ×高３２ｍ
ｍ １２．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ２００用　Ｔ６　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017634
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用 ２００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅２６０ｍｍ×高２５ｍ
ｍ １１．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ２００用　Ｔ２　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017636
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用 ３６０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４３５ｍｍ×高５０
ｍｍ ３０．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ３６０用　Ｔ１４　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017638
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用 ３６０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４３５ｍｍ×高４４ｍ
ｍ ２５．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ３６０用　Ｔ６　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017640
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用 ３６０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４２０ｍｍ×高３２ｍ
ｍ １８．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ３６０用　Ｔ２　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017648
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×
幅２４０ｍｍ×高３２ｍｍ １２．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ２００用　Ｔ１４　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017650
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅
２４０ｍｍ×高３２ｍｍ １２．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ２００用　Ｔ６　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017652
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅
２４０ｍｍ×高２５ｍｍ １１．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ２００用　Ｔ２　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017654
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×
幅４２０ｍｍ×高５０ｍｍ ３０．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ３６０用　Ｔ１４　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017656
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅
４２０ｍｍ×高４４ｍｍ ２５．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ３６０用　Ｔ６　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017658
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅
４００ｍｍ×高３２ｍｍ １８．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝用車道用 ３６０用　Ｔ２　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017666
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 １５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅２１０ｍｍ×高
２５ｍｍ １３．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 １５０用　Ｔ１４　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017668
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 １５０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅２１０ｍｍ×高２
５ｍｍ １３．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 １５０用　Ｔ６　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017670
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 １５０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅２１０ｍｍ×高２
５ｍｍ １３．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 １５０用　Ｔ２　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017672
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 １８０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅２４０ｍｍ×高
２５ｍｍ １４．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 １８０用　Ｔ１４　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017674
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 １８０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅２４０ｍｍ×高２
５ｍｍ １４．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 １８０用　Ｔ６　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017676
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 １８０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅２４０ｍｍ×高２
５ｍｍ １４．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 １８０用　Ｔ２　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017678
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ２００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅２６０ｍｍ×高
２５ｍｍ １５．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ２００用　Ｔ１４　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017680
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ２００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅２６０ｍｍ×高２
５ｍｍ １５．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ２００用　Ｔ６　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017682
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ２００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅２６０ｍｍ×高２
５ｍｍ １５．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ２００用　Ｔ２　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017684
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ２４０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高
２５ｍｍ １７．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ２４０用　Ｔ１４　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017686
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ２４０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２
５ｍｍ １７．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ２４０用　Ｔ６　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017688
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ２４０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３００ｍｍ×高２
５ｍｍ １７．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ２４０用　Ｔ２　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017690
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高
３２ｍｍ ２５．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ３００用　Ｔ１４　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017692
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ３００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高３
２ｍｍ ２５．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ３００用　Ｔ６　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017694
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ３００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高２
５ｍｍ ２１．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ３００用　Ｔ２　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017696
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ３６０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４２０ｍｍ×高
３８ｍｍ ３３．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ３６０用　Ｔ１４　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017698
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ３６０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４２０ｍｍ×高３
２ｍｍ ２９．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ３６０用　Ｔ６　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017700
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ３６０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４２０ｍｍ×高２
５ｍｍ ２４．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ３６０用　Ｔ２　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017702
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ４５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５２５ｍｍ×高
４４ｍｍ ４８．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ４５０用　Ｔ１４　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017704
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ４５０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高３
８ｍｍ ４０．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ４５０用　Ｔ６　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017706
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目 ４５０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高２
５ｍｍ ２９．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ４５０用　Ｔ２　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017714
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） １５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍ
ｍ×幅１９０ｍｍ×高２５ｍｍ １２．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 １５０用　Ｔ－１４　ゴム付滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017716
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） １５０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ
×幅１９０ｍｍ×高２５ｍｍ １２．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 １５０用　Ｔ－６　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017718
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） １５０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ
×幅１９０ｍｍ×高２５ｍｍ １２．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 １５０用　Ｔ－２　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017720
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） １８０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍ
ｍ×幅２２０ｍｍ×高２５ｍｍ １４．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 １８０用　Ｔ－１４　ゴム付滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017722
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） １８０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ
×幅２２０ｍｍ×高２５ｍｍ １４．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 １８０用　Ｔ－６　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017724
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） １８０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ
×幅２２０ｍｍ×高２５ｍｍ １４．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 １８０用　Ｔ－２　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017726
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍ
ｍ×幅２４０ｍｍ×高２５ｍｍ １５．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ２００用　Ｔ－１４　ゴム付滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017728
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ
×幅２４０ｍｍ×高２５ｍｍ １５．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ２００用　Ｔ－６　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017730
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ
×幅２４０ｍｍ×高２５ｍｍ １５．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ２００用　Ｔ－２　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017732
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ２４０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍ
ｍ×幅２８０ｍｍ×高２５ｍｍ １７．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ２４０用　Ｔ－１４　ゴム付滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017734
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ２４０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ
×幅２８０ｍｍ×高２５ｍｍ １７．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ２４０用　Ｔ－６　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017736
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ２４０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ
×幅２８０ｍｍ×高２５ｍｍ １７．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ２４０用　Ｔ－２　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017738
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍ
ｍ×幅３４０ｍｍ×高３２ｍｍ ２４．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ３００用　Ｔ－１４　ゴム付滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017740
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ
×幅３４０ｍｍ×高３２ｍｍ ２４．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ３００用　Ｔ－６　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017742
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ
×幅３４０ｍｍ×高２５ｍｍ ２０．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ３００用　Ｔ－２　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017744
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍ
ｍ×幅４００ｍｍ×高３８ｍｍ ３２．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ３６０用　Ｔ－１４　ゴム付滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017746
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ
×幅４００ｍｍ×高３２ｍｍ ２８．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ３６０用　Ｔ－６　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017748
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ
×幅４００ｍｍ×高２５ｍｍ ２４．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ３６０用　Ｔ－２　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017750
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍ
ｍ×幅５１０ｍｍ×高４４ｍｍ ４７．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ４５０用　Ｔ－１４　ゴム付滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017752
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ
×幅４９０ｍｍ×高３８ｍｍ ３９．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ４５０用　Ｔ－６　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017754
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 車道用細目ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ
×幅４９０ｍｍ×高２５ｍｍ ２８．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目車道 ４５０用　Ｔ－２　ゴム付　滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017756
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） １５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長
９９５ｍｍ×幅１９０ｍｍ×高２５ｍｍ １２．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目歩道 １５０用　５ｋＮゴム付滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017758
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） １８０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長
９９５ｍｍ×幅２２０ｍｍ×高２５ｍｍ １４．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目歩道 １８０用　５ｋＮゴム付滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017760
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ２００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長
９９５ｍｍ×幅２４０ｍｍ×高２５ｍｍ １５．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目歩道 ２００用　５ｋＮゴム付滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017762
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ２４０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長
９９５ｍｍ×幅２８０ｍｍ×高２５ｍｍ １７．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目歩道 ２４０用　５ｋＮゴム付滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017764
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長
９９５ｍｍ×幅３４０ｍｍ×高２５ｍｍ ２０．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目歩道 ３００用　５ｋＮゴム付滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017766
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ３６０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長
９９５ｍｍ×幅４００ｍｍ×高２５ｍｍ ２４．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目歩道 ３６０用　５ｋＮゴム付滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 1115017768
鋼製グレーチング（Ｕ字溝用・すべり止め型） 歩道用細目ゴム付き（騒音防止） ４５０用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長
９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高２５ｍｍ ２８．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＵ字溝細目歩道 ４５０用　５ｋＮゴム付滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018666
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ３４．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018668
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５　長６０７ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ２１．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ６０７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018670
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ４８．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018672
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５　長６０７ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ２９．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ６０７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018674
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ６７．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018676
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５　長６０７ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍ
ｍ ４１．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ６０７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018678
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３５．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018680
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５　長６０７ｍｍ×幅３
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２１．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ６０７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018682
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４８．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018684
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５　長６０７ｍｍ×幅４
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３０．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ６０７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018686
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ７１．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018688
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５　長６０７ｍｍ×幅５
９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４４．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ６０７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018690
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９
０ｍｍ ２６．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018692
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５　長４８５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９
０ｍｍ １３．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ４８５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018694
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９
０ｍｍ ２６．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018696
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０　長４８５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９
０ｍｍ １３．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ４８５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018698
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９
０ｍｍ ２４．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018700
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４　長４８５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９
０ｍｍ １２．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ４８５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018702
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０
ｍｍ ２０．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げ　Ｔ２　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018704
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２　長４８５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０
ｍｍ １０．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げ　Ｔ２　Ｌ４８５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018706
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９
５ｍｍ ３５．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018708
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９
５ｍｍ １８．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ５０１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018710
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５
ｍｍ ２２．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げ　Ｔ２　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018712
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２　長４８５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５
ｍｍ １１．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げ　Ｔ２　Ｌ４８５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018714
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１
１０ｍｍ ５１．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018716
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１
１０ｍｍ ２６．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ５０１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018718
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１
０ｍｍ ３０．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げ　Ｔ２　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018720
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２　長４８５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１
０ｍｍ １４．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げ　Ｔ２　Ｌ４８５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018722
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１
２５ｍｍ ７９．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018724
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１
２５ｍｍ ４０．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ５０１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018726
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２
５ｍｍ ３８．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げ　Ｔ２　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018728
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２　長４８５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２
５ｍｍ １８．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げ　Ｔ２　Ｌ４８５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018730
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ
×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２７．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018732
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５　長４８５ｍｍ
×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １３．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ４８５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018734
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ
×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２７．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018736
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０　長４８５ｍｍ
×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １３．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げゴム付Ｔ２０　Ｌ４８５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018738
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ
×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２５．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018740
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４　長４８５ｍｍ
×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １２．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げゴム付Ｔ１４　Ｌ４８５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018742
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×
幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２１．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げゴム付Ｔ２　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018744
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２　長４８５ｍｍ×
幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １０．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 かさ上げゴム付Ｔ２　Ｌ４８５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018746
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ
×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３６．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018748
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ
×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １８．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ５０１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018750
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×
幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ２３．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げゴム付Ｔ２　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018752
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２　長４８５ｍｍ×
幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １１．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 かさ上げゴム付Ｔ２　Ｌ４８５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018754
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ
×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ５１．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018756
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ
×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２６．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ５０１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018758
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×
幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ３０．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げゴム付Ｔ２　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018760
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２　長４８５ｍｍ×
幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ １５．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 かさ上げゴム付Ｔ２　Ｌ４８５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018762
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ
×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ８０．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018764
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ
×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ４１．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げゴム付Ｔ２５　Ｌ５０１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018766
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×
幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ３６．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げゴム付Ｔ２　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018768
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２　長４８５ｍｍ×
幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ １７．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 かさ上げゴム付Ｔ２　Ｌ４８５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018770
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ４１．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018772
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５　長５９０ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ２４．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ５９０ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018774
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９９７ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ３９．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018776
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０　長５９４ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ２３．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018778
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ３５．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

3302 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018780
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４　長５９４ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ２１．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018782
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００
ｍｍ ３５．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上げ　Ｔ６　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018784
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－６　長５９４ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００
ｍｍ ２１．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上げ　Ｔ６　Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018786
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００
ｍｍ ３０．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上げ　Ｔ２　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018788
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２　長５９４ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００
ｍｍ １８．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上げ　Ｔ２　Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018790
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅３９０ｍｍ
×高１００ｍｍ ２６．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上げ　５ｋＮ　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018792
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長５９４ｍｍ×幅３９０ｍｍ
×高１００ｍｍ １５．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上げ　５ｋＮ　Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018794
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ７６．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018796
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５　長５９１ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ４５．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ５９１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018798
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ５４．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018800
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０　長５９０ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ３２．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ５９０ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018802
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ４９．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018804
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４　長５９０ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ２９．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ５９０ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018806
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００
ｍｍ ４６．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上げ　Ｔ６　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018808
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－６　長５９４ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００
ｍｍ ２８．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上げ　Ｔ６　Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018812
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００
ｍｍ ３５．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上げ　Ｔ２　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018810
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２　長５９４ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００
ｍｍ ２１．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上げ　Ｔ２　Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018814
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅４９０ｍｍ
×高１００ｍｍ ３０．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上げ　５ｋＮ　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018816
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長５９４ｍｍ×幅４９０ｍｍ
×高１００ｍｍ １８．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上げ　５ｋＮ　Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018818
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ９０．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018820
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５　長５９１ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ５３．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ５９１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018822
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ９０．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018824
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０　長５９１ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ５３．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ５９１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018826
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ６３．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018828
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４　長５９０ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１０
０ｍｍ ３７．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ５９０ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018830
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００
ｍｍ ５７．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上げ　Ｔ６　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018832
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－６　長５９０ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００
ｍｍ ３４．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上げ　Ｔ６　Ｌ５９０ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018834
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００
ｍｍ ４７．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上げ　Ｔ２　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018836
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２　長５９４ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００
ｍｍ ２８．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上げ　Ｔ２　Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018838
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９７ｍｍ×幅５９０ｍｍ
×高１００ｍｍ ３４．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上げ　５ｋＮ　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018840
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長５９４ｍｍ×幅５９０ｍｍ
×高１００ｍｍ ２０．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上げ　５ｋＮ　Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018842
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×
幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４１．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２５Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018844
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５　長５９０ｍｍ×
幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２４．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２５Ｌ５９０ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018846
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９９７ｍｍ×
幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３９．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２０Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018848
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０　長５９４ｍｍ×
幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２３．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２０Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018850
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×
幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３５．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ１４Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018852
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４　長５９４ｍｍ×
幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２１．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ１４Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018854
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅
３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３５．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ６　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018856
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－６　長５９４ｍｍ×幅
３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２１．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ６　Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018858
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅
３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３１．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018860
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２　長５９４ｍｍ×幅
３９０ｍｍ×高１００ｍｍ １８．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２　Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018862
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９
７ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２７．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上ゴム付５ｋＮＬ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018864
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長５９
４ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ １６．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般３００用 細目かさ上ゴム付５ｋＮＬ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018866
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×
幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ７７．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２５Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018868
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５　長５９１ｍｍ×
幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４６．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２５Ｌ５９１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018870
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×
幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５５．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２０Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018872
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０　長５９０ｍｍ×
幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３２．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２０Ｌ５９０ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018874
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×
幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４９．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ１４Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018876
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４　長５９０ｍｍ×
幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２９．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ１４Ｌ５９０ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018878
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－６　長９９７ｍｍ×幅
４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４７．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ６　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018880
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－６　長５９４ｍｍ×幅
４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２８．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ６　Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018884
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅
４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３６．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018882
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２　長５９４ｍｍ×幅
４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２１．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２　Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018886
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９
７ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３０．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上ゴム付５ｋＮＬ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018888
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長５９
４ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ １８．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般４００用 細目かさ上ゴム付５ｋＮＬ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018890
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×
幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ９０．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２５Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018892
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５　長５９１ｍｍ×
幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５４．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２５Ｌ５９１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018894
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×
幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ９０．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２０Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018896
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０　長５９１ｍｍ×
幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５４．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２０Ｌ５９１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018898
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×
幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ６４．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ１４Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018900
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４　長５９０ｍｍ×
幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３８．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ１４Ｌ５９０ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018902
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅
５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５７．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ６　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018904
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－６　長５９０ｍｍ×幅
５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３４．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ６　Ｌ５９０ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018906
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅
５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４８．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018908
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２　長５９４ｍｍ×幅
５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２８．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２　Ｌ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018910
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９
７ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３４．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上ゴム付５ｋＮＬ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018912
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長５９
４ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２０．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　一般５００用 細目かさ上ゴム付５ｋＮＬ５９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018914
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５　長９９７ｍｍ×幅３６０ｍｍ×
高９０ｍｍ ３６．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 細目かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018916
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５　長４９４ｍｍ×幅３６０ｍｍ×
高９０ｍｍ １８．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 細目かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018918
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０　長９９７ｍｍ×幅３６０ｍｍ×
高９０ｍｍ ３２．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 細目かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018920
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０　長４９４ｍｍ×幅３６０ｍｍ×
高９０ｍｍ １６．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 細目かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018922
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅３６０ｍｍ×
高９０ｍｍ ３２．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 細目かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018924
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４　長４９４ｍｍ×幅３６０ｍｍ×
高９０ｍｍ １６．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 細目かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018926
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高
９０ｍｍ ２４．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 細目かさ上げ　Ｔ２　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018928
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２　長４９４ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高
９０ｍｍ １２．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 細目かさ上げ　Ｔ２　Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018930
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×
高９５ｍｍ ４２．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 細目かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018932
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５　長５００ｍｍ×幅４１０ｍｍ×
高９５ｍｍ ２１．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 細目かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ５００ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018934
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９９７ｍｍ×幅４１０ｍｍ×
高９５ｍｍ ４０．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 細目かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018936
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０　長４９４ｍｍ×幅４１０ｍｍ×
高９５ｍｍ ２０．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 細目かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018938
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９７ｍｍ×幅４１０ｍｍ×
高９５ｍｍ ３５．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 細目かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018940
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４　長４９４ｍｍ×幅４１０ｍｍ×
高９５ｍｍ １７．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 細目かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018942
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高
９５ｍｍ ３１．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 細目かさ上げ　Ｔ２　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018944
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２　長４９４ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高
９５ｍｍ １５．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 細目かさ上げ　Ｔ２　Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018946
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×
高１１０ｍｍ ８０．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 細目かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018948
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ×幅５１０ｍｍ×
高１１０ｍｍ ４０．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 細目かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ５０１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018950
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×
高１１０ｍｍ ５７．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 細目かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018952
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０　長５００ｍｍ×幅５１０ｍｍ×
高１１０ｍｍ ２９．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 細目かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ５００ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018954
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×
高１１０ｍｍ ５１．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 細目かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018956
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４　長５００ｍｍ×幅５１０ｍｍ×
高１１０ｍｍ ２６．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 細目かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ５００ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018958
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高
１１０ｍｍ ３７．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 細目かさ上げ　Ｔ２　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018960
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２　長４９４ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高
１１０ｍｍ １８．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 細目かさ上げ　Ｔ２　Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018962
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×
高１２５ｍｍ １０４．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 細目かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018964
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×
高１２５ｍｍ ５２．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 細目かさ上げ　Ｔ２５　Ｌ５０１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018966
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×
高１２５ｍｍ ９６．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 細目かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018968
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０　長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×
高１２５ｍｍ ４９．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 細目かさ上げ　Ｔ２０　Ｌ５０１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018970
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×
高１２５ｍｍ ９６．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 細目かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018972
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４　長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×
高１２５ｍｍ ４９．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 細目かさ上げ　Ｔ１４　Ｌ５０１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018974
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高
１２５ｍｍ ４７．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 細目かさ上げ　Ｔ２　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018976
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２　長４９４ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高
１２５ｍｍ ２３．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 細目かさ上げ　Ｔ２　Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018978
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５　長９９７
ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ３６．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 細目かさ上ゴム付Ｔ２５Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018980
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５　長４９４
ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １８．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 細目かさ上ゴム付Ｔ２５Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018982
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０　長９９７
ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ３２．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 細目かさ上ゴム付Ｔ２０Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018984
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０　長４９４
ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １６．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 細目かさ上ゴム付Ｔ２０Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018986
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４　長９９７
ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ３２．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 細目かさ上ゴム付Ｔ１４Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018988
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４　長４９４
ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １６．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 細目かさ上ゴム付Ｔ１４Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018990
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍ
ｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２４．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 細目かさ上ゴム付Ｔ２　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018992
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２　長４９４ｍ
ｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １２．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ２５０用 細目かさ上ゴム付Ｔ２　Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018994
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５
ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ４２．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２５Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018996
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５　長５００
ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ２１．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２５Ｌ５００ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115018998
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９９７
ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ４０．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２０Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017002
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０　長４９４
ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ２０．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２０Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017004
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９７
ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３６．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ１４Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017006
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４　長４９４
ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １８．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ１４Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017008
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍ
ｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３１．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017010
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ３００用 荷重Ｔ－２　長４９４ｍ
ｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １５．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ３００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２　Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017012
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５
ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ８０．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２５Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017014
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５　長５０１
ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ４０．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２５Ｌ５０１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017016
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５
ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ５７．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２０Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017018
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０　長５００
ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２９．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２０Ｌ５００ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017020
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５
ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ５２．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ１４Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017022
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４　長５００
ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２６．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ１４Ｌ５００ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017024
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍ
ｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ３８．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017026
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ４００用 荷重Ｔ－２　長４９４ｍ
ｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ １８．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ４００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２　Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017028
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５
ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ １０４．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２５Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017030
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２５　長５０１
ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ５３．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２５Ｌ５０１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017032
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５
ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ９７．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２０Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017034
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０　長５０１
ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ４９．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２０Ｌ５０１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017036
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４　長９９５
ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ９７．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ１４Ｌ９９５ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017038
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４　長５０１
ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ４９．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ１４Ｌ５０１ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017040
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２　長９９７ｍ
ｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ４７．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２　Ｌ９９７ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ） 1115017042
鋼製グレーチング（かさ上げ） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳタイプ） ５００用 荷重Ｔ－２　長４９４ｍ
ｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ２３．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングＪＩＳ５００用 細目かさ上ゴム付Ｔ２　Ｌ４９４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017770
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ３５．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ３００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017772
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５　長６０７ｍｍ×幅３９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ２１．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ３００用Ｔ２５Ｌ６０７一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017774
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ４９．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ４００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017776
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５　長６０７ｍｍ×幅４９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ３０．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ４００用Ｔ２５Ｌ６０７一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017778
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ６７．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ５００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017780
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５　長６０７ｍｍ×幅５９０ｍ
ｍ×高１００ｍｍ ４１．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ５００用Ｔ２５Ｌ６０７一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017782
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９
９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３５．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ３００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017784
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５　長６
０７ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２２．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ３００用Ｔ２５Ｌ６０７一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017786
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９
９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４９．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ４００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017788
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５　長６
０７ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３０．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ４００用Ｔ２５Ｌ６０７一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017790
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５　長９
９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ７１．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ５００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017792
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５　長６
０７ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４４．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ５００用Ｔ２５Ｌ６０７一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017794
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅
３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２７．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ２５０Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017796
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５　長４８５ｍｍ×幅
３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １３．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ２５０Ｔ２５Ｌ４８５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017798
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅
３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２７．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ２５０Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017800
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０　長４８５ｍｍ×幅
３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １３．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ２５０Ｔ２０Ｌ４８５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017802
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅
３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２５．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ２５０Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017804
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４　長４８５ｍｍ×幅
３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １２．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ２５０Ｔ１４Ｌ４８５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017806
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３
６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２１．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ２５０Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017808
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２　長４８５ｍｍ×幅３
６０ｍｍ×高９０ｍｍ １０．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ２５０Ｔ２　Ｌ４８５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017810
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅
４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３６．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ３００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017812
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ×幅
４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １８．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ３００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017814
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４
１０ｍｍ×高９５ｍｍ ２３．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ３００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017816
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２　長４８５ｍｍ×幅４
１０ｍｍ×高９５ｍｍ １１．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ３００Ｔ２　Ｌ４８５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017818
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅
５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ５２．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ４００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017820
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ×幅
５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２６．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ４００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017822
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５
１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ３０．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ４００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017824
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２　長４８５ｍｍ×幅５
１０ｍｍ×高１１０ｍｍ １５．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ４００Ｔ２　Ｌ４８５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017826
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅
６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ７８．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ５００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017828
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ×幅
６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ４０．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ５００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017830
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅６
２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ３９．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ５００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017832
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２　長４８５ｍｍ×幅６
２０ｍｍ×高１２５ｍｍ １９．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチング　かさ上側溝用 ５００Ｔ２　Ｌ４８５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017834
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２
５　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２７．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ２５０Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017836
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２
５　長４８５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １３．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ２５０Ｔ２５Ｌ４８５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017838
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２
０　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２７．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ２５０Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017840
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２
０　長４８５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １３．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ２５０Ｔ２０Ｌ４８５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017842
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１
４　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２５．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ２５０Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017844
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１
４　長４８５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １２．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ２５０Ｔ１４Ｌ４８５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017846
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２
長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ２１．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ２５０Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017848
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２
長４８５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １０．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ２５０Ｔ２　Ｌ４８５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017850
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２
５　長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３６．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ３００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017852
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２
５　長５０１ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １８．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ３００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017854
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２
長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ２３．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ３００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017856
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２
長４８５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １１．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ３００Ｔ２　Ｌ４８５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017858
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２
５　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ５２．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ４００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017860
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２
５　長５０１ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２６．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ４００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017862
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２
長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ３１．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ４００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017864
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２
長４８５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ １５．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ４００Ｔ２　Ｌ４８５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017866
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２
５　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ７９．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ５００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017868
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２
５　長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ４０．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ５００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017870
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２
長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ３６．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ５００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017872
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２
長４８５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ １８．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝ゴム ５００Ｔ２　Ｌ４８５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017874
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅３９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ４２．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017876
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５　長５９０ｍｍ×幅３９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ２５．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００用Ｔ２５Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017878
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅３９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ３７．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017880
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０　長５９０ｍｍ×幅３９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ２２．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００用Ｔ２０Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017882
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅３９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ３７．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017884
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４　長５９０ｍｍ×幅３９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ２２．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００用Ｔ１４Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017886
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅３９０
ｍｍ×高１００ｍｍ ３２．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００用Ｔ６　Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017888
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－６　長５９０ｍｍ×幅３９０
ｍｍ×高１００ｍｍ １９．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００用Ｔ６　Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017890
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅３９０
ｍｍ×高１００ｍｍ ３２．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００用Ｔ２　Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017892
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２　長５９０ｍｍ×幅３９０
ｍｍ×高１００ｍｍ １９．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００用Ｔ２　Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017894
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ
×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３２．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００用５ｋＮＬ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017896
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ３００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長５９０ｍｍ
×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ １９．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００用５ｋＮＬ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017898
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅４９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ７８．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017900
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５　長５９１ｍｍ×幅４９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ４６．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００用Ｔ２５Ｌ５９１一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017902
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅４９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ５５．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017904
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０　長５９０ｍｍ×幅４９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ３３．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００用Ｔ２０Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017906
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅４９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ５０．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017908
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４　長５９０ｍｍ×幅４９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ２９．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００用Ｔ１４Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017910
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅４９０
ｍｍ×高１００ｍｍ ４４．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００用Ｔ６　Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017912
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－６　長５９０ｍｍ×幅４９０
ｍｍ×高１００ｍｍ ２６．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００用Ｔ６　Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017914
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅４９０
ｍｍ×高１００ｍｍ ３８．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００用Ｔ２　Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017916
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２　長５９０ｍｍ×幅４９０
ｍｍ×高１００ｍｍ ２２．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００用Ｔ２　Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017918
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ
×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３８．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００用５ｋＮＬ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017920
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ４００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長５９０ｍｍ
×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２２．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００用５ｋＮＬ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017922
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ×幅５９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ９２．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017924
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５　長５９１ｍｍ×幅５９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ５５．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００用Ｔ２５Ｌ５９１一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017926
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ×幅５９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ９２．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017928
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０　長５９１ｍｍ×幅５９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ５５．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００用Ｔ２０Ｌ５９１一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017930
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ×幅５９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ６４．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017932
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４　長５９０ｍｍ×幅５９
０ｍｍ×高１００ｍｍ ３８．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００用Ｔ１４Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017934
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－６　長９９５ｍｍ×幅５９０
ｍｍ×高１００ｍｍ ５８．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００用Ｔ６　Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017936
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－６　長５９０ｍｍ×幅５９０
ｍｍ×高１００ｍｍ ３４．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００用Ｔ６　Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017938
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×幅５９０
ｍｍ×高１００ｍｍ ４３．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００用Ｔ２　Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017940
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２　長５９０ｍｍ×幅５９０
ｍｍ×高１００ｍｍ ２６．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００用Ｔ２　Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017942
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長９９５ｍｍ
×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４３．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００用５ｋＮＬ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017944
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（一般用） ５００用 荷重５．０ｋＮ／ｍ２　長５９０ｍｍ
×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２６．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００用５ｋＮＬ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017946
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５
長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４２．５ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017948
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２５
長５９０ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２５．３ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００用Ｔ２５Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017950
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０
長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３８．０ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017952
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２０
長５９０ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２２．６ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００用Ｔ２０Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017954
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４
長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３８．０ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017956
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－１４
長５９０ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２２．６ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００用Ｔ１４Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017958
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－６　長
９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３３．２ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００用Ｔ６　Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017960
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－６　長
５９０ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ １９．７ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００用Ｔ６　Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017962
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２　長
９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３３．２ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００用Ｔ２　Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017964
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重Ｔ－２　長
５９０ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ １９．７ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００用Ｔ２　Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017966
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重５．０ｋＮ
／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３３．２ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００用５ｋＮＬ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017968
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ３００用 荷重５．０ｋＮ
／ｍ２　長５９０ｍｍ×幅３９０ｍｍ×高１００ｍｍ １９．７ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００用５ｋＮＬ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017970
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５
長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ７８．８ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017972
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２５
長５９１ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４７．０ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００用Ｔ２５Ｌ５９１一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017974
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０
長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５６．０ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017976
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２０
長５９０ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３３．４ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００用Ｔ２０Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017978
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４
長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５０．６ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017980
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－１４
長５９０ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３０．１ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００用Ｔ１４Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017982
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－６　長
９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４４．９ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００用Ｔ６　Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017984
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－６　長
５９０ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２６．７ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００用Ｔ６　Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017986
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２　長
９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３８．６ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００用Ｔ２　Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017988
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重Ｔ－２　長
５９０ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２３．０ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００用Ｔ２　Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017990
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重５．０ｋＮ
／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３８．６ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００用５ｋＮＬ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017992
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ４００用 荷重５．０ｋＮ
／ｍ２　長５９０ｍｍ×幅４９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２３．０ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００用５ｋＮＬ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017994
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５
長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ９２．７ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００用Ｔ２５Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017996
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２５
長５９１ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５５．３ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００用Ｔ２５Ｌ５９１一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115017998
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０
長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ９２．７ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００用Ｔ２０Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019002
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２０
長５９１ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５５．３ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００用Ｔ２０Ｌ５９１一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019004
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４
長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ６５．３ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００用Ｔ１４Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019006
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－１４
長５９０ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３８．９ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００用Ｔ１４Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019008
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－６　長
９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ５８．７ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００用Ｔ６　Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019010
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－６　長
５９０ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ３４．９ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００用Ｔ６　Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019012
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２　長
９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４４．１ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００用Ｔ２　Ｌ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

3316 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019014
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重Ｔ－２　長
５９０ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２６．２ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００用Ｔ２　Ｌ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019016
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重５．０ｋＮ
／ｍ２　長９９５ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ４４．１ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００用５ｋＮＬ９９５一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019018
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（一般用） ５００用 荷重５．０ｋＮ
／ｍ２　長５９０ｍｍ×幅５９０ｍｍ×高１００ｍｍ ２６．２ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００用５ｋＮＬ５９０一般滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019020
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ
×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ３４．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ２５０Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019022
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２５　長５００ｍｍ
×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １７．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ２５０Ｔ２５Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019024
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ
×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ３４．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ２５０Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019026
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２０　長５００ｍｍ
×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １７．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ２５０Ｔ２０Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019028
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ
×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ３０．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ２５０Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019030
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－１４　長５００ｍｍ
×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １５．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ２５０Ｔ１４Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019032
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×
幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ３０．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ２５０Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019034
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ－２　長５００ｍｍ×
幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １５．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ２５０Ｔ２　Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019036
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ
×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ４３．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019038
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２５　長５００ｍｍ
×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ２１．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００Ｔ２５Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019040
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ
×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ４３．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019042
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２０　長５００ｍｍ
×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ２１．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００Ｔ２０Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019044
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ
×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３８．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019046
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－１４　長５００ｍｍ
×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １９．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００Ｔ１４Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019048
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×
幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３３．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019050
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ－２　長５００ｍｍ×
幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １６．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ３００Ｔ２　Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019052
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ
×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ８２．０ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019054
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ
×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ４１．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019056
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ
×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ５８．４ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019058
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２０　長５００ｍｍ
×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２９．５ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００Ｔ２０Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019060
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ
×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ５２．７ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019062
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－１４　長５００ｍｍ
×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２６．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００Ｔ１４Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019064
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×
幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ４０．２ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019066
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ－２　長５００ｍｍ×
幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２０．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ４００Ｔ２　Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019068
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２５　長９９５ｍｍ
×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ １０６．３ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019070
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２５　長５０１ｍｍ
×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ５３．８ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019072
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０　長９９５ｍｍ
×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ９８．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019074
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２０　長５０１ｍｍ
×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ５０．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００Ｔ２０Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019076
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４　長９９５ｍｍ
×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ９８．９ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019078
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－１４　長５０１ｍｍ
×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ５０．１ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００Ｔ１４Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019080
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２　長９９５ｍｍ×
幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ５０．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019082
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ－２　長５００ｍｍ×
幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ２５．６ｋｇ／枚 ★

鋼製グレーチングかさ上側溝細目 ５００Ｔ２　Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019084
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ
－２５　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ３５．０ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ２５０Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019086
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ
－２５　長５００ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １７．７ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ２５０Ｔ２５Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019088
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ
－２０　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ３５．０ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ２５０Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019090
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ
－２０　長５００ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １７．７ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ２５０Ｔ２０Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019092
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ
－１４　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ３０．６ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ２５０Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019094
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ
－１４　長５００ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １５．４ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ２５０Ｔ１４Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019096
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ
－２　長９９５ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ ３０．６ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ２５０Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019098
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ２５０用 荷重Ｔ
－２　長５００ｍｍ×幅３６０ｍｍ×高９０ｍｍ １５．４ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ２５０Ｔ２　Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019100
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ
－２５　長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ４３．６ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019102
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ
－２５　長５００ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ２２．０ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００Ｔ２５Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019104
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ
－２０　長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ４３．６ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019106
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ
－２０　長５００ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ２２．０ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００Ｔ２０Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019108
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ
－１４　長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３８．９ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019110
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ
－１４　長５００ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １９．６ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００Ｔ１４Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019112
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ
－２　長９９５ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ ３３．７ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019114
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ３００用 荷重Ｔ
－２　長５００ｍｍ×幅４１０ｍｍ×高９５ｍｍ １７．０ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ３００Ｔ２　Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019116
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ
－２５　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ８２．５ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019118
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ
－２５　長５０１ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ４１．８ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019120
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ
－２０　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ５８．８ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019122
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ
－２０　長５００ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２９．８ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００Ｔ２０Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019124
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ
－１４　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ５３．２ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019126
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ
－１４　長５００ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２６．９ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００Ｔ１４Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019128
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ
－２　長９９５ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ４０．７ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019130
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ４００用 荷重Ｔ
－２　長５００ｍｍ×幅５１０ｍｍ×高１１０ｍｍ ２０．５ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ４００Ｔ２　Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019132
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ
－２５　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ １０６．７ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００Ｔ２５Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019134
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ
－２５　長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ５４．１ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００Ｔ２５Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019136
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ
－２０　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ９９．４ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００Ｔ２０Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019138
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ
－２０　長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ５０．３ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００Ｔ２０Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019140
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ
－１４　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ９９．４ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００Ｔ１４Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019142
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ
－１４　長５０１ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ５０．３ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００Ｔ１４Ｌ５０１ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019144
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ
－２　長９９５ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ５１．１ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００Ｔ２　Ｌ９９５ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 1115019146
鋼製グレーチング（かさ上げ・すべり止め型） 側溝用細目ゴム付き（騒音防止）（ＪＩＳ　タイプ） ５００用 荷重Ｔ
－２　長５００ｍｍ×幅６２０ｍｍ×高１２５ｍｍ ２５．８ｋｇ／枚 ★

グレーチングかさ上側溝細目ゴム ５００Ｔ２　Ｌ５００ＪＩＳ滑止 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021002
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ１５－１５ 幅１５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ１５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021004
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ１５－２０ 幅１５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ１５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021006
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２０－１５ 幅２００ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ２０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021008
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２０－２０ 幅２００ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ２０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021010
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２０－２５ 幅２００ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ２０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021012
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２５－１５ 幅２５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ２５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021014
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２５－２０ 幅２５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ２５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021016
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２５－２５ 幅２５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ２５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021018
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ２５－３２ 幅２５０ ×長９９５×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ２５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021020
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ２５－３８ 幅２５０ ×長９９５×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ２５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021022
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３０－１５ 幅３００ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ３０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021024
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３０－２０ 幅３００ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ３０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021026
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３０－２５ 幅３００ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ３０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021028
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ３０－３２ 幅３００ ×長９９５×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ３０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021030
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ３０－３８ 幅３００ ×長９９５×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ３０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021032
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３５－１５ 幅３５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ３５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021034
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３５－２０ 幅３５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ３５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021036
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３５－２５ 幅３５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ３５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021038
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ３５－３２ 幅３５０ ×長９９５×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ６／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ３５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021040
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ３５－３８ 幅３５０ ×長９９５×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ３５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021042
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４０－１５ 幅４００ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ４０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021044
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４０－２０ 幅４００ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ４０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021046
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４０－２５ 幅４００ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ４０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021048
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ４０－３２ 幅４００ ×長９９５×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ
６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ４０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021050
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ４０－３８ 幅４００ ×長９９５×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ６／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ４０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021052
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４５－１５ 幅４５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ４５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021054
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４５－２０ 幅４５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ４５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021056
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４５－２５ 幅４５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ４５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021058
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ４５－３２ 幅４５０ ×長９９５×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ４５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021060
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ４５－３８ 幅４５０ ×長９９５×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ
６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ４５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021062
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ５０－１５ 幅５００ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ５０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021064
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ５０－２０ 幅５００ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ５０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021066
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ５０－２５ 幅５００ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ５０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021068
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ５０－３２ 幅５００ ×長９９５×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ５０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021070
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ５０－３８ 幅５００ ×長９９５×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ５０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021072
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ１５－１５ 幅１５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ６／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ１５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021074
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ１５－２０ 幅１５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ１５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021076
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ１５－２５ 幅１５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ１５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021078
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ１５－３２ 幅１５０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ１５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021080
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２０－１５ 幅２００ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021082
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２０－２０ 幅２００ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021084
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２０－２５ 幅２００ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021086
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２０－３２ 幅２００ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021088
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－１５ 幅２５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021090
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－２０ 幅２５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021092
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－２５ 幅２５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ
６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021094
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－３２ 幅２５０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021096
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－３８ 幅２５０ ×長９９４×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021098
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－１５ 幅３００ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021100
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－２０ 幅３００ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021102
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－２５ 幅３００ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021104
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－３２ 幅３００ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ
６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021106
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－３８ 幅３００ ×長９９４×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021108
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－４５ 幅３００ ×長９９４×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３０－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021110
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－５０ 幅３００ ×長９９４×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３０－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021112
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－１５ 幅３５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021114
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－２０ 幅３５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021116
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－２５ 幅３５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021118
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－３２ 幅３５０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021120
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－３８ 幅３５０ ×長９９４×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ
６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021122
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－４５ 幅３５０ ×長９９４×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３５－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021124
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－５０ 幅３５０ ×長９９４×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３５－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021126
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－１５ 幅４００ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021128
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－２０ 幅４００ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021130
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－２５ 幅４００ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021132
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－３２ 幅４００ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021134
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－３８ 幅４００ ×長９９４×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021136
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－４５ 幅４００ ×長９９４×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ
６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４０－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021138
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－５０ 幅４００ ×長９９４×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４０－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021140
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－１５ 幅４５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021142
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－２０ 幅４５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021144
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－２５ 幅４５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021146
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－３２ 幅４５０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021148
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－３８ 幅４５０ ×長９９４×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021150
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－４５ 幅４５０ ×長９９４×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４５－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021152
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－５０ 幅４５０ ×長９９４×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ
６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４５－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021154
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－１５ 幅５００ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ５０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021156
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－２０ 幅５００ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ５０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021158
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－２５ 幅５００ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ５０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021160
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－３２ 幅５００ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ５０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021162
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－３８ 幅５００ ×長９９４×高３８×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ５０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021164
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－４５ 幅５００ ×長９９４×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ５０－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021166
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－５０ 幅５００ ×長９９４×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ
６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ５０－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021168
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ１５－１５ 幅１５０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ
６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ１５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021170
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ１５－２０ 幅１５０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ１５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021172
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ１５－２５ 幅１５０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ１５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021174
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ１５－３２ 幅１５０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ１５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021176
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２０－１５ 幅２００ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021178
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２０－２０ 幅２００ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021180
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２０－２５ 幅２００ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021182
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２０－３２ 幅２００ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021184
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－１５ 幅２５０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021186
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－２０ 幅２５０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021188
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－２５ 幅２５０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021190
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－３２ 幅２５０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021192
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－３８ 幅２５０ ×長９９３×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021194
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－１５ 幅３００ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021196
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－２０ 幅３００ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021198
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－２５ 幅３００ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021200
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－３２ 幅３００ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021202
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－３８ 幅３００ ×長９９３×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021204
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－４５ 幅３００ ×長９９３×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３０－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021206
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－５０ 幅３００ ×長９９３×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３０－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021208
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－１５ 幅３５０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021210
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－２０ 幅３５０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021212
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－２５ 幅３５０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021214
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－３２ 幅３５０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021216
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－３８ 幅３５０ ×長９９３×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021218
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－４５ 幅３５０ ×長９９３×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ
６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３５－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021220
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－５０ 幅３５０ ×長９９３×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ６／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３５－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021222
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－１５ 幅４００ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021224
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－２０ 幅４００ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021226
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－２５ 幅４００ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021228
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－３２ 幅４００ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021230
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－３８ 幅４００ ×長９９３×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021232
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－４５ 幅４００ ×長９９３×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４０－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021234
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－５０ 幅４００ ×長９９３×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２／Ｔ
６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４０－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021236
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－１５ 幅４５０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021238
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－２０ 幅４５０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021240
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－２５ 幅４５０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021242
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－３２ 幅４５０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021244
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－３８ 幅４５０ ×長９９３×高３８×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021246
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－４５ 幅４５０ ×長９９３×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４５－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021248
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－５０ 幅４５０ ×長９９３×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４５－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021250
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－１５ 幅５００ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ５０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021252
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－２０ 幅５００ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ５０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021254
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－２５ 幅５００ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ５０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021256
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－３２ 幅５００ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ５０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021258
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－３８ 幅５００ ×長９９３×高３８×ピッチ３０ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ５０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021260
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－４５ 幅５００ ×長９９３×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ５０－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021262
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－５０ 幅５００ ×長９９３×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ５０－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021264
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ１５－１５ 幅１５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ１５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021266
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ１５－２０ 幅１５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ１５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021268
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２０－１５ 幅２００ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ２０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021270
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２０－２０ 幅２００ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ２０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021272
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２０－２５ 幅２００ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ２０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021274
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２５－１５ 幅２５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ
６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ２５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021276
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２５－２０ 幅２５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ２５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021278
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ２５－２５ 幅２５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ２５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021280
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ２５－３２ 幅２５０ ×長９９５×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ２５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021282
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ２５－３８ 幅２５０ ×長９９５×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ２５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021284
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３０－１５ 幅３００ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ３０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021286
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３０－２０ 幅３００ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ３０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021288
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３０－２５ 幅３００ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ３０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021290
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ３０－３２ 幅３００ ×長９９５×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ３０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021292
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ３０－３８ 幅３００ ×長９９５×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ３０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021294
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３５－１５ 幅３５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ３５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021296
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３５－２０ 幅３５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ３５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021298
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ３５－２５ 幅３５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ３５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021300
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ３５－３２ 幅３５０ ×長９９５×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ３５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021302
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ３５－３８ 幅３５０ ×長９９５×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ３５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021304
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４０－１５ 幅４００ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ４０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021306
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４０－２０ 幅４００ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ４０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021308
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４０－２５ 幅４００ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ４０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021310
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ４０－３２ 幅４００ ×長９９５×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ４０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021312
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ４０－３８ 幅４００ ×長９９５×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ４０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021314
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４５－１５ 幅４５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ４５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021316
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４５－２０ 幅４５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ４５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021318
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ４５－２５ 幅４５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ４５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021320
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ４５－３２ 幅４５０ ×長９９５×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ４５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021322
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ４５－３８ 幅４５０ ×長９９５×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ４５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021324
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ５０－１５ 幅５００ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ５０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021326
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ５０－２０ 幅５００ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ５０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021328
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＩＭＯ５０－２５ 幅５００ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＩＭＯ５０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021330
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ５０－３２ 幅５００ ×長９９５×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ５０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021332
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ５ＩＭＯ５０－３８ 幅５００ ×長９９５×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ５ＩＭＯ５０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021334
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ１５－１５ 幅１５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ１５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021336
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ１５－２０ 幅１５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ１５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021338
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ１５－２５ 幅１５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ１５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021340
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ１５－３２ 幅１５０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ１５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021342
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２０－１５ 幅２００ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021344
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２０－２０ 幅２００ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021346
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２０－２５ 幅２００ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021348
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２０－３２ 幅２００ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021350
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－１５ 幅２５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021352
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－２０ 幅２５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021354
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－２５ 幅２５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021356
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－３２ 幅２５０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021358
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ２５－３８ 幅２５０ ×長９９４×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ２５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021360
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－１５ 幅３００ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021362
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－２０ 幅３００ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021364
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－２５ 幅３００ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021366
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－３２ 幅３００ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021368
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－３８ 幅３００ ×長９９４×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021370
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－４５ 幅３００ ×長９９４×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３０－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021372
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３０－５０ 幅３００ ×長９９４×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３０－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021374
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－１５ 幅３５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021376
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－２０ 幅３５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021378
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－２５ 幅３５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021380
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－３２ 幅３５０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021382
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－３８ 幅３５０ ×長９９４×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021384
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－４５ 幅３５０ ×長９９４×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３５－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021386
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ３５－５０ 幅３５０ ×長９９４×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ３５－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021388
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－１５ 幅４００ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021390
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－２０ 幅４００ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021392
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－２５ 幅４００ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021394
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－３２ 幅４００ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ
６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021396
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－３８ 幅４００ ×長９９４×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021398
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－４５ 幅４００ ×長９９４×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４０－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021400
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４０－５０ 幅４００ ×長９９４×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４０－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021402
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－１５ 幅４５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021404
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－２０ 幅４５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021406
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－２５ 幅４５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021408
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－３２ 幅４５０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ
６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021410
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－３８ 幅４５０ ×長９９４×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021412
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－４５ 幅４５０ ×長９９４×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４５－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021414
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ４５－５０ 幅４５０ ×長９９４×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ４５－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021416
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－１５ 幅５００ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ５０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021418
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－２０ 幅５００ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ５０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021420
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－２５ 幅５００ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ５０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021422
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－３２ 幅５００ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ５０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021424
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－３８ 幅５００ ×長９９４×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ
６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ５０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021426
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－４５ 幅５００ ×長９９４×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ５０－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021428
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ４ＦＭＯ５０－５０ 幅５００ ×長９９４×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ４ＦＭＯ５０－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021430
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ１５－１５ 幅１５０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ１５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021432
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ１５－２０ 幅１５０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ１５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021434
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ１５－２５ 幅１５０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ１５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021436
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ１５－３２ 幅１５０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ１５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021438
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２０－１５ 幅２００ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021440
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２０－２０ 幅２００ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021442
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２０－２５ 幅２００ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021444
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２０－３２ 幅２００ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021446
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－１５ 幅２５０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021448
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－２０ 幅２５０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021450
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－２５ 幅２５０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ６／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021452
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－３２ 幅２５０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021454
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ２５－３８ 幅２５０ ×長９９３×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ２５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021456
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－１５ 幅３００ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021458
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－２０ 幅３００ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021460
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－２５ 幅３００ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021462
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－３２ 幅３００ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021464
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－３８ 幅３００ ×長９９３×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021466
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－４５ 幅３００ ×長９９３×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３０－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021468
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３０－５０ 幅３００ ×長９９３×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３０－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021470
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－１５ 幅３５０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021472
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－２０ 幅３５０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021474
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－２５ 幅３５０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021476
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－３２ 幅３５０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021478
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－３８ 幅３５０ ×長９９３×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021480
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－４５ 幅３５０ ×長９９３×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３５－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021482
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ３５－５０ 幅３５０ ×長９９３×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ３５－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021484
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－１５ 幅４００ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021486
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－２０ 幅４００ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021488
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－２５ 幅４００ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021490
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－３２ 幅４００ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021492
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－３８ 幅４００ ×長９９３×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ６／Ｔ
１４ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021494
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－４５ 幅４００ ×長９９３×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４／
Ｔ２０ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４０－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021496
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４０－５０ 幅４００ ×長９９３×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２０ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４０－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021498
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－１５ 幅４５０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021500
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－２０ 幅４５０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021502
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－２５ 幅４５０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021504
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－３２ 幅４５０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021506
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－３８ 幅４５０ ×長９９３×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２／Ｔ
６ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021508
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－４５ 幅４５０ ×長９９３×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４５－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021510
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ４５－５０ 幅４５０ ×長９９３×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ４５－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021512
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－１５ 幅５００ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ５０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021514
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－２０ 幅５００ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ５０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021516
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－２５ 幅５００ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用／
Ｔ２ ダイクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ５０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021518
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－３２ 幅５００ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ５０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021520
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－３８ 幅５００ ×長９９３×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ２ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ５０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021522
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－４５ 幅５００ ×長９９３×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ６ ダイ
クレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ５０－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（溝ぶた）―ブラン
ド品―

2607021524
ステンレス製グレーチング 溝ぶた　Ｓ３ＦＭＯ５０－５０ 幅５００ ×長９９３×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ１４ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　溝蓋 Ｓ３ＦＭＯ５０－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022002
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３０－１５ 幅３００ ×長３００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ３０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022004
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３０－２０ 幅３００ ×長３００×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ３０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022006
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３０－２５ 幅３００ ×長３００×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ３０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022008
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ３０－３２ 幅３００ ×長３００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ３０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022010
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ３０－３８ 幅３００ ×長３００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ３０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022012
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３５－１５ 幅３５０ ×長３５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ３５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022014
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３５－２０ 幅３５０ ×長３５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ３５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022016
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３５－２５ 幅３５０ ×長３５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ３５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022018
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ３５－３２ 幅３５０ ×長３５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ３５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022020
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ３５－３８ 幅３５０ ×長３５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ３５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022022
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４０－１５ 幅４００ ×長４００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ４０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022024
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４０－２０ 幅４００ ×長４００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ４０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022026
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４０－２５ 幅４００ ×長４００×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ４０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022028
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ４０－３２ 幅４００ ×長４００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ４０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022030
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ４０－３８ 幅４００ ×長４００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ４０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022032
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４５－１５ 幅４５０ ×長４５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ４５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022034
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４５－２０ 幅４５０ ×長４５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ４５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022036
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４５－２５ 幅４５０ ×長４５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ４５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022038
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ４５－３２ 幅４５０ ×長４５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ４５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022040
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ４５－３８ 幅４５０ ×長４５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ４５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022042
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５０－１５ 幅５００ ×長５００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ５０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022044
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５０－２０ 幅５００ ×長５００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ５０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022046
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５０－２５ 幅５００ ×長５００×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ５０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022048
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ５０－３２ 幅５００ ×長５００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ５０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022050
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ５０－３８ 幅５００ ×長５００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－６ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ５０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022052
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５５－１５ 幅５５０ ×長５５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ５５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022054
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５５－２０ 幅５５０ ×長５５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ５５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022056
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５５－２５ 幅５５０ ×長５５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ５５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022058
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ５５－３２ 幅５５０ ×長５５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ５５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022060
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ５５－３８ 幅５５０ ×長５５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ５５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022062
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６０－１５ 幅６００ ×長６００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ６０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022064
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６０－２０ 幅６００ ×長６００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ６０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022066
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６０－２５ 幅６００ ×長６００×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ６０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022068
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ６０－３２ 幅６００ ×長６００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ６０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022070
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ６０－３８ 幅６００ ×長６００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ６０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022072
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６５－１５ 幅６５０ ×長６５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ６５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022074
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６５－２０ 幅６５０ ×長６５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ６５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022076
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６５－２５ 幅６５０ ×長６５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ６５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022078
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ６５－３２ 幅６５０ ×長６５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ６５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022080
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ６５－３８ 幅６５０ ×長６５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ６５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022082
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ７０－１５ 幅７００ ×長７００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ７０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022084
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ７０－２０ 幅７００ ×長７００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ７０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022086
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ７０－２５ 幅７００ ×長７００×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ７０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022088
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ７０－３２ 幅７００ ×長７００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ７０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022090
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ７０－３８ 幅７００ ×長７００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ７０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022092
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－１５ 幅３００ ×長３００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022094
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－２０ 幅３００ ×長３００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022096
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－２５ 幅３００ ×長３００×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022098
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－３２ 幅３００ ×長３００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022100
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－３８ 幅３００ ×長３００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022102
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－４５ 幅３００ ×長３００×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３０－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022104
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－１５ 幅３５０ ×長３５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022106
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－２０ 幅３５０ ×長３５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022108
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－２５ 幅３５０ ×長３５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022110
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－３２ 幅３５０ ×長３５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022112
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－３８ 幅３５０ ×長３５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022114
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－４５ 幅３５０ ×長３５０×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３５－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022116
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－５０ 幅３５０ ×長３５０×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３５－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022118
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－１５ 幅４００ ×長４００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022120
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－２０ 幅４００ ×長４００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022122
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－２５ 幅４００ ×長４００×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022124
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－３２ 幅４００ ×長４００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022126
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－３８ 幅４００ ×長４００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022128
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－４５ 幅４００ ×長４００×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４０－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022130
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－５０ 幅４００ ×長４００×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４０－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022132
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－１５ 幅４５０ ×長４５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022134
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－２０ 幅４５０ ×長４５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022136
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－２５ 幅４５０ ×長４５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022138
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－３２ 幅４５０ ×長４５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022140
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－３８ 幅４５０ ×長４５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022142
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－４５ 幅４５０ ×長４５０×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－６ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４５－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022144
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－５０ 幅４５０ ×長４５０×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４５－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022146
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－６０ 幅４５０ ×長４５０×高６０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４５－６０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022148
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－１５ 幅５００ ×長５００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022150
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－２０ 幅５００ ×長５００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022152
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－２５ 幅５００ ×長５００×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022154
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－３２ 幅５００ ×長５００×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022156
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－３８ 幅５００ ×長５００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022158
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－４５ 幅５００ ×長５００×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５０－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022160
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－５０ 幅５００ ×長５００×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５０－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022162
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－６０ 幅５００ ×長５００×高６０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５０－６０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022164
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－１５ 幅５５０ ×長５５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022166
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－２０ 幅５５０ ×長５５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022168
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－２５ 幅５５０ ×長５５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022170
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－３２ 幅５５０ ×長５５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

3339 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022172
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－３８ 幅５５０ ×長５５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022174
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－４５ 幅５５０ ×長５５０×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５５－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022176
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－５０ 幅５５０ ×長５５０×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－６ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５５－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022178
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－６０ 幅５５０ ×長５５０×高６０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５５－６０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022180
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－１５ 幅６５０ ×長６５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ６５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022182
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－２０ 幅６５０ ×長６５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ６５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022184
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－２５ 幅６５０ ×長６５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ６５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022186
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－３２ 幅６５０ ×長６５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ６５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022188
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－３８ 幅６５０ ×長６５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ６５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022190
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－４５ 幅６５０ ×長６５０×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ６５－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022192
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－５０ 幅６５０ ×長６５０×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ６５－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022194
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－６０ 幅６５０ ×長６５０×高６０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ６５－６０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022196
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－１５ 幅３００ ×長３００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022198
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－２０ 幅３００ ×長３００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022200
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－２５ 幅３００ ×長３００×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022202
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－３２ 幅３００ ×長３００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022204
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－３８ 幅３００ ×長３００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022206
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－４５ 幅３００ ×長３００×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３０－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022208
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－１５ 幅３５０ ×長３５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022210
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－２０ 幅３５０ ×長３５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022212
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－２５ 幅３５０ ×長３５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022214
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－３２ 幅３５０ ×長３５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022216
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－３８ 幅３５０ ×長３５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022218
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－４５ 幅３５０ ×長３５０×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３５－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022220
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－５０ 幅３５０ ×長３５０×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３５－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022222
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－１５ 幅４００ ×長４００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022224
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－２０ 幅４００ ×長４００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022226
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－２５ 幅４００ ×長４００×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022228
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－３２ 幅４００ ×長４００×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022230
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－３８ 幅４００ ×長４００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022232
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－４５ 幅４００ ×長４００×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－６ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４０－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022234
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－５０ 幅４００ ×長４００×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４０－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022236
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－１５ 幅４５０ ×長４５０×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４５－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022238
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－２０ 幅４５０ ×長４５０×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４５－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022240
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－２５ 幅４５０ ×長４５０×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４５－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022242
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－３２ 幅４５０ ×長４５０×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４５－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022244
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－３８ 幅４５０ ×長４５０×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４５－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022246
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－４５ 幅４５０ ×長４５０×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４５－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022248
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－５０ 幅４５０ ×長４５０×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－６ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４５－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022250
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－１５ 幅５００ ×長５００×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ５０－１５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022252
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－２０ 幅５００ ×長５００×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ５０－２０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022254
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－２５ 幅５００ ×長５００×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ５０－２５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022256
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－３２ 幅５００ ×長５００×高３２×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ５０－３２Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022258
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－３８ 幅５００ ×長５００×高３８×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ５０－３８Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022260
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－４５ 幅５００ ×長５００×高４５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ５０－４５Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022262
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－５０ 幅５００ ×長５００×高５０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ５０－５０Ｐ３０ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022264
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３０－１５ 幅３００ ×長３００×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ３０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022266
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３０－２０ 幅３００ ×長３００×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ３０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022268
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３０－２５ 幅３００ ×長３００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ３０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022270
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ３０－３２ 幅３００ ×長３００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ３０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022272
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ３０－３８ 幅３００ ×長３００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ３０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022274
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３５－１５ 幅３５０ ×長３５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ３５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022276
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３５－２０ 幅３５０ ×長３５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ３５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022278
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ３５－２５ 幅３５０ ×長３５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ３５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022280
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ３５－３２ 幅３５０ ×長３５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ３５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022282
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ３５－３８ 幅３５０ ×長３５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ３５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022284
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４０－１５ 幅４００ ×長４００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ４０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022286
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４０－２０ 幅４００ ×長４００×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ４０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022288
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４０－２５ 幅４００ ×長４００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－６ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ４０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022290
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ４０－３２ 幅４００ ×長４００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ４０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022292
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ４０－３８ 幅４００ ×長４００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ４０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022294
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４５－１５ 幅４５０ ×長４５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ４５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022296
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４５－２０ 幅４５０ ×長４５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ４５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022298
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ４５－２５ 幅４５０ ×長４５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ４５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022300
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ４５－３２ 幅４５０ ×長４５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ４５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022302
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ４５－３８ 幅４５０ ×長４５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ４５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022304
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５０－１５ 幅５００ ×長５００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ５０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022306
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５０－２０ 幅５００ ×長５００×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ５０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022308
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５０－２５ 幅５００ ×長５００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ５０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022310
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ５０－３２ 幅５００ ×長５００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ５０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022312
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ５０－３８ 幅５００ ×長５００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ５０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022314
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５５－１５ 幅５５０ ×長５５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ５５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022316
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５５－２０ 幅５５０ ×長５５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ５５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022318
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ５５－２５ 幅５５０ ×長５５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ５５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022320
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ５５－３２ 幅５５０ ×長５５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ５５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022322
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ５５－３８ 幅５５０ ×長５５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ５５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022324
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６０－１５ 幅６００ ×長６００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ６０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022326
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６０－２０ 幅６００ ×長６００×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ６０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022328
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６０－２５ 幅６００ ×長６００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ６０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022330
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ６０－３２ 幅６００ ×長６００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ６０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022332
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ６０－３８ 幅６００ ×長６００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ６０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022334
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６５－１５ 幅６５０ ×長６５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ６５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022336
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６５－２０ 幅６５０ ×長６５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ６５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022338
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ６５－２５ 幅６５０ ×長６５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ６５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022340
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ６５－３２ 幅６５０ ×長６５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ６５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022342
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ６５－３８ 幅６５０ ×長６５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ６５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022344
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ７０－１５ 幅７００ ×長７００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ７０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022346
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ７０－２０ 幅７００ ×長７００×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ７０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022348
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＩＭＤ７０－２５ 幅７００ ×長７００×高２５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＩＭＤ７０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022350
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ７０－３２ 幅７００ ×長７００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－６ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ７０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022352
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ５ＩＭＤ７０－３８ 幅７００ ×長７００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ５ＩＭＤ７０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022354
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－１５ 幅３００ ×長３００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022356
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－２０ 幅３００ ×長３００×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022358
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－２５ 幅３００ ×長３００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022360
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－３２ 幅３００ ×長３００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022362
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－３８ 幅３００ ×長３００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022364
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３０－４５ 幅３００ ×長３００×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３０－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022366
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－１５ 幅３５０ ×長３５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022368
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－２０ 幅３５０ ×長３５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022370
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－２５ 幅３５０ ×長３５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－６ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022372
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－３２ 幅３５０ ×長３５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022374
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－３８ 幅３５０ ×長３５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022376
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－４５ 幅３５０ ×長３５０×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３５－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022378
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ３５－５０ 幅３５０ ×長３５０×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ３５－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022380
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－１５ 幅４００ ×長４００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022382
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－２０ 幅４００ ×長４００×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022384
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－２５ 幅４００ ×長４００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022386
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－３２ 幅４００ ×長４００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022388
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－３８ 幅４００ ×長４００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022390
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－４５ 幅４００ ×長４００×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４０－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022392
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４０－５０ 幅４００ ×長４００×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４０－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022394
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－１５ 幅４５０ ×長４５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022396
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－２０ 幅４５０ ×長４５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022398
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－２５ 幅４５０ ×長４５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022400
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－３２ 幅４５０ ×長４５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022402
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－３８ 幅４５０ ×長４５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022404
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－４５ 幅４５０ ×長４５０×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４５－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022406
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－５０ 幅４５０ ×長４５０×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４５－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022408
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ４５－６０ 幅４５０ ×長４５０×高６０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ４５－６０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022410
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－１５ 幅５００ ×長５００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022412
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－２０ 幅５００ ×長５００×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022414
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－２５ 幅５００ ×長５００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022416
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－３２ 幅５００ ×長５００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022418
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－３８ 幅５００ ×長５００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022420
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－４５ 幅５００ ×長５００×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５０－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022422
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－５０ 幅５００ ×長５００×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５０－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022424
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５０－６０ 幅５００ ×長５００×高６０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５０－６０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022426
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－１５ 幅５５０ ×長５５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022428
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－２０ 幅５５０ ×長５５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022430
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－２５ 幅５５０ ×長５５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022432
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－３２ 幅５５０ ×長５５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022434
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－３８ 幅５５０ ×長５５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022436
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－４５ 幅５５０ ×長５５０×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５５－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022438
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－５０ 幅５５０ ×長５５０×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５５－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022440
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ５５－６０ 幅５５０ ×長５５０×高６０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ５５－６０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022442
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－１５ 幅６５０ ×長６５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ６５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022444
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－２０ 幅６５０ ×長６５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ６５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022446
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－２５ 幅６５０ ×長６５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ６５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022448
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－３２ 幅６５０ ×長６５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ６５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022450
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－３８ 幅６５０ ×長６５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ６５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022452
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－４５ 幅６５０ ×長６５０×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ６５－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022454
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－５０ 幅６５０ ×長６５０×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ６５－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022456
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ４ＦＭＤ６５－６０ 幅６５０ ×長６５０×高６０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ４ＦＭＤ６５－６０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022458
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－１５ 幅３００ ×長３００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022460
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－２０ 幅３００ ×長３００×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022462
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－２５ 幅３００ ×長３００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－６ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022464
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－３２ 幅３００ ×長３００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022466
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－３８ 幅３００ ×長３００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022468
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３０－４５ 幅３００ ×長３００×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３０－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022470
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－１５ 幅３５０ ×長３５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022472
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－２０ 幅３５０ ×長３５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022474
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－２５ 幅３５０ ×長３５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022476
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－３２ 幅３５０ ×長３５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022478
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－３８ 幅３５０ ×長３５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022480
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－４５ 幅３５０ ×長３５０×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３５－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022482
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ３５－５０ 幅３５０ ×長３５０×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ３５－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022484
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－１５ 幅４００ ×長４００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022486
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－２０ 幅４００ ×長４００×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022488
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－２５ 幅４００ ×長４００×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022490
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－３２ 幅４００ ×長４００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－６ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022492
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－３８ 幅４００ ×長４００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022494
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－４５ 幅４００ ×長４００×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４０－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022496
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４０－５０ 幅４００ ×長４００×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４０－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022498
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－１５ 幅４５０ ×長４５０×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４５－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022500
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－２０ 幅４５０ ×長４５０×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４５－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022502
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－２５ 幅４５０ ×長４５０×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４５－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022504
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－３２ 幅４５０ ×長４５０×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４５－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022506
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－３８ 幅４５０ ×長４５０×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４５－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022508
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－４５ 幅４５０ ×長４５０×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４５－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022510
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ４５－５０ 幅４５０ ×長４５０×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ４５－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022512
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－１５ 幅５００ ×長５００×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ５０－１５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022514
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－２０ 幅５００ ×長５００×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ５０－２０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022516
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－２５ 幅５００ ×長５００×高２５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ５０－２５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022518
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－３２ 幅５００ ×長５００×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ５０－３２Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022520
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－３８ 幅５００ ×長５００×高３８×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－６ ダ
イクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ５０－３８Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022522
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－４５ 幅５００ ×長５００×高４５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ５０－４５Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（ますぶた）―ブラ
ンド品―

2607022524
ステンレス製グレーチング ますぶたＳ３ＦＭＤ５０－５０ 幅５００ ×長５００×高５０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２０
ダイクレ

ステンレス製グレーチング　桝蓋 Ｓ３ＦＭＤ５０－５０Ｐ１５ 組 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023002
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ９０－１５ 幅８０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ９０－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023004
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ１０－１５ 幅９０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ１０－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023006
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ１２－１５ 幅１１０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ１２－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023008
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ１５－１５ 幅１４０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ１５－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023010
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ１５－２０ 幅１４０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ１５－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023012
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ１８－１５ 幅１７０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ１８－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023014
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ１８－２０ 幅１７０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－６ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ１８－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023016
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ１８－２５ 幅１７０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ１８－２５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023018
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ２４－１５ 幅２３０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ２４－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023020
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ２４－２０ 幅２３０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ２４－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023022
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ２４－２５ 幅２３０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ２４－２５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023024
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ５ＩＭＵ２４－３２ 幅２３０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ５ＩＭＵ２４－３２Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023026
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ３０－１５ 幅２９０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ３０－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023028
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ３０－２０ 幅２９０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ３０－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023030
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ３０－２５ 幅２９０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ３０－２５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023032
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ５ＩＭＵ３０－３２ 幅２９０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ５ＩＭＵ３０－３２Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023034
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ３６－１５ 幅３５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ３６－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023036
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ３６－２０ 幅３５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ３６－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023038
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ３６－２５ 幅３５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ３６－２５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023040
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ５ＩＭＵ３６－３２ 幅３５０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ５ＩＭＵ３６－３２Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023042
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ９０－１５ 幅８０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ９０－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023044
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ９０－２０ 幅８０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ９０－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023046
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１０－１５ 幅９０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１０－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023048
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１０－２０ 幅９０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１０－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023050
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１２－１５ 幅１１０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－６ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１２－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023052
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１２－２０ 幅１１０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１２－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023054
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１５－１５ 幅１４０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１５－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023056
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１５－２０ 幅１４０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１５－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023058
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１５－２５ 幅１４０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１５－２５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023060
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１５－３２ 幅１４０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１５－３２Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023062
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１８－１５ 幅１７０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１８－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023064
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１８－２０ 幅１７０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１８－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023066
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１８－２５ 幅１７０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１８－２５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023068
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１８－３２ 幅１７０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１８－３２Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023070
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ２４－１５ 幅２３０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ２４－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023072
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ２４－２０ 幅２３０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ２４－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023074
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ２４－２５ 幅２３０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ２４－２５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023076
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ２４－３２ 幅２３０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ２４－３２Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023078
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ３０－１５ 幅２９０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ３０－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023080
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ３０－２０ 幅２９０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ３０－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023082
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ３０－２５ 幅２９０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ３０－２５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023084
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ３０－３２ 幅２９０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ３０－３２Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023086
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ３６－１５ 幅３５０ ×長９９４×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ３６－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023088
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ３６－２０ 幅３５０ ×長９９４×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ３６－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023090
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ３６－２５ 幅３５０ ×長９９４×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ３６－２５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023092
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ３６－３２ 幅３５０ ×長９９４×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ３６－３２Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023094
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ９０－１５ 幅８０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ９０－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023096
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ９０－２０ 幅８０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ９０－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023098
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１０－１５ 幅９０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－６ ダイ
クレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１０－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023100
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１０－２０ 幅９０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１０－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023102
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１２－１５ 幅１１０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１２－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023104
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１２－２０ 幅１１０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１２－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023106
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１５－１５ 幅１４０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１５－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023108
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１５－２０ 幅１４０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１５－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023110
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１５－２５ 幅１４０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１５－２５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023112
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１５－３２ 幅１４０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１５－３２Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023114
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１８－１５ 幅１７０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１８－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023116
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１８－２０ 幅１７０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１８－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023118
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１８－２５ 幅１７０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１８－２５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023120
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１８－３２ 幅１７０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１８－３２Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023122
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ２４－１５ 幅２３０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ２４－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023124
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ２４－２０ 幅２３０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ２４－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023126
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ２４－２５ 幅２３０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ２４－２５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023128
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ２４－３２ 幅２３０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ２４－３２Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023130
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ３０－１５ 幅２９０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ３０－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023132
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ３０－２０ 幅２９０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ３０－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023134
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ３０－２５ 幅２９０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ３０－２５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023136
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ３０－３２ 幅２９０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ３０－３２Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023138
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ３６－１５ 幅３５０ ×長９９３×高１５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ３６－１５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023140
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ３６－２０ 幅３５０ ×長９９３×高２０×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ３６－２０Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023142
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ３６－２５ 幅３５０ ×長９９３×高２５×ピッチ３０ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ３６－２５Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023144
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ３６－３２ 幅３５０ ×長９９３×高３２×ピッチ３０ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ３６－３２Ｐ３０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023146
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ９０－１５ 幅８０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ９０－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023148
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ１０－１５ 幅９０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ１０－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023150
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ１２－１５ 幅１１０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ１２－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023152
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ１５－１５ 幅１４０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ１５－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023154
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ１５－２０ 幅１４０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ１５－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023156
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ１８－１５ 幅１７０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ１８－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023158
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ１８－２０ 幅１７０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ１８－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023160
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ１８－２５ 幅１７０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ１８－２５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023162
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ２４－１５ 幅２３０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ２４－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023164
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ２４－２０ 幅２３０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ２４－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023166
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ２４－２５ 幅２３０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ２４－２５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023168
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ５ＩＭＵ２４－３２ 幅２３０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ５ＩＭＵ２４－３２Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023170
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ３０－１５ 幅２９０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ３０－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023172
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ３０－２０ 幅２９０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ３０－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023174
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ３０－２５ 幅２９０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ３０－２５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023176
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ５ＩＭＵ３０－３２ 幅２９０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ５ＩＭＵ３０－３２Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023178
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ３６－１５ 幅３５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ３６－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023180
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ３６－２０ 幅３５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ３６－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023182
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＩＭＵ３６－２５ 幅３５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＩＭＵ３６－２５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023184
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ５ＩＭＵ３６－３２ 幅３５０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ５ＩＭＵ３６－３２Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023186
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ９０－１５ 幅８０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ９０－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023188
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ９０－２０ 幅８０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ９０－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023190
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１０－１５ 幅９０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１０－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023192
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１０－２０ 幅９０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１０－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023194
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１２－１５ 幅１１０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１２－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023196
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１２－２０ 幅１１０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１２－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023198
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１５－１５ 幅１４０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１５－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023200
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１５－２０ 幅１４０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１５－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023202
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１５－２５ 幅１４０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１５－２５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023204
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１５－３２ 幅１４０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１５－３２Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023206
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１８－１５ 幅１７０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１８－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023208
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１８－２０ 幅１７０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１８－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023210
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１８－２５ 幅１７０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１８－２５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023212
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ１８－３２ 幅１７０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ１８－３２Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023214
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ２４－１５ 幅２３０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ２４－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023216
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ２４－２０ 幅２３０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ２４－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023218
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ２４－２５ 幅２３０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ２４－２５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023220
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ２４－３２ 幅２３０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ２４－３２Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023222
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ３０－１５ 幅２９０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ３０－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023224
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ３０－２０ 幅２９０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ３０－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023226
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ３０－２５ 幅２９０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ３０－２５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023228
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ３０－３２ 幅２９０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ３０－３２Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023230
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ３６－１５ 幅３５０ ×長９９４×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ３６－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023232
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ３６－２０ 幅３５０ ×長９９４×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ３６－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023234
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ３６－２５ 幅３５０ ×長９９４×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ３６－２５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023236
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ４ＦＭＵ３６－３２ 幅３５０ ×長９９４×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－６ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ４ＦＭＵ３６－３２Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023238
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ９０－１５ 幅８０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ９０－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023240
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ９０－２０ 幅８０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ９０－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023242
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１０－１５ 幅９０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１０－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023244
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１０－２０ 幅９０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１０－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023246
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１２－１５ 幅１１０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１２－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023248
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１２－２０ 幅１１０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１２－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023250
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１５－１５ 幅１４０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１５－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023252
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１５－２０ 幅１４０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１５－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023254
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１５－２５ 幅１４０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１５－２５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023256
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１５－３２ 幅１４０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１５－３２Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023258
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１８－１５ 幅１７０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１８－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング
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ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023260
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１８－２０ 幅１７０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１８－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023262
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１８－２５ 幅１７０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１８－２５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023264
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ１８－３２ 幅１７０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ１８－３２Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023266
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ２４－１５ 幅２３０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ２４－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023268
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ２４－２０ 幅２３０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ２４－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023270
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ２４－２５ 幅２３０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－６ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ２４－２５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023272
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ２４－３２ 幅２３０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ２４－３２Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023274
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ３０－１５ 幅２９０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ３０－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023276
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ３０－２０ 幅２９０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ３０－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023278
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ３０－２５ 幅２９０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ３０－２５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023280
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ３０－３２ 幅２９０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－１４
ダイクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ３０－３２Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023282
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ３６－１５ 幅３５０ ×長９９３×高１５×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ３６－１５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023284
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ３６－２０ 幅３５０ ×長９９３×高２０×ピッチ１５ｍｍ 歩道用 ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ３６－２０Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023286
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ３６－２５ 幅３５０ ×長９９３×高２５×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ３６－２５Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

ステンレス製グレーチング（Ｕ字溝）―ブラン
ド品―

2607023288
ステンレス製グレーチング Ｕ字溝　Ｓ３ＦＭＵ３６－３２ 幅３５０ ×長９９３×高３２×ピッチ１５ｍｍ Ｔ－２ ダ
イクレ

ステンレス製Ｕ字溝蓋 Ｓ３ＦＭＵ３６－３２Ｐ１５ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014224
特殊グレーチング クロコダイルグレーチング ＴＴＵＨ３２－３０ 荷重Ｔ－６・１４　幅２９０ｍｍ×長９９６ｍｍ×
高３２ｍｍ ２２．７ｋｇ／枚 石田鉄工

クロコダイルグレーチング ＴＴＵＨ３２－３０　Ｔ６・１４ 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014202
特殊グレーチング Ｙバーグレーチング ２４０用　Ｕ字溝用細目 荷重Ｔ－２　長９９６ｍｍ×幅２３０ｍｍ×高２５ｍ
ｍ（カラー） １５．６ｋｇ／枚 石田鉄工

Ｙバーグレーチング　Ｕ字溝細目 ２４０用　Ｔ２　カラー 枚 999 × ○ 1115 グレーチング

特殊グレーチング―ブランド品― 1115014208
特殊グレーチング Ｙバーグレーチング ３００用　Ｕ字溝用細目 荷重Ｔ－１４　長９９６ｍｍ×幅２９０ｍｍ×高３２
ｍｍ（カラー） ２１．２ｋｇ／枚 石田鉄工

Ｙバーグレーチング　Ｕ字溝細目 ３００用　Ｔ１４　カラー 枚 999 × ○ 1115 グレーチング
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水道用ステンレス鋼鋼管 5001100010
水道用ステンレス鋼鋼管（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１５） 呼び径１３ＳＵ 肉厚０．８ｍｍ ０．３０３ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 Ｓ
ＳＰ　ＳＵＳ３１６

水道用ステンレス鋼鋼管 呼び径１３ＳＵ　Ｔ０．８ｍｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管 5001100020
水道用ステンレス鋼鋼管（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１５） 呼び径２０ＳＵ 肉厚１．０ｍｍ ０．５３２ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 Ｓ
ＳＰ　ＳＵＳ３１６

水道用ステンレス鋼鋼管 呼び径２０ＳＵ　Ｔ１ｍｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管 5001100030
水道用ステンレス鋼鋼管（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１５） 呼び径２５ＳＵ 肉厚１．０ｍｍ ０．６９１ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 Ｓ
ＳＰ　ＳＵＳ３１６

水道用ステンレス鋼鋼管 呼び径２５ＳＵ　Ｔ１ｍｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管 5001100040
水道用ステンレス鋼鋼管（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１５） 呼び径３０ＳＵ 肉厚１．２ｍｍ ０．９８６ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 Ｓ
ＳＰ　ＳＵＳ３１６

水道用ステンレス鋼鋼管 呼び径３０ＳＵ　Ｔ１．２ｍｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管 5001100050
水道用ステンレス鋼鋼管（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１５） 呼び径４０ＳＵ 肉厚１．２ｍｍ １．２５ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＳ
Ｐ　ＳＵＳ３１６

水道用ステンレス鋼鋼管 呼び径４０ＳＵ　Ｔ１．２ｍｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管 5001100060
水道用ステンレス鋼鋼管（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１５） 呼び径５０ＳＵ 肉厚１．２ｍｍ １．４３ｋｇ／ｍ ４ｍ／本 ＳＳ
Ｐ　ＳＵＳ３１６

水道用ステンレス鋼鋼管 呼び径５０ＳＵ　Ｔ１．２ｍｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水道用波状ステンレス鋼管 5001090010 水道用波状ステンレス鋼管 ＳＵＳ３１６ 呼び径２０ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１９ 水道用波状ステンレス鋼管 ＳＵＳ３１６径２０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水道用波状ステンレス鋼管 5001090020 水道用波状ステンレス鋼管 ＳＵＳ３１６ 呼び径２５ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１９ 水道用波状ステンレス鋼管 ＳＵＳ３１６径２５ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水道用波状ステンレス鋼管 5001090030 水道用波状ステンレス鋼管 ＳＵＳ３１６ 呼び径３０ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１９ 水道用波状ステンレス鋼管 ＳＵＳ３１６径３０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水道用波状ステンレス鋼管 5001090040 水道用波状ステンレス鋼管 ＳＵＳ３１６ 呼び径４０ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１９ 水道用波状ステンレス鋼管 ＳＵＳ３１６径４０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水道用波状ステンレス鋼管 5001090050 水道用波状ステンレス鋼管 ＳＵＳ３１６ 呼び径５０ｍｍ×長４ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１９ 水道用波状ステンレス鋼管 ＳＵＳ３１６径５０ｍｍ×Ｌ４ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340210 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 ソケット 呼び径２０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 ソケット　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340215 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 ソケット 呼び径２５ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 ソケット　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340220 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 ソケット 呼び径３０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 ソケット　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340225 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 ソケット 呼び径４０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 ソケット　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340230 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 ソケット 呼び径５０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 ソケット　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340005 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いソケット 呼び径２５×２０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いソケット　径２５×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340010 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いソケット 呼び径３０×２０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いソケット　径３０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340015 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いソケット 呼び径３０×２５ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いソケット　径３０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340020 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いソケット 呼び径４０×２５ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いソケット　径４０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340025 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いソケット 呼び径４０×３０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いソケット　径４０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340030 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いソケット 呼び径５０×３０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いソケット　径５０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340035 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いソケット 呼び径５０×４０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いソケット　径５０×４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340040 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 エルボ 呼び径２０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 エルボ　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340045 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 エルボ 呼び径２５ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 エルボ　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340050 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 エルボ 呼び径３０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 エルボ　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340055 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 エルボ 呼び径４０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 エルボ　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340060 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 エルボ 呼び径５０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 エルボ　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340065 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 チーズ 呼び径２０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 チーズ　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340070 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 チーズ 呼び径２５ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 チーズ　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340075 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 チーズ 呼び径３０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 チーズ　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340080 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 チーズ 呼び径４０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 チーズ　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340085 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 チーズ 呼び径５０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 チーズ　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340090 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径２５×２０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いチーズ　呼び径２５×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340095 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径３０×２０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いチーズ　呼び径３０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340100 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径３０×２５ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いチーズ　呼び径３０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340105 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径４０×２０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いチーズ　呼び径４０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340110 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径４０×２５ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いチーズ　呼び径４０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340115 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径４０×３０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いチーズ　呼び径４０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340120 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径５０×２０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いチーズ　呼び径５０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340125 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径５０×２５ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いチーズ　呼び径５０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340130 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径５０×３０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いチーズ　呼び径５０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340135 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 径違いチーズ 呼び径５０×４０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 径違いチーズ　呼び径５０×４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340140 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 めねじ付ソケット 呼び径２０×１３ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 めねじ付ソケット　径２０×１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340145 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 めねじ付ソケット 呼び径２０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 めねじ付ソケット　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340150 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 めねじ付ソケット 呼び径２５ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 めねじ付ソケット　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340155 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 めねじ付ソケット 呼び径３０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 めねじ付ソケット　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340160 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 めねじ付ソケット 呼び径４０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 めねじ付ソケット　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340165 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 めねじ付ソケット 呼び径５０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 めねじ付ソケット　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340170 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 メータ用ソケット 呼び径２０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 メータ用ソケット　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340175 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 メータ用ソケット 呼び径２０×２５ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 メータ用ソケット　径２０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340180 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 メータ用ソケット 呼び径２５ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 メータ用ソケット　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340185 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 キャップ 呼び径２０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 キャップ　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340190 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 キャップ 呼び径２５ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 キャップ　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340195 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 キャップ 呼び径３０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 キャップ　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340200 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 キャップ 呼び径４０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 キャップ　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　伸縮可とう式 5013340205 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） 伸縮可とう式 キャップ 呼び径５０ ステンレス鋼管継手伸縮可とう式 キャップ　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342005 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） ソケット 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３０４ ソケット　呼び径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342010 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） ソケット 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３０４ ソケット　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342015 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） ソケット 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３０４ ソケット　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342020 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） ソケット 呼び径３０ ステンレス管継手プレス式３０４ ソケット　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342025 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） ソケット 呼び径４０ ステンレス管継手プレス式３０４ ソケット　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342030 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） ソケット 呼び径５０ ステンレス管継手プレス式３０４ ソケット　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342035 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 胴長ソケット 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３０４ 胴長ソケット　呼び径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342040 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 胴長ソケット 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３０４ 胴長ソケット　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342045 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 胴長ソケット 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３０４ 胴長ソケット　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342050 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いソケット 呼び径２０×１３ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いソケット　径２０×１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342055 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いソケット 呼び径２５×１３ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いソケット　径２５×１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342060 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いソケット 呼び径２５×２０ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いソケット　径２５×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342065 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いソケット 呼び径３０×２０ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いソケット　径３０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342070 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いソケット 呼び径３０×２５ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いソケット　径３０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342075 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いソケット 呼び径４０×２５ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いソケット　径４０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342080 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いソケット 呼び径４０×３０ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いソケット　径４０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342085 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いソケット 呼び径５０×２５ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いソケット　径５０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342090 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いソケット 呼び径５０×３０ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いソケット　径５０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342095 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いソケット 呼び径５０×４０ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いソケット　径５０×４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342100 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） コンパクトエルボ 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３０４ コンパクトエルボ　呼び径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342105 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） コンパクトエルボ 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３０４ コンパクトエルボ　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342110 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） コンパクトエルボ 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３０４ コンパクトエルボ　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342115 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） エルボ 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３０４ エルボ　呼び径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342120 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） エルボ 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３０４ エルボ　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342125 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） エルボ 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３０４ エルボ　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342130 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） エルボ 呼び径３０ ステンレス管継手プレス式３０４ エルボ　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342135 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） エルボ 呼び径４０ ステンレス管継手プレス式３０４ エルボ　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342140 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） エルボ 呼び径５０ ステンレス管継手プレス式３０４ エルボ　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342145 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） ４５°エルボ 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３０４ ４５°エルボ　呼び径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342150 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） ４５°エルボ 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３０４ ４５°エルボ　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342155 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） ４５°エルボ 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３０４ ４５°エルボ　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342160 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） ４５°エルボ 呼び径３０ ステンレス管継手プレス式３０４ ４５°エルボ　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342165 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） ４５°エルボ 呼び径４０ ステンレス管継手プレス式３０４ ４５°エルボ　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342170 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） ４５°エルボ 呼び径５０ ステンレス管継手プレス式３０４ ４５°エルボ　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342175 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） チーズ 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３０４ チーズ　呼び径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342180 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） チーズ 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３０４ チーズ　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342185 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） チーズ 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３０４ チーズ　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342190 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） チーズ 呼び径３０ ステンレス管継手プレス式３０４ チーズ　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342195 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） チーズ 呼び径４０ ステンレス管継手プレス式３０４ チーズ　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342200 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） チーズ 呼び径５０ ステンレス管継手プレス式３０４ チーズ　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342205 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いチーズ 呼び径２０×１３ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いチーズ　呼び径２０×１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342210 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いチーズ 呼び径２５×１３ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いチーズ　呼び径２５×１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342215 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いチーズ 呼び径２５×２０ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いチーズ　呼び径２５×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342220 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いチーズ 呼び径３０×２０ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いチーズ　呼び径３０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342225 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いチーズ 呼び径３０×２５ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いチーズ　呼び径３０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342230 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いチーズ 呼び径４０×２０ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いチーズ　呼び径４０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342235 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いチーズ 呼び径４０×２５ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いチーズ　呼び径４０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342240 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いチーズ 呼び径４０×３０ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いチーズ　呼び径４０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342245 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いチーズ 呼び径５０×２０ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いチーズ　呼び径５０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342250 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いチーズ 呼び径５０×２５ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いチーズ　呼び径５０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342255 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いチーズ 呼び径５０×３０ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いチーズ　呼び径５０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342260 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 径違いチーズ 呼び径５０×４０ ステンレス管継手プレス式３０４ 径違いチーズ　呼び径５０×４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342265 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） おねじ付ソケット 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３０４ おねじ付ソケット　径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342270 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） おねじ付ソケット 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３０４ おねじ付ソケット　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342275 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） おねじ付ソケット 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３０４ おねじ付ソケット　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342280
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） おねじ付ソケット 呼び径３０×２
５

ステンレス管継手プレス式３０４ おねじ付ソケット　径３０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342285 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） おねじ付ソケット 呼び径３０ ステンレス管継手プレス式３０４ おねじ付ソケット　径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342290
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） おねじ付ソケット 呼び径４０×３
０

ステンレス管継手プレス式３０４ おねじ付ソケット　径４０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342295 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） おねじ付ソケット 呼び径４０ ステンレス管継手プレス式３０４ おねじ付ソケット　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342300
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） おねじ付ソケット 呼び径５０×４
０

ステンレス管継手プレス式３０４ おねじ付ソケット　径５０×４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342305 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） おねじ付ソケット 呼び径５０ ステンレス管継手プレス式３０４ おねじ付ソケット　径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342310 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） めねじ付ソケット 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３０４ めねじ付ソケット　径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342315 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） めねじ付ソケット 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３０４ めねじ付ソケット　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342320 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） めねじ付ソケット 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３０４ めねじ付ソケット　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342325
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） めねじ付ソケット 呼び径３０×２
５

ステンレス管継手プレス式３０４ めねじ付ソケット　径３０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342330 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） めねじ付ソケット 呼び径３０ ステンレス管継手プレス式３０４ めねじ付ソケット　径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342335
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） めねじ付ソケット 呼び径４０×３
０

ステンレス管継手プレス式３０４ めねじ付ソケット　径４０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342340 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） めねじ付ソケット 呼び径４０ ステンレス管継手プレス式３０４ めねじ付ソケット　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342345
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） めねじ付ソケット 呼び径５０×４
０

ステンレス管継手プレス式３０４ めねじ付ソケット　径５０×４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342350 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） めねじ付ソケット 呼び径５０ ステンレス管継手プレス式３０４ めねじ付ソケット　径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342355 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用ソケット 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用ソケット　径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342360
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用ソケット 呼び径２０×１
３

ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用ソケット　径２０×１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342365 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用ソケット 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用ソケット　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342370
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用ソケット 呼び径２５×１
３

ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用ソケット　径２５×１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342375
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用ソケット 呼び径２５×２
０

ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用ソケット　径２５×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342380 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用ソケット 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用ソケット　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342385 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用エルボ１形 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用エルボ１形　径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342390
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用エルボ１形 呼び径２０×
１３

ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用エルボ１形径２０×１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342395 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用エルボ１形 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用エルボ１形　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342400 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用エルボ１形 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用エルボ１形　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342405 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用エルボ２形 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用エルボ２形　径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342410
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用エルボ２形 呼び径２０×
１３

ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用エルボ２形径２０×１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342415 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用チーズ 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用チーズ　径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342420 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用チーズ 呼び径２０×１３ ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用チーズ　径２０×１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342425 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用チーズ 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用チーズ　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342430 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用チーズ 呼び径２５×１３ ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用チーズ　径２５×１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342435 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用チーズ 呼び径２５×２０ ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用チーズ　径２５×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342440 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 給水栓用チーズ 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３０４ 給水栓用チーズ　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342445 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 片受けエルボ 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３０４ 片受けエルボ　呼び径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342450 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 片受けエルボ 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３０４ 片受けエルボ　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342455 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 片受けエルボ 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３０４ 片受けエルボ　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342460 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 片受けエルボ 呼び径３０ ステンレス管継手プレス式３０４ 片受けエルボ　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342465 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 片受けエルボ 呼び径４０ ステンレス管継手プレス式３０４ 片受けエルボ　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342470 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） 片受けエルボ 呼び径５０ ステンレス管継手プレス式３０４ 片受けエルボ　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342475 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） キャップ 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３０４ キャップ　呼び径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342480 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） キャップ 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３０４ キャップ　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342485 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） キャップ 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３０４ キャップ　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342490 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） キャップ 呼び径３０ ステンレス管継手プレス式３０４ キャップ　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342495 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） キャップ 呼び径４０ ステンレス管継手プレス式３０４ キャップ　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３０４）

5013342500 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３０４） キャップ 呼び径５０ ステンレス管継手プレス式３０４ キャップ　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344005 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） ソケット 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３１６ ソケット　呼び径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344010 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） ソケット 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３１６ ソケット　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344015 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） ソケット 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３１６ ソケット　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344020 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） ソケット 呼び径３０ ステンレス管継手プレス式３１６ ソケット　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344025 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） ソケット 呼び径４０ ステンレス管継手プレス式３１６ ソケット　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344030 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） ソケット 呼び径５０ ステンレス管継手プレス式３１６ ソケット　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344035 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 胴長ソケット 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３１６ 胴長ソケット　呼び径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344040 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 胴長ソケット 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３１６ 胴長ソケット　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344045 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 胴長ソケット 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３１６ 胴長ソケット　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344050 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いソケット 呼び径２０×１３ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いソケット　径２０×１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344055 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いソケット 呼び径２５×１３ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いソケット　径２５×１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344060 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いソケット 呼び径２５×２０ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いソケット　径２５×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344065 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いソケット 呼び径３０×２０ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いソケット　径３０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344070 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いソケット 呼び径３０×２５ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いソケット　径３０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344075 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いソケット 呼び径４０×２５ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いソケット　径４０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344080 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いソケット 呼び径４０×３０ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いソケット　径４０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344085 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いソケット 呼び径５０×２５ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いソケット　径５０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344090 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いソケット 呼び径５０×３０ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いソケット　径５０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344095 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いソケット 呼び径５０×４０ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いソケット　径５０×４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344100 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） コンパクトエルボ 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３１６ コンパクトエルボ　呼び径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344105 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） コンパクトエルボ 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３１６ コンパクトエルボ　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344110 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） コンパクトエルボ 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３１６ コンパクトエルボ　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344115 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） エルボ 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３１６ エルボ　呼び径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344120 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） エルボ 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３１６ エルボ　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344125 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） エルボ 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３１６ エルボ　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344130 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） エルボ 呼び径３０ ステンレス管継手プレス式３１６ エルボ　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344135 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） エルボ 呼び径４０ ステンレス管継手プレス式３１６ エルボ　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344140 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） エルボ 呼び径５０ ステンレス管継手プレス式３１６ エルボ　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344145 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） ４５°エルボ 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３１６ ４５°エルボ　呼び径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344150 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） ４５°エルボ 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３１６ ４５°エルボ　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344155 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） ４５°エルボ 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３１６ ４５°エルボ　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344160 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） ４５°エルボ 呼び径３０ ステンレス管継手プレス式３１６ ４５°エルボ　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344165 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） ４５°エルボ 呼び径４０ ステンレス管継手プレス式３１６ ４５°エルボ　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344170 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） ４５°エルボ 呼び径５０ ステンレス管継手プレス式３１６ ４５°エルボ　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344175 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） チーズ 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３１６ チーズ　呼び径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344180 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） チーズ 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３１６ チーズ　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344185 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） チーズ 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３１６ チーズ　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344190 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） チーズ 呼び径３０ ステンレス管継手プレス式３１６ チーズ　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344195 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） チーズ 呼び径４０ ステンレス管継手プレス式３１６ チーズ　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344200 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） チーズ 呼び径５０ ステンレス管継手プレス式３１６ チーズ　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344205 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いチーズ 呼び径２０×１３ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いチーズ　呼び径２０×１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344210 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いチーズ 呼び径２５×１３ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いチーズ　呼び径２５×１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344215 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いチーズ 呼び径２５×２０ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いチーズ　呼び径２５×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344220 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いチーズ 呼び径３０×２０ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いチーズ　呼び径３０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344225 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いチーズ 呼び径３０×２５ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いチーズ　呼び径３０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344230 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いチーズ 呼び径４０×２０ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いチーズ　呼び径４０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344235 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いチーズ 呼び径４０×２５ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いチーズ　呼び径４０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344240 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いチーズ 呼び径４０×３０ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いチーズ　呼び径４０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344245 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いチーズ 呼び径５０×２０ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いチーズ　呼び径５０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344250 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いチーズ 呼び径５０×２５ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いチーズ　呼び径５０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344255 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いチーズ 呼び径５０×３０ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いチーズ　呼び径５０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344260 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 径違いチーズ 呼び径５０×４０ ステンレス管継手プレス式３１６ 径違いチーズ　呼び径５０×４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344265 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） おねじ付ソケット 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３１６ おねじ付ソケット　径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344270 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） おねじ付ソケット 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３１６ おねじ付ソケット　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344275 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） おねじ付ソケット 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３１６ おねじ付ソケット　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344280
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） おねじ付ソケット 呼び径３０×２
５

ステンレス管継手プレス式３１６ おねじ付ソケット　径３０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344285 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） おねじ付ソケット 呼び径３０ ステンレス管継手プレス式３１６ おねじ付ソケット　径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344290
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） おねじ付ソケット 呼び径４０×３
０

ステンレス管継手プレス式３１６ おねじ付ソケット　径４０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344295 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） おねじ付ソケット 呼び径４０ ステンレス管継手プレス式３１６ おねじ付ソケット　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344300
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） おねじ付ソケット 呼び径５０×４
０

ステンレス管継手プレス式３１６ おねじ付ソケット　径５０×４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344305 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） おねじ付ソケット 呼び径５０ ステンレス管継手プレス式３１６ おねじ付ソケット　径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344310 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） めねじ付ソケット 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３１６ めねじ付ソケット　径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344315 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） めねじ付ソケット 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３１６ めねじ付ソケット　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344320 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） めねじ付ソケット 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３１６ めねじ付ソケット　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344325
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） めねじ付ソケット 呼び径３０×２
５

ステンレス管継手プレス式３１６ めねじ付ソケット　径３０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344330 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） めねじ付ソケット 呼び径３０ ステンレス管継手プレス式３１６ めねじ付ソケット　径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344335
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） めねじ付ソケット 呼び径４０×３
０

ステンレス管継手プレス式３１６ めねじ付ソケット　径４０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344340 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） めねじ付ソケット 呼び径４０ ステンレス管継手プレス式３１６ めねじ付ソケット　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344345
水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） めねじ付ソケット 呼び径５０×４
０

ステンレス管継手プレス式３１６ めねじ付ソケット　径５０×４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344350 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） めねじ付ソケット 呼び径５０ ステンレス管継手プレス式３１６ めねじ付ソケット　径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344445 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 片受けエルボ 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３１６ 片受けエルボ　呼び径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344450 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 片受けエルボ 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３１６ 片受けエルボ　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344455 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 片受けエルボ 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３１６ 片受けエルボ　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344460 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 片受けエルボ 呼び径３０ ステンレス管継手プレス式３１６ 片受けエルボ　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344465 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 片受けエルボ 呼び径４０ ステンレス管継手プレス式３１６ 片受けエルボ　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344470 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） 片受けエルボ 呼び径５０ ステンレス管継手プレス式３１６ 片受けエルボ　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344475 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） キャップ 呼び径１３ ステンレス管継手プレス式３１６ キャップ　呼び径１３ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344480 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） キャップ 呼び径２０ ステンレス管継手プレス式３１６ キャップ　呼び径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344485 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） キャップ 呼び径２５ ステンレス管継手プレス式３１６ キャップ　呼び径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344490 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） キャップ 呼び径３０ ステンレス管継手プレス式３１６ キャップ　呼び径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344495 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） キャップ 呼び径４０ ステンレス管継手プレス式３１６ キャップ　呼び径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ステンレス鋼鋼管継手　プレス式（ＳＵ
Ｓ３１６）

5013344500 水道用ステンレス鋼鋼管継手（ＪＷＷＡ　Ｇ　１１６） プレス式（ＳＵＳ３１６） キャップ 呼び径５０ ステンレス管継手プレス式３１６ キャップ　呼び径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用サドル付分水栓 1315120002 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ７５×１３ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　７５×１３ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120004 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ７５×２０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　７５×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120006 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ７５×２５ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　７５×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120008 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ７５×３０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　７５×３０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120010 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ７５×４０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　７５×４０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120012 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ７５×５０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　７５×５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120014 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １００×１３ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　１００×１３ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120016 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １００×２０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　１００×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120018 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １００×２５ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　１００×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120020 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １００×３０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　１００×３０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120022 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １００×４０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　１００×４０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120024 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １００×５０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　１００×５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120026 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １５０×１３ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　１５０×１３ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類
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水道用サドル付分水栓 1315120028 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １５０×２０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　１５０×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120030 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １５０×２５ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　１５０×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120032 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １５０×３０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　１５０×３０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120034 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １５０×４０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　１５０×４０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120036 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） １５０×５０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　１５０×５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120038 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２００×１３ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　２００×１３ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120040 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２００×２０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　２００×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120042 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２００×２５ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　２００×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120044 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２００×３０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　２００×３０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120046 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２００×４０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　２００×４０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120048 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２００×５０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　２００×５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120050 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２５０×１３ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　２５０×１３ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120052 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２５０×２０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　２５０×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120054 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２５０×２５ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　２５０×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120056 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２５０×３０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　２５０×３０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120058 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２５０×４０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　２５０×４０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120060 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ２５０×５０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　２５０×５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120062 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３００×１３ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　３００×１３ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類
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水道用サドル付分水栓 1315120064 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３００×２０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　３００×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120066 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３００×２５ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　３００×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120068 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３００×３０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　３００×３０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120070 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３００×４０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　３００×４０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120072 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３００×５０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　３００×５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120074 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３５０×１３ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　３５０×１３ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120076 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３５０×２０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　３５０×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120078 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３５０×２５ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　３５０×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120080 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３５０×３０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　３５０×３０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120082 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３５０×４０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　３５０×４０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315120084 水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール（Ａ形） ３５０×５０ （ＪＷＷＡ　Ｂ　１１７） 水道用サドル付分水栓　Ａ形 ダクタイル鋳鉄管　３５０×５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121002 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ５０×２０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　５０×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121004 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ５０×２５ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　５０×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121006 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ５０×３０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　５０×３０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121008 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ７５×２０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　７５×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121010 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ７５×２５ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　７５×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121012 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ７５×３０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　７５×３０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121014 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ７５×４０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　７５×４０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類
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水道用サドル付分水栓 1315121016 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ７５×５０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　７５×５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121018 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １００×２０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　１００×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121020 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １００×２５ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　１００×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121022 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １００×３０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　１００×３０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121024 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １００×４０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　１００×４０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121026 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １００×５０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　１００×５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121028 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １５０×２０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　１５０×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121030 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １５０×２５ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　１５０×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121032 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １５０×３０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　１５０×３０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121034 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １５０×４０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　１５０×４０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121036 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） １５０×５０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　１５０×５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121038 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ２００×２０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　２００×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121040 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ２００×２５ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　２００×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121042 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ２００×３０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　２００×３０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121044 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ２００×４０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　２００×４０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315121046 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール（Ａ形） ２００×５０ ＰＴＣ　Ｂ　２０　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管用　２００×５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122002 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ５０×２０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ　５０×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122004 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ５０×２５ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ　５０×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類
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水道用サドル付分水栓 1315122006 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ７５×２０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ　７５×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122008 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ７５×２５ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ　７５×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122010 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ７５×３０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ　７５×３０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122012 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ７５×４０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ　７５×４０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122014 水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ７５×５０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格品 水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ　７５×５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122016
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） １００×２０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格
品

水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ１００×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122018
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） １００×２５ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格
品

水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ１００×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122020
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） １００×３０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格
品

水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ１００×３０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122022
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） １００×４０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格
品

水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ１００×４０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122024
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） １００×５０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格
品

水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ１００×５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122026
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） １５０×２０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格
品

水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ１５０×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122028
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） １５０×２５ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格
品

水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ１５０×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122030
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） １５０×３０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格
品

水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ１５０×３０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122032
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） １５０×４０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格
品

水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ１５０×４０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122034
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） １５０×５０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格
品

水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ１５０×５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122036
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ２００×２０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格
品

水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ２００×２０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122038
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ２００×２５ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格
品

水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ２００×２５ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122040
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ２００×３０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格
品

水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ２００×３０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類
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水道用サドル付分水栓 1315122042
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ２００×４０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格
品

水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ２００×４０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

水道用サドル付分水栓 1315122044
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用（ＥＦ） ボール（Ａ形） ２００×５０ ＰＴＣ　Ｋ　１３　規格
品

水道用サドル付分水栓　Ａ形 水道配水ポリ管ＥＦ２００×５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018502
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　水道用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018504
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　水道用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018506
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　水道用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018508
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　水道用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018510
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　水道用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311018512
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　水道用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057551
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径５００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　埋設用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057552
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径６００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　埋設用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057553
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径７００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　埋設用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057554
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径８００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　埋設用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057555
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径９００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　埋設用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057556
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径１，０００
ｍｍ×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　埋設用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017502
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　水道用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017504
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　水道用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017506
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　水道用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017508
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　水道用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017510
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　水道用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311017512
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 ＮＳ形Ｓ種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１３

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　水道用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057501
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径５００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　埋設用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057502
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径６００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　埋設用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057503
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径７００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　埋設用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057504
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径８００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　埋設用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057505
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径９００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　埋設用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311057506
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） ＮＳ形Ｓ種 呼び径１，０００ｍ
ｍ×長６ｍ

ＦＣＤ直管　ＮＳ形Ｓ種　埋設用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016112
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016114
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016116
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016118
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016120
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016122
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形１種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016312
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形３種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016314
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形３種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016316
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形３種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016318
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形３種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016320
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形３種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311016322
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｋ形３種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056189
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径５００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056190
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径６００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056191
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径７００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056192
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径８００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056193
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径９００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056194
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径１，０００ｍ
ｍ×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056363
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径５００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056365
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径６００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056367
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径７００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056369
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径８００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056371
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径９００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056373
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径１，０００ｍ
ｍ×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056162
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056164
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径１００ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056166
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056168
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径２００ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056170
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径２５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056195
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径３００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056196
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径３５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056197
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径４００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056198
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径４５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056199
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径５００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053150
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径６００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053151
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径７００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053152
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径８００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053153
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径９００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053154
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径１，０００ｍ
ｍ×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056372
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056374
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径１００ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056376
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056378
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径２００ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056380
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径２５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056375
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径３００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056377
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径３５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056379
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径４００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056381
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径４５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056383
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径５００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056385
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径６００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056387
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径７００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056389
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径８００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056391
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径９００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056393
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径１，０００ｍ
ｍ×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056172
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056174
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径１００ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056176
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056178
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径２００ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056180
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径２５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053155
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径３００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053156
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径３５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053157
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径４００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053158
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径４５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053159
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径５００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053160
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径６００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053161
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径７００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053162
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径８００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053163
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径９００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053164
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径１，０００ｍ
ｍ×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056382
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056384
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径１００ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056386
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056388
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径２００ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056390
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径２５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056395
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径３００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056397
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径３５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056399
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径４００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053350
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径４５０ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053351
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径５００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053352
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径６００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053353
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径７００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053354
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径８００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053355
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径９００ｍｍ×
長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053356
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径１，０００ｍ
ｍ×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013120
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013122
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013124
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013126
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013128
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013130
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013132
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013134
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013136
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013138
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形１種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形１種　水道用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013202
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形２種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形２種　水道用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013204
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形２種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形２種　水道用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013206
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形２種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形２種　水道用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013208
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形２種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形２種　水道用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013210
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形２種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形２種　水道用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013212
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形２種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形２種　水道用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013214
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形２種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形２種　水道用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013216
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形２種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形２種　水道用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013218
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形２種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形２種　水道用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013220
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形２種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形２種　水道用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013222
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形２種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形２種　水道用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013224
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形２種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形２種　水道用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013306
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013308
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013310
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013312
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013314
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013316
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013318
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013320
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013322
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013324
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形３種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形３種　水道用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013402
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形４種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形４種　水道用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013404
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形４種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形４種　水道用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013406
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形４種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形４種　水道用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013408
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形４種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形４種　水道用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013410
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形４種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形４種　水道用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013412
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形４種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形４種　水道用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013414
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形４種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形４種　水道用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013416
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形４種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形４種　水道用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013418
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｋ形４種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｋ形４種　水道用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013452
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形４．５種・ＤＡ 呼び径６００ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｋ形４．５種ＤＡ農業 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013454
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形４．５種・ＤＡ 呼び径７００ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｋ形４．５種ＤＡ農業 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013456
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形４．５種・ＤＡ 呼び径８００ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｋ形４．５種ＤＡ農業 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013458
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形４．５種・ＤＡ 呼び径９００ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｋ形４．５種ＤＡ農業 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013460
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，０００ｍ
ｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｋ形４．５種ＤＡ農業 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013462
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，１００ｍ
ｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｋ形４．５種ＤＡ農業 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013464
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，２００ｍ
ｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｋ形４．５種ＤＡ農業 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013466
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，３５０ｍ
ｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｋ形４．５種ＤＡ農業 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013468
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，５００ｍ
ｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｋ形４．５種ＤＡ農業 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013502
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径３００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形５種ＤＢ　農業 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013504
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径３５０ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形５種ＤＢ　農業 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013506
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径４００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形５種ＤＢ　農業 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013508
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径４５０ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形５種ＤＢ　農業 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013510
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径５００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形５種ＤＢ　農業 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013512
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径６００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形５種ＤＢ　農業 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013514
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径７００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形５種ＤＢ　農業 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013516
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径８００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形５種ＤＢ　農業 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013518
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径９００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形５種ＤＢ　農業 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013520
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径１，０００ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形５種ＤＢ　農業 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013522
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径１，１００ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形５種ＤＢ　農業 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013524
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径１，２００ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形５種ＤＢ　農業 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013526
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径１，３５０ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形５種ＤＢ　農業 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013528
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形５種・ＤＢ 呼び径１，５００ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形５種ＤＢ　農業 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013702
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形ＤＤ種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ Ｊ
ＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形ＤＤ種　農業 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013704
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形ＤＤ種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ Ｊ
ＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形ＤＤ種　農業 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013706
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形ＤＤ種 呼び径１，０００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形ＤＤ種　農業 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013708
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形ＤＤ種 呼び径１，１００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形ＤＤ種　農業 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013710
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形ＤＤ種 呼び径１，２００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形ＤＤ種　農業 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013712
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形ＤＤ種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形ＤＤ種　農業 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311013714
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｋ形ＤＤ種 呼び径１，５００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｋ形ＤＤ種　農業 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053100
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径５００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053101
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径６００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053102
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径７００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053103
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径８００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053104
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径９００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053105
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径１，０００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053106
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径１，１００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053107
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径１，２００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053108
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径１，３５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053109
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形１種 呼び径１，５００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道埋設用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056202
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形２種 呼び径４００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道埋設用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056204
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形２種 呼び径４５０ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道埋設用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056206
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形２種 呼び径５００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道埋設用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056208
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形２種 呼び径６００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道埋設用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056210
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形２種 呼び径７００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道埋設用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056212
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形２種 呼び径８００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道埋設用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056214
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形２種 呼び径９００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道埋設用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056216
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形２種 呼び径１，０００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道埋設用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056218
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形２種 呼び径１，１００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道埋設用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056220
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形２種 呼び径１，２００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道埋設用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056222
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形２種 呼び径１，３５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道埋設用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056224
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形２種 呼び径１，５００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道埋設用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056310
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径５００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056311
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径６００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056312
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径７００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056313
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径８００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056314
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径９００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056315
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径１，０００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056316
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径１，１００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056317
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径１，２００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056318
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径１，３５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056319
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形３種 呼び径１，５００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道埋設用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056402
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形４種 呼び径６００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道埋設用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056404
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形４種 呼び径７００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道埋設用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056406
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形４種 呼び径８００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道埋設用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056408
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形４種 呼び径９００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道埋設用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056410
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形４種 呼び径１，０００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道埋設用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056412
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形４種 呼び径１，１００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道埋設用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056414
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形４種 呼び径１，２００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道埋設用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056416
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形４種 呼び径１，３５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道埋設用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056418
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｋ形４種 呼び径１，５００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道埋設用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056116
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４
ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056118
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径１００ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056120
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056122
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径２００ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056124
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056126
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径３００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056128
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053110
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径４００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053112
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053113
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径５００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053114
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径６００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053115
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径７００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053116
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径８００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053117
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径９００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053118
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径１，０００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053119
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径１，１００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053120
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径１，２００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053121
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径１，３５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053122
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形１種 呼び径１，５００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道露出用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056226
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形２種 呼び径４００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道露出用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056228
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形２種 呼び径４５０ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道露出用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056230
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形２種 呼び径５００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道露出用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056232
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形２種 呼び径６００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道露出用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056234
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形２種 呼び径７００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道露出用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056236
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形２種 呼び径８００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道露出用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056238
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形２種 呼び径９００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道露出用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056240
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形２種 呼び径１，０００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道露出用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056242
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形２種 呼び径１，１００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道露出用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056244
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形２種 呼び径１，２００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道露出用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056246
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形２種 呼び径１，３５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道露出用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056248
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形２種 呼び径１，５００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道露出用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056320
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４
ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056321
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径１００ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056322
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056323
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径２００ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056324
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056325
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径３００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056326
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径３５０ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056327
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径４００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056328
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径４５０ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056329
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径５００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056330
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径６００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056331
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径７００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056332
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径８００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056333
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径９００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056334
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径１，０００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056335
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径１，１００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056336
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径１，２００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056337
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径１，３５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056338
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形３種 呼び径１，５００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道露出用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056420
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形４種 呼び径６００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道露出用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056422
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形４種 呼び径７００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道露出用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056424
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形４種 呼び径８００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道露出用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056426
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形４種 呼び径９００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道露出用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056428
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形４種 呼び径１，０００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道露出用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056430
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形４種 呼び径１，１００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道露出用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056432
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形４種 呼び径１，２００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道露出用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056434
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形４種 呼び径１，３５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道露出用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056436
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｋ形４種 呼び径１，５００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道露出用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056130
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４
ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056132
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径１００ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056134
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056136
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径２００ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056138
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056140
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径３００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056142
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053123
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径４００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053124
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053125
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径５００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053126
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径６００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053127
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径７００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053128
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径８００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053129
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径９００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053130
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径１，０００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053131
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径１，１００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053132
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径１，２００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053133
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径１，３５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311053134
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形１種 呼び径１，５００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形１種下水道水中用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056250
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形２種 呼び径４００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道水中用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056252
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形２種 呼び径４５０ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道水中用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056254
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形２種 呼び径５００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道水中用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056256
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形２種 呼び径６００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道水中用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056258
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形２種 呼び径７００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道水中用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056260
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形２種 呼び径８００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道水中用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056262
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形２種 呼び径９００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道水中用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056264
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形２種 呼び径１，０００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道水中用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056266
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形２種 呼び径１，１００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道水中用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056268
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形２種 呼び径１，２００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道水中用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056270
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形２種 呼び径１，３５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道水中用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056272
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形２種 呼び径１，５００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形２種下水道水中用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056339
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４
ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056340
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径１００ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056341
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056342
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径２００ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056343
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056344
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径３００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056345
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径３５０ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056346
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径４００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056347
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径４５０ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056348
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径５００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056349
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径６００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056350
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径７００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056351
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径８００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056352
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径９００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056353
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径１，０００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056354
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径１，１００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056355
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径１，２００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056356
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径１，３５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056357
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形３種 呼び径１，５００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形３種下水道水中用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056438
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形４種 呼び径６００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道水中用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056440
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形４種 呼び径７００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道水中用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056442
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形４種 呼び径８００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道水中用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056444
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形４種 呼び径９００ｍｍ×長
６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道水中用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056446
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形４種 呼び径１，０００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道水中用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056448
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形４種 呼び径１，１００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道水中用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056450
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形４種 呼び径１，２００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道水中用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056452
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形４種 呼び径１，３５０ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道水中用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311056454
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｋ形４種 呼び径１，５００ｍｍ
×長６ｍ

ＦＣＤ直管Ｋ形４種下水道水中用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311014102
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311014104
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311014106
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311014108
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311014110
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311014302
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311014304
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311014306
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311014308
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311014310
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 Ｔ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054152
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054154
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径１００ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054156
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054158
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径２００ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054160
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径２５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054352
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054354
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径１００ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054356
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054358
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径２００ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054360
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径２５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054162
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054164
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径１００ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054166
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054168
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径２００ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054170
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径２５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054362
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054364
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径１００ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054366
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054368
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径２００ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054370
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径２５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054172
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054174
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径１００ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054176
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054178
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径２００ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054180
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径２５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054372
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径７５ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054374
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径１００ｍｍ×
長４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054376
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径１５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

3396 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054378
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径２００ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054380
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径２５０ｍｍ×
長５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面エポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011102
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ　Ｇ
５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011104
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011106
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011108
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011110
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011112
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011114
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011116
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011118
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011120
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011122
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011124
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011126
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011128
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011130
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011132
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011134
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011136
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011138
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形１種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形１種　水道用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011202
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形２種　水道用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011204
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形２種　水道用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011206
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形２種　水道用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011208
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形２種　水道用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011210
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形２種　水道用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011212
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形２種　水道用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011214
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形２種　水道用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011216
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形２種　水道用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011218
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形２種　水道用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011220
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形２種　水道用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011222
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形２種　水道用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011224
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形２種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形２種　水道用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011302
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ　Ｇ
５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011304
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径１００ｍｍ×長４ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011306
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011308
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径２００ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011310
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長５ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011312
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径３００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011314
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011316
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径４００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011318
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径４５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011320
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011322
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011324
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011326
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011328
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011330
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011332
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011334
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011336
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011338
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形３種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形３種　水道用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011402
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径６００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形４種　水道用 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011404
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径７００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形４種　水道用 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011406
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形４種　水道用 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011408
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ ＪＩＳ
Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形４種　水道用 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011410
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径１，０００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形４種　水道用 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011412
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径１，１００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形４種　水道用 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011414
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径１，２００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形４種　水道用 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011416
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形４種　水道用 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011418
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 水道用 Ｔ形４種 呼び径１，５００ｍｍ×長６ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２６

ＦＣＤ直管　Ｔ形４種　水道用 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011452
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径６００ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011454
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径７００ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011456
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径８００ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011458
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径９００ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011460
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，０００ｍ
ｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011462
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，１００ｍ
ｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011464
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，２００ｍ
ｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011466
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，３５０ｍ
ｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011468
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形４．５種・ＤＡ 呼び径１，５００ｍ
ｍ×長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管Ｔ形４．５種ＤＡ農業 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011502
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径３００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形５種ＤＢ　農業 径３００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011504
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径３５０ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形５種ＤＢ　農業 径３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011506
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径４００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形５種ＤＢ　農業 径４００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011508
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径４５０ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形５種ＤＢ　農業 径４５０ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011510
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径５００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形５種ＤＢ　農業 径５００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011512
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径６００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形５種ＤＢ　農業 径６００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011514
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径７００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形５種ＤＢ　農業 径７００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011516
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径８００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形５種ＤＢ　農業 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011518
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径９００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形５種ＤＢ　農業 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011520
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径１，０００ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形５種ＤＢ　農業 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011522
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径１，１００ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形５種ＤＢ　農業 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011254
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径１，２００ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形５種ＤＢ　農業 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011526
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径１，３５０ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形５種ＤＢ　農業 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011528
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形５種・ＤＢ 呼び径１，５００ｍｍ×
長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形５種ＤＢ　農業 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011702
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形ＤＤ種 呼び径８００ｍｍ×長６ｍ Ｊ
ＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形ＤＤ種　農業 径８００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011704
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形ＤＤ種 呼び径９００ｍｍ×長６ｍ Ｊ
ＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形ＤＤ種　農業 径９００ｍｍ×Ｌ６ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011706
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形ＤＤ種 呼び径１，０００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形ＤＤ種　農業 径１０００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011708
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形ＤＤ種 呼び径１，１００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形ＤＤ種　農業 径１１００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011710
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形ＤＤ種 呼び径１，２００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形ＤＤ種　農業 径１２００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011712
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形ＤＤ種 呼び径１，３５０ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形ＤＤ種　農業 径１３５０ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311011714
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 農業用水用 Ｔ形ＤＤ種 呼び径１，５００ｍｍ×長６
ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０２７

ＦＣＤ直管　Ｔ形ＤＤ種　農業 径１５００ｍｍ×Ｌ６ｍ内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054102
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４
ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054104
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径１００ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054106
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054108
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径２００ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054110
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道埋設用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054302
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４
ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054304
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径１００ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054306
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054308
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径２００ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054310
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（埋設用） Ｔ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道埋設用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054112
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４
ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054114
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径１００ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054116
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054118
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径２００ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054120
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道露出用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054312
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４
ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054314
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径１００ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054316
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054318
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径２００ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054320
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（露出用） Ｔ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道露出用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054122
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径７５ｍｍ×長４
ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054124
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径１００ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054126
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径１５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054128
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径２００ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054130
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形１種 呼び径２５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形１種下水道水中用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054322
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径７５ｍｍ×長４
ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用 径７５ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054324
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径１００ｍｍ×長
４ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用 径１００ｍｍ×Ｌ４ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054326
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径１５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用 径１５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054328
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径２００ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用 径２００ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311054330
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面モルタルライニング 下水道用（水中用） Ｔ形３種 呼び径２５０ｍｍ×長
５ｍ

ＦＣＤ直管Ｔ形３種下水道水中用 径２５０ｍｍ×Ｌ５ｍ　内面モル 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012750
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径３００ｍｍ×長
６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５３

ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水 ３００ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012752
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径３５０ｍｍ×長
６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５３

ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水 ３５０ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012754
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径４００ｍｍ×長
６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５３

ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水 ４００ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012756
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径４５０ｍｍ×長
６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５３

ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水 ４５０ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012758
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径５００ｍｍ×長
６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５３

ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水 ５００ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

3403 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012760
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径６００ｍｍ×長
６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５３

ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水 ６００ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012762
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径７００ｍｍ×長
６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５３

ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水 ７００ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012764
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径８００ｍｍ×長
６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５３

ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水 ８００ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012768
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径９００ｍｍ×長
６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５３

ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水 ９００ｍｍ×６ｍ内面シリカエポ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012770
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径１，０００ｍｍ
×長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５３

ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水 １０００ｍｍ×６ｍ内面シリカエ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012772
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径１，１００ｍｍ
×長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５３

ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水 １１００ｍｍ×６ｍ内面シリカエ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012774
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径１，２００ｍｍ
×長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５３

ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水 １２００ｍｍ×６ｍ内面シリカエ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012776
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径１，３５０ｍｍ
×長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５３

ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水 １３５０ｍｍ×６ｍ内面シリカエ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 1311012778
一般管路用ダクタイル鋳鉄管（直管） 内面シリカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ＡＬＷ形２種 呼び径１，５００ｍｍ
×長６ｍ ＪＤＰＡ　Ｇ　１０５３

ＦＣＤ直管ＡＬＷ形２種農業用水 １５００ｍｍ×６ｍ内面シリカエ 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043382
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ （１０Ｋ）
ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043384
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ （１０Ｋ）
ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 １００×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043386
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ （１０Ｋ）
ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043388
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ （１０Ｋ）
ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ２００×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043390
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ （１０Ｋ）
ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ２５０×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043392
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径３００×７５ｍｍ （１０Ｋ）
ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ３００×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043394
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径３００×１００ｍｍ （１０
Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ３００×１００ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043396
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径４００×７５ｍｍ （１０Ｋ）
ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ４００×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043398
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径４００×１００ｍｍ （１０
Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ４００×１００ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043400
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ （１６Ｋ）
ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043402
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ （１６Ｋ）
ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 １００×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043404
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ （１６Ｋ）
ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043406
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ （１６Ｋ）
ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ２００×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043408
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ （１６Ｋ）
ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ２５０×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043410
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径３００×７５ｍｍ （１６Ｋ）
ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ３００×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043412
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径３００×１００ｍｍ （１６
Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ３００×１００ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043414
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径４００×７５ｍｍ （１６Ｋ）
ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ４００×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043416
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 呼び径４００×１００ｍｍ （１６
Ｋ） ＪＷＷＡ　Ｇ　１２１

ＦＣＤ異形管ＧＸ形　Ｆ付Ｔ字管 ４００×１００ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043418
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ
（１０Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043420
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ
（１０Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管 １００×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043422
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ
（１０Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043424
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ
（１０Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管 ２００×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043426
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ
（１０Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管 ２５０×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043428
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ
（１６Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043430
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ
（１６Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管 １００×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043432
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ
（１６Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043434
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ
（１６Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管 ２００×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043436
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ
（１６Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ浅層Ｆ付Ｔ字管 ２５０×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043438
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ （１０
Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043440
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ （１
０Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 １００×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043442
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ （１
０Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043444
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ （１
０Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 ２００×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043446
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ （１
０Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 ２５０×７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043448
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径７５×７５ｍｍ （１６
Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043450
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１００×７５ｍｍ （１
６Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 １００×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043452
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１５０×７５ｍｍ （１
６Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043454
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２００×７５ｍｍ （１
６Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 ２００×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043456
ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 渦巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２５０×７５ｍｍ （１
６Ｋ） メーカー規格

ＦＣＤ異形管ＧＸ渦巻Ｆ付Ｔ字管 ２５０×７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043458 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径７５ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 ７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043460 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１００ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 １００ｍｍ　７．５Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043462 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１５０ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 １５０ｍｍ　７．５Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043464 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２００ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 ２００ｍｍ　７．５Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043466 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２５０ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 ２５０ｍｍ　７．５Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043468 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径３００ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 ３００ｍｍ　７．５Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043594 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径３５０ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 ３５０ｍｍ　７．５Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043470 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径４００ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 ４００ｍｍ　７．５Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043472 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径７５ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 ７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043474 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１００ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 １００ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043476 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１５０ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 １５０ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043478 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２００ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 ２００ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043480 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２５０ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 ２５０ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043482 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径３００ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 ３００ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043484 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径４００ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 ４００ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043486 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径７５ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 ７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043488 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１００ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 １００ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043490 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１５０ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 １５０ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043492 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２００ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 ２００ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043494 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２５０ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 ２５０ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043496 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径３００ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 ３００ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043498 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径４００ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管１号 ４００ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043500 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径７５ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 ７５ｍｍ　７．５Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043502 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１００ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 １００ｍｍ　７．５Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043504 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１５０ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 １５０ｍｍ　７．５Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043506 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２００ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 ２００ｍｍ　７．５Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043508 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２５０ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 ２５０ｍｍ　７．５Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043510 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径３００ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 ３００ｍｍ　７．５Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043596 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径３５０ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 ３５０ｍｍ　７．５Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043512 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径４００ｍｍ （７．５Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 ４００ｍｍ　７．５Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043514 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径７５ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 ７５ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043516 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１００ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 １００ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043518 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１５０ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 １５０ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043520 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２００ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 ２００ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043522 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２５０ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 ２５０ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043524 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径３００ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 ３００ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043526 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径４００ｍｍ （１０Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 ４００ｍｍ　１０Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043528 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径７５ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 ７５ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043530 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１００ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 １００ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043532 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１５０ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 １５０ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043534 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２００ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 ２００ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043536 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２５０ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 ２５０ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043538 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径３００ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 ３００ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

3408 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311043540 ダクタイル鋳鉄異形管（ＧＸ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径４００ｍｍ （１６Ｋ） メーカー規格 ＦＣＤ異形管ＧＸ形　短管２号 ４００ｍｍ　１６Ｋ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキ
シ樹脂粉体塗装

1311043542
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｓ５０形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径５０×５０ｍｍ
メーカー規格

ＦＣＤ異形管Ｓ５０形Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　５０×５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046720
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径５００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ５００×４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046722
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径６００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ６００×４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046770
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径７００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ７００×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046772
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径８００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ８００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046774
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径９００ ×７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　三受十字管 ９００×７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046870
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径５００ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ５００×３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046920
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径５００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ５００×４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046969
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径５００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ５００×４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046970
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径５００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ５００×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046922
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径６００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ６００×４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046971
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径６００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ６００×４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046972
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径６００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ６００×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046973
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径６００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ６００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046974
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ７００×４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046975
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ７００×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046976
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ７００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046977
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７００ ×７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ７００×７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046978
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径８００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ８００×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046979
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径８００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ８００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046980
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径８００ ×７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ８００×７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046981
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径８００ ×８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ８００×８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046982
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径９００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ９００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046983
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径９００ ×７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ９００×７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046984
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径９００ ×８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ９００×８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046985
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径９００ ×９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 ９００×９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046986
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，０００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 １０００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046987
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，０００ ×８００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 １０００×８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046988
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，０００ ×１，０００ｍｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　二受Ｔ字管 １０００×１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047020
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ５００×２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047070
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ５００×３００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047120
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ５００×３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047169
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ５００×４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047170
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ５００×４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047072
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ６００×３００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047122
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ６００×３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047171
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ６００×４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047172
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ６００×４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047173
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ６００×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047174
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径７００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ７００×４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047175
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径７００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ７００×４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047176
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径７００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ７００×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047177
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径７００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ７００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047178
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径８００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ８００×４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047179
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径８００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ８００×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047180
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径８００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ８００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047181
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径８００ ×７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ８００×７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047182
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径９００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ９００×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047183
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径９００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ９００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047184
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径９００ ×７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ９００×７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047185
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径９００ ×８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 ９００×８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047186
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，０００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 １０００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047187
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，０００ ×７００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 １０００×７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047188
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，０００ ×８００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 １０００×８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047189
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，０００ ×９００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形受挿し片落管 １０００×９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047220
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ５００×２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047270
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ５００×３００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047320
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ５００×３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047369
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ５００×４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047370
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ５００×４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047272
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ６００×３００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047322
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ６００×３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047371
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ６００×４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047372
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ６００×４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047373
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ６００×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047374
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径７００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ７００×４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047375
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径７００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ７００×４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047376
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径７００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ７００×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047377
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径７００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ７００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047378
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径８００ ×４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ８００×４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047379
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径８００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ８００×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047380
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径８００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ８００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047381
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径８００ ×７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ８００×７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047382
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径９００ ×５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ９００×５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047383
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径９００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ９００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047384
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径９００ ×７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ９００×７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047385
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径９００ ×８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 ９００×８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047386
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，０００ ×６００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 １０００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047387
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，０００ ×７００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 １０００×７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047388
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，０００ ×８００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 １０００×８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047389
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，０００ ×９００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し受片落管 １０００×９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045937 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ９０度　５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045938 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ９０度　６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045939 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ９０度　７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045940 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ９０度　８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045941 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ９０度　９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045942
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ９０度　１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045987 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ４５度　５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045988 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ４５度　６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045989 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ４５度　７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045990 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ４５度　８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045991 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ４５度　９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311045992
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ４５度　１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046037
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ２２　１／２度　５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046038
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ２２　１／２度　６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046039
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ２２　１／２度　７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046040
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ２２　１／２度　８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046041
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ２２　１／２度　９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046042
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ２２　１／２度　１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046087
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 １１　１／４度　５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046088
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 １１　１／４度　６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046089
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 １１　１／４度　７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046090
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 １１　１／４度　８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046091
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 １１　１／４度　９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046092
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 １１　１／４度　１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046137
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ５　５／８度　５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046138
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ５　５／８度　６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

3414 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046139
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ５　５／８度　７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046140
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ５　５／８度　８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046141
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ５　５／８度　９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046142
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　曲管 ５　５／８度　１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047669 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ４５度　７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047670
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ４５度　１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047671
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ４５度　１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047672
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ４５度　２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047673
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ４５度　２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047674
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ４５度　３００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047675
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ４５度　３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047676
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ４５度　４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047677
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ４５度　４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047678
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ４５度　５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047679
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ４５度　６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047680
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ４５度　７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047681
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ４５度　８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047682
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１
４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ４５度　９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047683
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ４５° 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ４５度　１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047684
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ２２　１／２度　７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047685
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ２２　１／２度　１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047686
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ２２　１／２度　１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047687
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ２２　１／２度　２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047688
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ２２　１／２度　２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047689
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ２２　１／２度　３００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047690
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ２２　１／２度　３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047691
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ２２　１／２度　４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047692
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ２２　１／２度　４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047693
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ２２　１／２度　５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047694
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ２２　１／２度　６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047695
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ２２　１／２度　７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047696
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ２２　１／２度　８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047697
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ２２　１／２度　９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047698
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 ２２　１／２° 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　両受曲管 ２２　１／２度　１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047699
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （７．５Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ×１
００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ ７．５Ｋ　４００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047700
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （７．５Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ×１
００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ ７．５Ｋ　４５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047701
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （７．５Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ×１
００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ ７．５Ｋ　５００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047702
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （７．５Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ×１
００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ ７．５Ｋ　６００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047703
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （７．５Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ×１
５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ ７．５Ｋ　７００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047704
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （７．５Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ×１
５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ ７．５Ｋ　８００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047705
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （７．５Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ×２
００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ ７．５Ｋ　９００×２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047706
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （７．５Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ
×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ ７．５Ｋ　１０００×２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047707
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （７．５Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ×１
００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ ７．５Ｋ　４００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047708
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （７．５Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ×１
００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ ７．５Ｋ　４５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047709
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （７．５Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ×１
００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ ７．５Ｋ　５００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047710
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （７．５Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ×１
００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ ７．５Ｋ　６００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047711
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （７．５Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ×１
５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ ７．５Ｋ　７００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047712
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （７．５Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ×１
５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ ７．５Ｋ　８００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047713
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （７．５Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ×２
００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ ７．５Ｋ　９００×２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047714
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （７．５Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ
×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ ７．５Ｋ　１０００×２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047715
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１０Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ １０Ｋ　４００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047716
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１０Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ １０Ｋ　４５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047717
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１０Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ １０Ｋ　５００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047718
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１０Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ １０Ｋ　６００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047719
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１０Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ×１５
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ １０Ｋ　７００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047720
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１０Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ×１５
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ １０Ｋ　８００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047721
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１０Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ×２０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ １０Ｋ　９００×２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047722
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１０Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ×
２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ １０Ｋ　１０００×２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047723
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１０Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ １０Ｋ　４００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047724
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１０Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ １０Ｋ　４５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047725
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１０Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ １０Ｋ　５００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047726
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１０Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ １０Ｋ　６００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047727
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１０Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ×１５
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ １０Ｋ　７００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047728
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１０Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ×１５
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ １０Ｋ　８００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047729
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１０Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ×２０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ １０Ｋ　９００×２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047730
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１０Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ×
２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ １０Ｋ　１０００×２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047731
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１６Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ １６Ｋ　４００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047732
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１６Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ １６Ｋ　４５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047733
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１６Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ １６Ｋ　５００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047734
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１６Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ １６Ｋ　６００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047735
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１６Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ×１５
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ １６Ｋ　７００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047736
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１６Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ×１５
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ １６Ｋ　８００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

3418 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047737
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１６Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ×２０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ １６Ｋ　９００×２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047738
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ１号 （１６Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ×
２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ１ １６Ｋ　１０００×２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047739
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１６Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ １６Ｋ　４００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047740
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１６Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ １６Ｋ　４５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047741
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１６Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ １６Ｋ　５００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047742
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１６Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ １６Ｋ　６００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047743
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１６Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ×１５
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ １６Ｋ　７００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047744
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１６Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ×１５
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ １６Ｋ　８００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047745
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１６Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ×２０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ １６Ｋ　９００×２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047746
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管Ａ２号 （１６Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ×
２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ仕切弁副管Ａ２ １６Ｋ　１０００×２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046187
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径５００ ×７５
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　５００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046237
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径５００ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　５００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046188
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径６００ ×７５
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　６００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046238
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径６００ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　６００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046189
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径７００ ×７５
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　７００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046239
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径７００ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　７００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046190
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径８００ ×７５
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　８００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046240
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径８００ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　８００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046241
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径８００ ×６０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　８００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046242
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径９００ ×１０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　９００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046243
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径９００ ×６０
０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　９００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046244
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径１，０００ ×
１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　１０００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046245
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （７．５Ｋ） 呼び径１，０００ ×
６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 ７．５Ｋ　１０００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047747
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径７５ ×７５ｍｍ
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　７５×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047748
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径１００ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　１００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047749
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径１５０ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　１５０×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047750
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径１５０ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　１５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047751
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径２００ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　２００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047752
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径２００ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　２００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047753
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径２５０ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　２５０×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047754
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径２５０ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　２５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047755
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径３００ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　３００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047756
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径３００ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　３００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047757
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径３５０ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　３５０×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047758
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径３５０ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　３５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047759
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径４００ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　４００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047760
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径４００ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　４００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047761
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径４５０ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　４５０×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047762
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径４５０ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　４５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047763
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径５００ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　５００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047764
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径５００ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　５００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047765
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径６００ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　６００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047766
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径６００ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　６００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047767
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径７００ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　７００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047768
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径７００ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　７００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047769
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径８００ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　８００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047770
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径８００ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　８００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047771
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径８００ ×６００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　８００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047772
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径９００ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　９００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047773
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径９００ ×６００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　９００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047774
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径１，０００ ×１
５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　１０００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047775
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１０Ｋ） 呼び径１，０００ ×６
００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １０Ｋ　１０００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047776
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径７５ ×７５ｍｍ
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　７５×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047777
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径１００ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　１００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047778
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径１５０ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　１５０×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047779
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径１５０ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　１５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047780
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径２００ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　２００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047781
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径２００ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　２００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047782
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径２５０ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　２５０×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047783
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径２５０ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　２５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047784
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径３００ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　３００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047785
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径３００ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　３００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047786
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径３５０ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　３５０×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047787
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径３５０ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　３５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047788
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径４００ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　４００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047789
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径４００ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　４００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047790
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径４５０ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　４５０×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047791
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径４５０ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　４５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047792
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径５００ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　５００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047793
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径５００ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　５００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047794
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径６００ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　６００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047795
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径６００ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　６００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047796
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径７００ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　７００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047797
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径７００ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　７００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047798
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径８００ ×７５ｍ
ｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　８００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047799
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径８００ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　８００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047800
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径８００ ×６００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　８００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047801
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径９００ ×１００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　９００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047802
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径９００ ×６００
ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　９００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047803
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径１，０００ ×１
５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　１０００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047804
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 （１６Ｋ） 呼び径１，０００ ×６
００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　Ｆ付Ｔ字管 １６Ｋ　１０００×６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047805
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径７５ ×７５ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管 ７５×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047806
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１００ ×７５ｍｍ
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管 １００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047807
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１５０ ×７５ｍｍ
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管 １５０×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047808
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管 １５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047809
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２００ ×７５ｍｍ
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管 ２００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047810
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２００ ×１００ｍｍ
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管 ２００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047811
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２５０ ×７５ｍｍ
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管 ２５０×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047812
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管 ２５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047813
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径３００ ×７５ｍｍ
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管 ３００×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047814
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径３００ ×１００ｍｍ
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管 ３００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047815
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径３５０ ×７５ｍｍ
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管 ３５０×７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047816
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 うず巻式フランジ付きＴ字管 呼び径３５０ ×１００ｍｍ
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳうず巻ＦＴ字管 ３５０×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047469
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径５００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　排水Ｔ字管 ５００×２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047470
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径６００ ×２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　排水Ｔ字管 ６００×２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047471
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径７００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　排水Ｔ字管 ７００×３００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047472
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径８００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　排水Ｔ字管 ８００×３００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047473
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径９００ ×３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　排水Ｔ字管 ９００×３００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047474
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径１，０００ ×４００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　排水Ｔ字管 １０００×４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046387 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　継ぎ輪 ５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046388 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　継ぎ輪 ６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046389 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　継ぎ輪 ７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046390 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　継ぎ輪 ８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046391 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　継ぎ輪 ９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046392 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　継ぎ輪 １０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046437
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 ５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046438
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 ６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046439
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 ７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046440
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 ８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046441
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 ９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046442
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046487
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 ５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046488
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 ６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046489
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 ７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046490
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 ８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046491
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 ９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046492
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047817
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １０Ｋ　７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047818
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １０Ｋ　１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047819
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １０Ｋ　１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047820
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １０Ｋ　２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047821
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １０Ｋ　２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047822
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １０Ｋ　３００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047823
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １０Ｋ　３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047824
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １０Ｋ　４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047825
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １０Ｋ　４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047826
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １０Ｋ　５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047827
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １０Ｋ　６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047828
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １０Ｋ　７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047829
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １０Ｋ　８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047830
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １０Ｋ　９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047831
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１０Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １０Ｋ　１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047832
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １０Ｋ　７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047833
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １０Ｋ　１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047834
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １０Ｋ　１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047835
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １０Ｋ　２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047836
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １０Ｋ　２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047837
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １０Ｋ　３００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047838
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １０Ｋ　３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047839
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １０Ｋ　４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047840
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １０Ｋ　４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047841
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １０Ｋ　５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047842
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １０Ｋ　６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047843
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １０Ｋ　７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047844
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １０Ｋ　８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047845
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １０Ｋ　９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047846
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１０Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １０Ｋ　１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047847
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １６Ｋ　７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047848
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １６Ｋ　１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047849
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １６Ｋ　１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047850
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １６Ｋ　２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047851
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １６Ｋ　２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047852
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １６Ｋ　３００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047853
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １６Ｋ　３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047854
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １６Ｋ　４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047855
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １６Ｋ　４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047856
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １６Ｋ　５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047857
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １６Ｋ　６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047858
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １６Ｋ　７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047859
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １６Ｋ　８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047860
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １６Ｋ　９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047861
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （１６Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管１号 １６Ｋ　１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047862
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１
１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １６Ｋ　７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047863
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １６Ｋ　１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047864
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １６Ｋ　１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047865
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １６Ｋ　２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047866
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １６Ｋ　２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047867
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １６Ｋ　３００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047868
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １６Ｋ　３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047869
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １６Ｋ　４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047870
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １６Ｋ　４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047871
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １６Ｋ　５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047872
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １６Ｋ　６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047873
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １６Ｋ　７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047874
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １６Ｋ　８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047875
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ
１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １６Ｋ　９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047876
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （１６Ｋ） 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形　短管２号 １６Ｋ　１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047552 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　栓 ５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047554 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　栓 ６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047556 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　栓 ７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047558 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　栓 ８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047560 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　栓 ９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311047562 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　栓 １０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046537 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　ライナ ５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046538 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　ライナ ６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046539 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　ライナ ７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046540 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　ライナ ８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046541 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　ライナ ９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046542 ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ ＦＣＤ異形管ＮＳ形　ライナ １０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046587
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング リベットタイプ 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング リベットタイプ　５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046588
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング リベットタイプ 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング リベットタイプ　６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046589
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング リベットタイプ 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング リベットタイプ　７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046590
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング リベットタイプ 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング リベットタイプ　８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046591
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング リベットタイプ 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング リベットタイプ　９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ
樹脂粉体塗装

1311046592
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し口リング リベットタイプ 呼び径１，０００ｍｍ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管ＮＳ形挿し口リング リベットタイプ　１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311017658
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径７５ｍｍ メーカー
規格

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 短管１号７．５Ｋ　７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311017660
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径１００ｍｍ メー
カー規格

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 短管１号７．５Ｋ　１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311017662
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 （７．５Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ メー
カー規格

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 短管１号７．５Ｋ　１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311017664
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径７５ｍｍ メーカー
規格

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 短管２号７．５Ｋ　７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311017666
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径１００ｍｍ メー
カー規格

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 短管２号７．５Ｋ　１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エ
ポキシ樹脂粉体塗装

1311017668
ダクタイル鋳鉄異形管（ＮＳ形Ｅ種管）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 （７．５Ｋ） 呼び径１５０ｍｍ メー
カー規格

ＦＣＤ異形管ＮＳ形Ｅ種管 短管２号７．５Ｋ　１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074622
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 下
水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類下水道 露出用　径７５～２５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074624
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０ｍｍ
下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類下水道 露出用　径３００～４５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074626
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００ｍｍ
下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類下水道 露出用　径５００～８００ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074628
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～１，５００
ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類下水道 露出用　径９００～１５００ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074630
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 下
水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類下水道 水中用　径７５～２５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074632
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４５０ｍｍ
下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類下水道 水中用　径３００～４５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074634
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８００ｍｍ
下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類下水道 水中用　径５００～８００ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074636
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～１，５００
ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　１類下水道 水中用　径９００～１５００ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074646
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２
５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類下水道 露出用　径７５～２５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074648
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～
４５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類下水道 露出用　径３００～４５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074650
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～
８００ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類下水道 露出用　径５００～８００ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074652
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～
１，５００ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類下水道 露出用　径９００～１５００ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074654
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２
５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類下水道 水中用　径７５～２５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074656
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～
４５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類下水道 水中用　径３００～４５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074658
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～
８００ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類下水道 水中用　径５００～８００ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311074660
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～
１，５００ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形２類下水道 水中用　径９００～１５００ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311075304
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２
５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道 露出用　径７５～２５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311075306
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～
４５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道 露出用　径３００～４５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311075308
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～
８００ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道 露出用　径５００～８００ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311075312
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～
１，５００ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道 露出用　径９００～１５００ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311076304
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２
５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道 水中用　径７５～２５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311076306
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～
４５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道 水中用　径３００～４５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311076308
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～
８００ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道 水中用　径５００～８００ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311076312
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅲ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径９００ ～
１，５００ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形３類下水道 水中用　径９００～１５００ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311075402
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～１０
０ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｆ形　Ｆ長管下水道 露出用　径７５～１００ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311075404
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径１５０ ～２
５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｆ形　Ｆ長管下水道 露出用　径１５０～２５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311075406
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４
５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｆ形　Ｆ長管下水道 露出用　径３００～４５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311075408
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８
００ｍｍ 下水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｆ形　Ｆ長管下水道 露出用　径５００～８００ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311076402
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～１０
０ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｆ形　Ｆ長管下水道 水中用　径７５～１００ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311076404
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径１５０ ～２
５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｆ形　Ｆ長管下水道 水中用　径１５０～２５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311076406
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径３００ ～４
５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｆ形　Ｆ長管下水道 水中用　径３００～４５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311076408
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 （ｔ当たり単価） 呼び径５００ ～８
００ｍｍ 下水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管Ｆ形　Ｆ長管下水道 水中用　径５００～８００ｍｍ ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044101
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７５ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044102
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044103
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044104
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044105
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044106
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044107
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ２００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044108
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ２００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044109
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ２００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044110
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ２５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044111
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ２５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044112
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０ ×２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ２５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044113
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ３００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044114
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ３００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044115
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ３００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044116
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３００ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ３００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044117
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３５０ ×２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ３５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044118
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径３５０ ×３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ３５０×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044119
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４００ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ４００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044120
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４００ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ４００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044121
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４５０ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ４５０×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044122
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径４５０ ×４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ４５０×４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044123
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径５００ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ５００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044124
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径５００ ×３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ５００×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044125
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径５００ ×５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ５００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044126
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径６００ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ６００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044127
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径６００ ×５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ６００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044128
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径６００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ６００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044129
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７００ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ７００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044130
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７００ ×５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ７００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044131
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ７００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044132
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７００ ×７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ７００×７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044133
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径８００ ×５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ８００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044134
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径８００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ８００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044135
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径８００ ×７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ８００×７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044136
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径８００ ×８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ８００×８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044137
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径９００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ９００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044138
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径９００ ×７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ９００×７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044139
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径９００ ×８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ９００×８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044140
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径９００ ×９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 ９００×９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044141
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，０００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １０００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044142
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，０００ ×８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １０００×８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044143
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，０００ ×１，０００ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １０００×１０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044144
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，１００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １１００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044145
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，１００ ×８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １１００×８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044146
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，１００ ×１，１００ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １１００×１１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044147
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，２００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １２００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044148
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，２００ ×９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １２００×９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044149
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，２００ ×１，２００ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １２００×１２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044150
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，３５０ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １３５０×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044151
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，３５０ ×９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １３５０×９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044152
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，３５０ ×１，３５０ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １３５０×１３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044153
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，５００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １５００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044154
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，５００ ×１，０００ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １５００×１０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044155
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１，５００ ×１，５００ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　二受Ｔ字管 １５００×１５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044156
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044157
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044158
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044159
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044160
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044161
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044162
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044163
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044164
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044165
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044166
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044167
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044168
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044169
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044170
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　１０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044171
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　１１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044172
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　１２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044173
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　１３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044174
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ４５度　１５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044175
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　７５　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044176
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　１００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044177
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　１５０　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044178
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　２００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044179
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　２５０　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044180
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　３００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044181
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　３５０　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044182
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　４００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044183
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　４５０　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044184
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　５００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044185
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　６００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044186
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　７００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044187
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　８００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044188
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　９００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044189
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　１０００水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044190
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　１１００水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044191
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　１２００水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044192
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　１３５０水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044193
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ２２　１／２度　１５００水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044194
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　７５　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044195
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　１００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044196
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　１５０　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044197
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　２００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044198
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　２５０　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044199
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　３００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044200
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　３５０　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044201
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　４００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044202
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　４５０　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044203
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　５００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044204
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　６００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044205
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　７００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044206
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　８００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044207
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　９００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044208
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　１０００水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044209
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　１１００水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044210
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　１２００水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044211
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　１３５０水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044212
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 １１　１／４度　１５００水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044213
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ５　５／８度　３００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044214
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ５　５／８度　３５０　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044215
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ５　５／８度　４００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044216
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ５　５／８度　４５０　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044217
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ５　５／８度　５００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044218
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ５　５／８度　６００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044219
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ５　５／８度　７００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044220
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ５　５／８度　８００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044221
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ５　５／８度　９００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044222
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ５　５／８度　１０００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044223
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ５　５／８度　１１００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044224
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ５　５／８度　１２００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044225
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ５　５／８度　１３５０　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044226
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ５　５／８° 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ５　５／８度　１５００　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044227
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 ７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044228
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 １００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044229
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 １５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044230
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 ２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044231
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 ２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044232
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 ３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044233
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 ３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044234
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 ４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044235
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 ４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044236
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 ５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044237
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 ６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044238
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 ７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044239
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 ８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044240
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 ９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044241
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 １０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044242
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 １１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044243
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 １２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044244
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 １３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044245
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　継ぎ輪 １５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044246
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 ７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044247
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 １００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044248
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 １５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044249
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 ２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044250
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 ２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044251
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 ３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044252
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 ３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044253
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 ４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044254
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 ４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044255
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 ５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044256
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 ６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044257
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 ７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044258
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 ８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044259
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 ９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044260
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 １０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044261
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 １１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044262
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 １２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044263
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 １３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044264
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管１号 １５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044265
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 ７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044266
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 １００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044267
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 １５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044268
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 ２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044269
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 ２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044270
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 ３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044271
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 ３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044272
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 ４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044273
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 ４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044274
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 ５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044275
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 ６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044276
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 ７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044277
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 ８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044278
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 ９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044279
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 １０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044280
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 １１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044281
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 １２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044282
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 １３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044283
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　短管２号 １５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044284
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径７５ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ７５×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044285
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 １００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044286
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 １５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044287
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１５０ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 １５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044288
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ２００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044289
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２００ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ２００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044290
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ２５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044291
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２５０ ×２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ２５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044292
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径３００ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ３００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044293
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径３００ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ３００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044294
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径３５０ ×２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ３５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044295
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径３５０ ×３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ３５０×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044296
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径４００ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ４００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044297
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径４００ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ４００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044298
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径４５０ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ４５０×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044299
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径４５０ ×４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ４５０×４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044300
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径５００ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ５００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044301
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径６００ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ６００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044302
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径７００ ×５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ７００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044303
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径８００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ８００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044304
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径９００ ×７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　三受十字管 ９００×７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044305
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044306
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044307
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ２００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044308
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ２００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044309
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ２５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044310
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ２５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044311
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ２５０×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044312
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ３００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044313
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ３００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044314
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ３００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044315
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３００ ×２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ３００×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044316
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ３５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044317
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ３５０×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044318
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０ ×２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ３５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044319
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径３５０ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ３５０×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044320
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ４００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044321
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ４００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044322
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００ ×２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ４００×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044323
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ４００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044324
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４００ ×３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ４００×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044325
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ４５０×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044326
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０ ×２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ４５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044327
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ４５０×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044328
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０ ×３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ４５０×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044329
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径４５０ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ４５０×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044330
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００ ×２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ５００×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044331
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ５００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044332
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００ ×３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ５００×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044333
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ５００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044334
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径５００ ×４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ５００×４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044335
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ６００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044336
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００ ×３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ６００×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044337
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ６００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044338
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００ ×４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ６００×４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044339
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径６００ ×５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ６００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044340
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径７００ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ７００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044341
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径７００ ×４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ７００×４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044342
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径７００ ×５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ７００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044343
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径７００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ７００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044344
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径８００ ×４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ８００×４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044345
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径８００ ×５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ８００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044346
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径８００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ８００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044347
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径８００ ×７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ８００×７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044348
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径９００ ×５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ９００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044349
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径９００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ９００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044350
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径９００ ×７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ９００×７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044351
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径９００ ×８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 ９００×８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044352
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，０００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １０００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044353
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，０００ ×７００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １０００×７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044354
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，０００ ×８００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １０００×８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044355
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，０００ ×９００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １０００×９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044356
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，１００ ×７００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １１００×７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044357
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，１００ ×８００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １１００×８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044358
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，１００ ×９００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １１００×９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044359
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，１００ ×１，０００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １１００×１０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044360
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，２００ ×８００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １２００×８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044361
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，２００ ×９００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １２００×９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044362
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，２００ ×１，０００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １２００×１０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044363
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，２００ ×１，１００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １２００×１１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044364
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，３５０ ×９００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １３５０×９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044365
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，３５０ ×１，０００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １３５０×１０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044366
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，３５０ ×１，１００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １３５０×１１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044367
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，３５０ ×１，２００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １３５０×１２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044368
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，５００ ×１，０００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １５００×１０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044369
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，５００ ×１，１００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １５００×１１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044370
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，５００ ×１，２００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １５００×１２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044371
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１，５００ ×１，３５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形受挿し片落管 １５００×１３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044372
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044373
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044374
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ２００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044375
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ２００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044376
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ２５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044377
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ２５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044378
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ２５０×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044379
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ３００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044380
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ３００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044381
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ３００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044382
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３００ ×２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ３００×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044383
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ３５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044384
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ３５０×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044385
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０ ×２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ３５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044386
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径３５０ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ３５０×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044387
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ４００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044388
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ４００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044389
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ４００×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044390
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ４００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044391
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４００ ×３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ４００×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044392
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ４５０×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044393
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ４５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044394
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ４５０×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044395
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ４５０×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044396
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径４５０ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ４５０×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044397
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ５００×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044398
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ５００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044399
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ５００×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044400
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ５００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044401
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径５００ ×４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ５００×４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044402
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ６００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044403
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ６００×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044404
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ６００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044405
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ６００×４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044406
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径６００ ×５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ６００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044407
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径７００ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ７００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044408
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径７００ ×４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ７００×４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044409
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径７００ ×５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ７００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044410
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径７００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ７００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044411
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径８００ ×４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ８００×４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044412
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径８００ ×５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ８００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044413
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径８００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ８００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044414
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径８００ ×７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ８００×７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044415
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径９００ ×５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ９００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044416
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径９００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ９００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044417
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径９００ ×７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ９００×７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044418
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径９００ ×８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 ９００×８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044419
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，０００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １０００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044420
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，０００ ×７００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １０００×７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044421
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，０００ ×８００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １０００×８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044422
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，０００ ×９００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １０００×９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044423
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，１００ ×７００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １１００×７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044424
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，１００ ×８００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １１００×８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044425
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，１００ ×９００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １１００×９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044426
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，１００ ×１，０００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １１００×１０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044427
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，２００ ×８００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １２００×８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044428
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，２００ ×９００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １２００×９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044429
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，２００ ×１，０００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １２００×１０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044430
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，２００ ×１，１００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １２００×１１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044431
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，３５０ ×９００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １３５０×９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044432
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，３５０ ×１，０００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １３５０×１０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044433
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，３５０ ×１，１００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １３５０×１１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044434
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，３５０ ×１，２００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １３５０×１２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044435
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，５００ ×１，０００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １５００×１０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044436
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，５００ ×１，１００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １５００×１１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044437
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，５００ ×１，２００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １５００×１２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044438
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１，５００ ×１，３５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形挿し受片落管 １５００×１３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044439
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044440
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044441
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044442
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044443
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044444
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044445
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044446
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044447
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044448
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044449
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044450
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044451
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044452
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044453
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　１０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044454
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　１１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044455
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　１２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044456
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　１３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044457
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　曲管 ９０度　１５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044458
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　排水Ｔ字管 ２００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044459
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　排水Ｔ字管 ２５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044460
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径３００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　排水Ｔ字管 ３００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044461
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径３５０ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　排水Ｔ字管 ３５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044462
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径４００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　排水Ｔ字管 ４００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044463
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径４５０ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　排水Ｔ字管 ４５０×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044464
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径５００ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　排水Ｔ字管 ５００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044465
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径６００ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　排水Ｔ字管 ６００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044466
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径７００ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　排水Ｔ字管 ７００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044467
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径８００ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　排水Ｔ字管 ８００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044468
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径９００ ×３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　排水Ｔ字管 ９００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044469
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径１，０００ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　排水Ｔ字管 １０００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044470
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径１，１００ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　排水Ｔ字管 １１００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044471
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径１，２００ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　排水Ｔ字管 １２００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044472
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径１，３５０ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　排水Ｔ字管 １３５０×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044473
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径１，５００ ×４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　排水Ｔ字管 １５００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044474
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径７
５ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044475
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径１
００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 １００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044476
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径１
５０ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044477
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径１
５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 １５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044478
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径２
００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ２００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044479
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径２
００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ２００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044480
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径２
５０ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ２５０×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044481
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径２
５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ２５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044482
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径３
００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ３００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044483
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径３
００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ３００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044484
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径３
５０ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ３５０×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044485
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径３
５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ３５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044486
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径４
００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ４００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044487
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径４
００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ４００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044488
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径４
５０ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ４５０×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044489
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径４
５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ４５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044490
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径５
００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ５００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044491
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径５
００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ５００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044492
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径６
００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ６００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044493
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径６
００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ６００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044494
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径７
００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ７００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044495
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径７
００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ７００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044496
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径８
００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ８００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044497
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径８
００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ８００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044498
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径８
００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ８００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044499
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径９
００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ９００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044500
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径９
００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 ９００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044501
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径
１，０００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 １０００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044502
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径
１，０００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 １０００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044503
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径
１，１００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 １１００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044504
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径
１，１００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 １１００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044505
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径
１，２００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 １２００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044506
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径
１，２００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 １２００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044507
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径
１，３５０ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 １３５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044508
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径
１，３５０ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 １３５０×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044509
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径
１，５００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 １５００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044510
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用・人孔用 呼び径
１，５００ ×６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　Ｆ付Ｔ字管 １５００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044511
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径
７５ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形埋設Ｆ付Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044512
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径
１００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形埋設Ｆ付Ｔ字管 １００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044513
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径
１５０ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形埋設Ｆ付Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044514
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径
１５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形埋設Ｆ付Ｔ字管 １５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044515
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径
２００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形埋設Ｆ付Ｔ字管 ２００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044516
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径
２００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形埋設Ｆ付Ｔ字管 ２００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044517
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径
２５０ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形埋設Ｆ付Ｔ字管 ２５０×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044518
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径
２５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形埋設Ｆ付Ｔ字管 ２５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044519
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径
３００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形埋設Ｆ付Ｔ字管 ３００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044520
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径
３００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形埋設Ｆ付Ｔ字管 ３００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044521
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ａ１号 呼び径４００ ×１００ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形仕切弁副管Ａ１ ４００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044522
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ａ１号 呼び径４５０ ×１００ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形仕切弁副管Ａ１ ４５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044523
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ａ１号 呼び径５００ ×１００ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形仕切弁副管Ａ１ ５００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044524
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ａ１号 呼び径６００ ×１００ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形仕切弁副管Ａ１ ６００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044533
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ａ２号 呼び径４００ ×１００ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形仕切弁副管Ａ２ ４００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044534
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ａ２号 呼び径４５０ ×１００ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形仕切弁副管Ａ２ ４５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044535
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ａ２号 呼び径５００ ×１００ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形仕切弁副管Ａ２ ５００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044536
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ａ２号 呼び径６００ ×１００ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｋ形仕切弁副管Ａ２ ６００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044545
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ
Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 ７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044546
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 １００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044547
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 １５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044548
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 ２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044549
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 ２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044550
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 ３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044551
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 ３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044552
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 ４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044553
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 ４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044554
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 ５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044555
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 ６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044556
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 ７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044557
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 ８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044558
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷ
Ａ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 ９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044559
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 １０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044560
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 １１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044561
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 １２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044562
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 １３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044563
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 栓 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｋ形　栓 １５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044605
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた ７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044606
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた １００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044607
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた １５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044608
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた ２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044609
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた ２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044610
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた ３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044611
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた ３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044612
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた ４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044613
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた ４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044614
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた ５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044615
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた ６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044616
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた ７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044617
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた ８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044618
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた ９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044619
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた １０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044620
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた １１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044621
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた １２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044622
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた １３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044623
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジふた 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジふた １５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044624
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径７５ｍｍ 有効長１００ｍｍ 水
道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 ７５ｍｍ　長１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044625
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径７５ｍｍ 有効長１５０ｍｍ 水
道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 ７５ｍｍ　長１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044626
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径７５ｍｍ 有効長２００ｍｍ 水
道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 ７５ｍｍ　長２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044627
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径７５ｍｍ 有効長２５０ｍｍ 水
道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 ７５ｍｍ　長２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044628
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径７５ｍｍ 有効長３００ｍｍ 水
道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 ７５ｍｍ　長３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044629
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径７５ｍｍ 有効長４００ｍｍ 水
道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 ７５ｍｍ　長４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044630
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径７５ｍｍ 有効長５００ｍｍ 水
道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 ７５ｍｍ　長５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044631
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１００ｍｍ 有効長１００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 １００ｍｍ　長１００ｍｍ水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044632
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１００ｍｍ 有効長１５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 １００ｍｍ　長１５０ｍｍ水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044633
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１００ｍｍ 有効長２００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 １００ｍｍ　長２００ｍｍ水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044634
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１００ｍｍ 有効長２５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 １００ｍｍ　長２５０ｍｍ水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044635
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１００ｍｍ 有効長３００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 １００ｍｍ　長３００ｍｍ水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044636
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１００ｍｍ 有効長４００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 １００ｍｍ　長４００ｍｍ水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044637
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１００ｍｍ 有効長５００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 １００ｍｍ　長５００ｍｍ水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044638
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１５０ｍｍ 有効長１００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 １５０ｍｍ　長１００ｍｍ水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044639
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１５０ｍｍ 有効長１５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 １５０ｍｍ　長１５０ｍｍ水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044640
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１５０ｍｍ 有効長２００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 １５０ｍｍ　長２００ｍｍ水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044641
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１５０ｍｍ 有効長２５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 １５０ｍｍ　長２５０ｍｍ水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044642
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１５０ｍｍ 有効長３００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 １５０ｍｍ　長３００ｍｍ水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044643
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径１５０ｍｍ 有効長４００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ短管 １５０ｍｍ　長４００ｍｍ水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044644
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 ７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044645
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 １００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044646
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 １５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044647
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 ２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044648
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 ２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044649
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径３００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 ３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044650
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 ３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044651
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径４００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 ４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044652
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 ４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044653
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 ５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044654
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径６００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 ６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044655
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径７００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 ７００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044656
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径８００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 ８００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044657
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径９００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 ９００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044658
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径１，０００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 １０００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044659
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径１，１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 １１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044660
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径１，２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 １２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044661
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径１，３５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 １３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044662
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 ラッパ口 呼び径１，５００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　ラッパ口 １５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044663
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径７５ ×７５ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ７５×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044664
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径１００ ×７５ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 １００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044665
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径１００ ×１００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 １００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044666
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径１５０ ×７５ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 １５０×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044667
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 １５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044668
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径１５０ ×１５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 １５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044669
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ２００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044670
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ２００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044671
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径２００ ×２００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ２００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044672
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ２５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044673
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ２５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044674
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径２５０ ×２５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ２５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044675
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径３００ ×１００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ３００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044676
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径３００ ×１５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ３００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044677
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径３００ ×２００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ３００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044678
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径３００ ×３００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ３００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044679
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径３５０ ×２５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ３５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044680
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径３５０ ×３５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ３５０×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044681
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径４００ ×３００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ４００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044682
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径４００ ×４００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ４００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044683
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径４５０ ×３００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ４５０×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044684
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径４５０ ×４５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ４５０×４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044685
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径５００ ×３００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ５００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044686
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径５００ ×３５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ５００×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044687
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径５００ ×５００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ５００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044688
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径６００ ×４００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ６００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044689
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径６００ ×５００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ６００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044690
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジＴ字管 呼び径６００ ×６００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　三ＦＴ字管 ６００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044718
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径７５ ×７５ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ７５×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044719
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径１００ ×７５ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 １００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044720
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径１００ ×１００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 １００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044721
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径１５０ ×７５ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 １５０×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044722
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 １５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044723
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径１５０ ×１５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 １５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044724
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ２００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044725
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ２００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044726
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径２００ ×２００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ２００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044727
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ２５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044728
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ２５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044729
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径２５０ ×２５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ２５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044730
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径３００ ×１００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ３００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044731
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径３００ ×１５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ３００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044732
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径３００ ×２００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ３００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044733
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径３００ ×３００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ３００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044734
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径３５０ ×２５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ３５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044735
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径３５０ ×３５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ３５０×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044736
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径４００ ×３００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ４００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044737
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径４００ ×４００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ４００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044738
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径４５０ ×３００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ４５０×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044739
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径４５０ ×４５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ４５０×４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044740
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径５００ ×３００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ５００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044741
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径５００ ×３５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ５００×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044742
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径５００ ×５００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ５００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044743
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径６００ ×４００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ６００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044744
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径６００ ×５００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ６００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044745
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二フランジＴ字管 呼び径６００ ×６００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形　二ＦＴ字管 ６００×６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044773
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径１００ ×７５ｍｍ 水道用 Ｊ
ＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 １００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044774
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 １５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044775
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ２００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044776
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ２００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044777
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ２５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044778
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ２５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044779
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径２５０ ×２００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ２５０×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044780
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径３００ ×１００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ３００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044781
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径３００ ×１５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ３００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044782
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径３００ ×２００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ３００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044783
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径３００ ×２５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ３００×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044784
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径３５０ ×１５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ３５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044785
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径３５０ ×２００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ３５０×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044786
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径３５０ ×２５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ３５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044787
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径３５０ ×３００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ３５０×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044788
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４００ ×１５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ４００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044789
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４００ ×２００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ４００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044790
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４００ ×２５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ４００×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044791
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４００ ×３００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ４００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044792
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４００ ×３５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ４００×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044793
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４５０ ×２００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ４５０×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044794
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４５０ ×２５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ４５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044795
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４５０ ×３００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ４５０×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044796
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４５０ ×３５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ４５０×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044797
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径４５０ ×４００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ４５０×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044798
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径５００ ×２５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ５００×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044799
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径５００ ×３００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ５００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044800
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径５００ ×３５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ５００×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044801
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径５００ ×４００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ５００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044802
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径５００ ×４５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ５００×４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044803
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径６００ ×３００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ６００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044804
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径６００ ×３５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ６００×３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044805
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径６００ ×４００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ６００×４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044806
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径６００ ×４５０ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ６００×４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044807
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ片落管 呼び径６００ ×５００ｍｍ 水道用
ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形フランジ片落管 ６００×５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044840
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ９０度　７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044841
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ９０度　１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044842
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ９０度　１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044843
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ９０度　２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044844
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ９０度　２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044845
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径３００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ９０度　３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044846
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ９０度　３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044847
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径４００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ９０度　４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044848
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ９０度　４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044849
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径５００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ９０度　５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044850
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ９０° 呼び径６００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ９０度　６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044859
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ４５度　７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044860
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ４５度　１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044861
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ４５度　１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044862
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ４５度　２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044863
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ４５度　２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044864
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径３００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ４５度　３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044865
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径３５０ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ４５度　３５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044866
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径４００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ４５度　４００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044867
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径４５０ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ４５度　４５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044868
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径５００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ４５度　５００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044869
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ曲管 ４５° 呼び径６００ｍｍ 水道用 ＪＩ
Ｓ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ曲管 ４５度　６００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044878
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径４００ ×１００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１ ４００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044879
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径４５０ ×１００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１ ４５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044880
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径５００ ×１００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１ ５００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044881
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径６００ ×１００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１ ６００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044882
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径７００ ×１５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１ ７００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044883
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径８００ ×１５０ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１ ８００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044884
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径９００ ×２００ｍｍ 水道
用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１ ９００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044885
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径１，０００ ×２００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１ １０００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044886
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径１，１００ ×２００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１ １１００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044887
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径１，２００ ×２５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１ １２００×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044888
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径１，３５０ ×２５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１ １３５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044889
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管 Ｂ１号 呼び径１，５００ ×３００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅲ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｆ形仕切弁副管Ｂ１ １５００×３００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044890
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径７５ｍｍ 有効長３，０００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ長管 ７５ｍｍ　３０００ｍｍ　水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044891
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径１００ｍｍ 有効長３，０００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ長管 １００ｍｍ　３０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044892
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径１５０ｍｍ 有効長４，０００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ長管 １５０ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044893
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径２００ｍｍ 有効長４，０００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ長管 ２００ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044894
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径２５０ｍｍ 有効長４，０００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ長管 ２５０ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044895
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径３００ｍｍ 有効長４，０００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ長管 ３００ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044896
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径３５０ｍｍ 有効長４，０００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ長管 ３５０ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044897
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径４００ｍｍ 有効長４，０００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ長管 ４００ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044898
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径４５０ｍｍ 有効長４，０００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ長管 ４５０ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044899
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径５００ｍｍ 有効長４，０００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ長管 ５００ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044900
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径６００ｍｍ 有効長４，０００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ長管 ６００ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044901
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径７００ｍｍ 有効長４，０００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ長管 ７００ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044902
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径８００ｍｍ 有効長４，０００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｆ形フランジ長管 ８００ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044908
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径７５ｍｍ 有効長３，０００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管 ７５ｍｍ　３０００ｍｍ　水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044909
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径１００ｍｍ 有効長３，０００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管 １００ｍｍ　３０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044910
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径１５０ｍｍ 有効長４，０００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管 １５０ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044911
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径２００ｍｍ 有効長４，０００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管 ２００ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044912
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径２５０ｍｍ 有効長４，０００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管 ２５０ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044913
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径３００ｍｍ 有効長４，０００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管 ３００ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044914
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径３５０ｍｍ 有効長４，０００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管 ３５０ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044915
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径４００ｍｍ 有効長４，０００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管 ４００ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044916
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径４５０ｍｍ 有効長４，０００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管 ４５０ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044917
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径５００ｍｍ 有効長４，０００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管 ５００ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044918
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径６００ｍｍ 有効長４，０００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管 ６００ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044919
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径７００ｍｍ 有効長４，０００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管 ７００ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311044920
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 片フランジ長管 呼び径８００ｍｍ 有効長４，０００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管Ｆ形片フランジ長管 ８００ｍｍ　４０００ｍｍ水道用 本 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024052
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径７５ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ１６×７５　４本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径７５ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024054
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径１００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ１６×７５　４本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径１００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024056
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径１５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ１６×７５　６本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径１５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024058
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径２００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ１６×８０　８本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径２００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024060
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径２５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２０×８５　８本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径２５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024062
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径３００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２０×８５　１０本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径３００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024064
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径３５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２２×９５　１０本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径３５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024066
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径４００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２２×９５　１２本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径４００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024068
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径４５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２４×１００　１２本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径４５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024070
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径５００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２４×１００　１２本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径５００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024072
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径６００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２４×１００　１６本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径６００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024074
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径７００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１１０　１６本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径７００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024076
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径８００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１２０　２０本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径８００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024078
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径９００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１２０　２０本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径９００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024080
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径１，０００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１３０　２４本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径１０００ｍｍ水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024082
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径１，１００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１３０　２４本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径１１００ｍｍ水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024084
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径１，２００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１４０　２８本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径１２００ｍｍ水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024086
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径１，３５０
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３６×１５０　２８本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径１３５０ｍｍ水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311024088
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＲＦ形７．５Ｋ 呼び径１，５００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３６×１５０　３２本 ＲＦ形パッキン　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＲＦ形 ７．５Ｋ　径１５００ｍｍ水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025052
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径７５ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ１６×７５　４本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径７５ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025054
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径１００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ１６×７５　４本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径１００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025056
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径１５０ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ１６×７５　６本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径１５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025058
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径２００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ１６×８０　８本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径２００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025060
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径２５０ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２０×８５　８本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径２５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025062
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径３００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２０×８５　１０本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径３００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025064
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径３５０ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２２×９５　１０本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径３５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025066
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径４００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２２×９５　１２本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径４００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025068
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径４５０ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２４×１００　１２本 ＧＦ形ガスケット１号　１
枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径４５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025070
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径５００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２４×１００　１２本 ＧＦ形ガスケット１号　１
枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径５００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025072
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径６００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２４×１００　１６本 ＧＦ形ガスケット１号　１
枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径６００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025074
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径７００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１１０　１６本 ＧＦ形ガスケット１号　１
枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径７００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025076
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径８００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１２０　２０本 ＧＦ形ガスケット１号　１
枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径８００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025078
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径９００ｍ
ｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１２０　２０本 ＧＦ形ガスケット１号　１
枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径９００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025080
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径１，００
０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１３０　２４本 ＧＦ形ガスケット１号
１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径１０００ｍｍ水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025082
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径１，１０
０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１３０　２４本 ＧＦ形ガスケット１号
１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径１１００ｍｍ水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025084
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径１，２０
０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１４０　２８本 ＧＦ形ガスケット１号
１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径１２００ｍｍ水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025086
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径１，３５
０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３６×１５０　２８本 ＧＦ形ガスケット１号
１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径１３５０ｍｍ水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025088
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形７．５Ｋ 呼び径１，５０
０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３６×１５０　３２本 ＧＦ形ガスケット１号
１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ７．５Ｋ　径１５００ｍｍ水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025152
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径７５ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ１６×６５　８本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径７５ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025154
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径１００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ１６×６５　８本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径１００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025156
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径１５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２０×７５　８本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径１５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025158
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径２００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２０×７５　１２本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径２００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025160
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径２５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２２×８０　１２本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径２５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025162
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径３００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２２×８０　１６本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径３００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025164
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径３５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２２×８５　１６本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径３５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025166
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径４００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２４×１００　１６本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径４００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025168
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径４５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２４×１００　２０本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径４５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025170
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径５００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２４×１００　２０本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径５００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025172
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径６００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１１０　２４本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径６００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025174
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径７００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１１０　２４本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径７００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025176
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径８００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１２０　２８本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径８００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025178
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径９００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１２０　２８本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径９００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025180
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径１，０００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３６×１４０　２８本 ＧＦ形ガスケット１号
１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径１０００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025182
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径１，１００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３６×１４０　２８本 ＧＦ形ガスケット１号
１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径１１００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025184
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径１，２００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３６×１４０　３２本 ＧＦ形ガスケット１号
１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径１２００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025186
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径１，３５０
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ４２×１６０　３６本 ＧＦ形ガスケット１号
１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径１３５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025188
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１０Ｋ 呼び径１，５００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ４２×１６０　４０本 ＧＦ形ガスケット１号
１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １０Ｋ　径１５００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025252
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径７５ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２０×７５　８本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径７５ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025254
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径１００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２０×７５　８本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径１００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025256
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径１５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２２×８５　１２本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径１５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025258
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径２００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２２×８５　１２本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径２００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025260
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径２５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２４×９５　１２本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径２５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025262
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径３００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２４×９５　１６本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径３００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025264
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径３５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１１０　１６本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径３５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025266
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径４００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１３０　１６本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径４００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025268
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径４５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１３０　２０本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径４５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025270
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径５００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１３０　２０本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径５００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025272
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径６００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３６×１５０　２４本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径６００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025274
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径７００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３９×１６０　２４本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径７００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025276
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径８００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ４５×１７０　２４本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径８００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025278
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径９００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ４５×１８０　２８本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径９００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025280
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径１，０００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ５２×２００　２８本 ＧＦ形ガスケット１号
１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径１０００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025282
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径１，１００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ５２×２１０　３２本 ＧＦ形ガスケット１号
１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径１１００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025284
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径１，２００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ５２×２１０　３２本 ＧＦ形ガスケット１号
１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径１２００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025286
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径１，３５０
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ５６×２３０　３２本 ＧＦ形ガスケット１号
１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径１３５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025288
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形１６Ｋ 呼び径１，５００
ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ５６×２４０　３６本 ＧＦ形ガスケット１号
１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 １６Ｋ　径１５００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025352
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径７５ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２０×８０　８本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ２０Ｋ　径７５ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025354
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径１００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２０×８０　８本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ２０Ｋ　径１００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025356
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径１５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２２×９５　１２本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ２０Ｋ　径１５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025358
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径２００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２２×９５　１２本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ２０Ｋ　径２００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025360
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径２５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２４×１１０　１２本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ２０Ｋ　径２５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025362
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径３００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ２４×１１０　１６本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ２０Ｋ　径３００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025364
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径３５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１３０　１６本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ２０Ｋ　径３５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025366
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径４００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１４０　１６本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ２０Ｋ　径４００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025368
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径４５０ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１４０　２０本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ２０Ｋ　径４５０ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025370
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径５００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３０×１５０　２０本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ２０Ｋ　径５００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025372
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径６００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ３６×１７０　２４本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ２０Ｋ　径６００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025374
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径７００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ４５×２００　２４本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ２０Ｋ　径７００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025376
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径８００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ５２×２２０　２４本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ２０Ｋ　径８００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311025378
ダクタイル鋳鉄異形管（フランジ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 ＧＦ１形２０Ｋ 呼び径９００ｍｍ
水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ボルトナット　ＳＵＳ３０４　Ｍ５２×２３０　２８本 ＧＦ形ガスケット１号　１枚

ＦＣＤ管Ｆ形接合部品　ＧＦ１形 ２０Ｋ　径９００ｍｍ　水道用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063502 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径７５ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径７５ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063504 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１００ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１００ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063506 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１５０ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063508 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径２００ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径２００ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063510 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径２５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径２５０ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063512 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径３００ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径３００ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063514 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径３５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径３５０ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063516 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径４００ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径４００ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063518 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径４５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径４５０ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063520 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径５００ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径５００ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063522 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径６００ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径６００ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063524 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径７００ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径７００ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063526 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径８００ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径８００ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063528 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径９００ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径９００ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063530 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，０００ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１０００ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063532 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，１００ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１１００ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063534 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，２００ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１２００ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063536 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，３５０ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１３５０ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063538 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，５００ｍｍ 下水道用（露出用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１５００ｍｍ　露出用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063602 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径７５ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径７５ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063604 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１００ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１００ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063606 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１５０ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063608 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径２００ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径２００ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063610 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径２５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径２５０ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063612 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径３００ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径３００ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063614 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径３５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径３５０ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063616 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径４００ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径４００ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063618 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径４５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径４５０ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063620 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径５００ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径５００ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

3474 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063622 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径６００ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径６００ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063624 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径７００ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径７００ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063626 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径８００ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径８００ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063628 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径９００ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径９００ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063630 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，０００ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１０００ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063632 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，１００ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１１００ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063634 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，２００ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１２００ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063636 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，３５０ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１３５０ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
エポキシ樹脂粉体塗装

1311063638 ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｋ形接合部品 呼び径１，５００ｍｍ 下水道用（水中用） ＦＣＤ管Ｋ形接合部品　下水道用 Ｋ形　径１５００ｍｍ　水中用 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311040688
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 水
道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　１類異形管 ７５～２５０ｍｍ　水道用 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311040690
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 水
道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　２類異形管 ７５～２５０ｍｍ　水道用 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311071300
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 下
水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　１類異形管 ７５～２５０ｍｍ下水道用埋設用 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311071301
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 下
水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　１類異形管 ７５～２５０ｍｍ下水道用露出用 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311071302
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅰ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 下
水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　１類異形管 ７５～２５０ｍｍ下水道用水中用 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311071320
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 下
水道用（埋設用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　２類異形管 ７５～２５０ｍｍ下水道用埋設用 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311071321
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 下
水道用（露出用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　２類異形管 ７５～２５０ｍｍ下水道用露出用 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311071322
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ⅱ類異形管 （ｔ当たり単価） 呼び径７５ ～２５０ｍｍ 下
水道用（水中用） ＪＳＷＡＳ　Ｇ－１

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　２類異形管 ７５～２５０ｍｍ下水道用水中用 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044001
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径７５ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　二受Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044002
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　二受Ｔ字管 １００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044003
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　二受Ｔ字管 １００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044004
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　二受Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044005
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　二受Ｔ字管 １５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044006
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径１５０ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　二受Ｔ字管 １５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044007
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　二受Ｔ字管 ２００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044008
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　二受Ｔ字管 ２００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044009
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２００ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　二受Ｔ字管 ２００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044010
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　二受Ｔ字管 ２５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044011
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　二受Ｔ字管 ２５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044012
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受Ｔ字管 呼び径２５０ ×２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　二受Ｔ字管 ２５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044013
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 ４５度　７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044014
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 ４５度　１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044015
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 ４５度　１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044016
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 ４５度　２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044017
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ４５° 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 ４５度　２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044018
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 ２２　１／２度　７５ｍｍ　水道 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044019
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 ２２　１／２度　１００ｍｍ水道 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044020
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 ２２　１／２度　１５０ｍｍ水道 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044021
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 ２２　１／２度　２００ｍｍ水道 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044022
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ２２　１／２° 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 ２２　１／２度　２５０ｍｍ水道 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044023
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 １１　１／４度　７５ｍｍ　水道 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044024
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 １１　１／４度　１００ｍｍ水道 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044025
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 １１　１／４度　１５０ｍｍ水道 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044026
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 １１　１／４度　２００ｍｍ水道 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044027
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 １１　１／４° 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 １１　１／４度　２５０ｍｍ水道 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044028
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷ
ＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　継ぎ輪 ７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044029
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　継ぎ輪 １００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044030
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　継ぎ輪 １５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044031
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　継ぎ輪 ２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044032
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　継ぎ輪 ２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044033
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管１号 ７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044034
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管１号 １００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044035
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管１号 １５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044036
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管１号 ２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044037
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管１号 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管１号 ２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044038
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ Ｊ
ＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管２号 ７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044039
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管２号 １００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044040
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管２号 １５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044041
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管２号 ２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044042
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管２号 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅰ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　短管２号 ２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044043
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径７５ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５
５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　三受十字管 ７５×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044044
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　三受十字管 １００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044045
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　三受十字管 １５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044046
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径１５０ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　三受十字管 １５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044047
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　三受十字管 ２００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044048
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２００ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　三受十字管 ２００×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044049
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　三受十字管 ２５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044050
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 三受十字管 呼び径２５０ ×２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　三受十字管 ２５０×２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044051
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形受挿し片落管 １００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044052
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形受挿し片落管 １５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044053
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形受挿し片落管 ２００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044054
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形受挿し片落管 ２００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044055
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形受挿し片落管 ２５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044056
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形受挿し片落管 ２５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044057
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径２５０ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形受挿し片落管 ２５０×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044058
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形挿し受片落管 １００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044059
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径１５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形挿し受片落管 １５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044060
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形挿し受片落管 ２００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044061
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２００ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形挿し受片落管 ２００×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044062
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形挿し受片落管 ２５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044063
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０ ×１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形挿し受片落管 ２５０×１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044064
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径２５０ ×２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ
Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形挿し受片落管 ２５０×２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044065
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７
ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 ９０度　７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044066
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 ９０度　１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044067
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 ９０度　１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044068
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 ９０度　２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044069
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 ９０° 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　曲管 ９０度　２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044070
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径２００ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　排水Ｔ字管 ２００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044071
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 排水Ｔ字管 呼び径２５０ ×１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ
５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　排水Ｔ字管 ２５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044072
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径７５ ×７
５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　Ｆ付Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044073
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径１００ ×
７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　Ｆ付Ｔ字管 １００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044074
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径１５０ ×
７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　Ｆ付Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044075
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径１５０ ×
１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　Ｆ付Ｔ字管 １５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044076
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径２００ ×
７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　Ｆ付Ｔ字管 ２００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044077
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径２００ ×
１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　Ｆ付Ｔ字管 ２００×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044078
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径２５０ ×
７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　Ｆ付Ｔ字管 ２５０×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044079
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径２５０ ×
１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管　Ｔ形　Ｆ付Ｔ字管 ２５０×１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044080
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径
７５ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｔ形埋設Ｆ付Ｔ字管 ７５×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044081
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径
１００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｔ形埋設Ｆ付Ｔ字管 １００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044082
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径
１５０ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｔ形埋設Ｆ付Ｔ字管 １５０×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044083
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径
２００ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｔ形埋設Ｆ付Ｔ字管 ２００×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311044084
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きＴ字管 空気弁用・消火栓用 呼び径
２５０ ×７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ＪＷＷＡ　Ｇ　１１４ Ⅱ類異形管

ＦＣＤ異形管Ｔ形埋設Ｆ付Ｔ字管 ２５０×７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311021502
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｔ形接合部品 呼び径７５ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５２
７

ＦＣＤ管　Ｔ形接合部品 径７５ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311021504
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｔ形接合部品 呼び径１００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管　Ｔ形接合部品 径１００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311021506
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｔ形接合部品 呼び径１５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管　Ｔ形接合部品 径１５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311021508
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｔ形接合部品 呼び径２００ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管　Ｔ形接合部品 径２００ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹
脂粉体塗装

1311021510
ダクタイル鋳鉄異形管（Ｔ形）内面エポキシ樹脂粉体塗装 Ｔ形接合部品 呼び径２５０ｍｍ 水道用 ＪＩＳ　Ｇ　５５
２７

ＦＣＤ管　Ｔ形接合部品 径２５０ｍｍ　水道用 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
合成樹脂塗装

1311041212 ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ形） Ⅰ類異形管 呼び径７５～１００ｍｍ 内面合成樹脂塗装 ＦＣＤ異形管Ｋ形　１類 径７５～１００ｍｍ　内面合成 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
合成樹脂塗装

1311041214 ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ形） Ⅰ類異形管 呼び径１５０～２５０ｍｍ 内面合成樹脂塗装 ＦＣＤ異形管Ｋ形　１類 径１５０～２５０ｍｍ　内面合成 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
合成樹脂塗装

1311041216 ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ形） Ⅰ類異形管 呼び径３００～４５０ｍｍ 内面合成樹脂塗装 ＦＣＤ異形管Ｋ形　１類 径３００～４５０ｍｍ　内面合成 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
合成樹脂塗装

1311041218 ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ形） Ⅰ類異形管 呼び径５００～８００ｍｍ 内面合成樹脂塗装 ＦＣＤ異形管Ｋ形　１類 径５００～８００ｍｍ　内面合成 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
合成樹脂塗装

1311041220 ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ形） Ⅰ類異形管 呼び径９００～１５００ｍｍ 内面合成樹脂塗装 ＦＣＤ異形管Ｋ形　１類 径９００～１５００ｍｍ内面合成 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
合成樹脂塗装

1311041222 ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅱ類異形管 呼び径７５～１００ｍｍ 内面合成樹脂塗装 ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形　２類 径７５～１００ｍｍ　内面合成 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
合成樹脂塗装

1311041224 ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅱ類異形管 呼び径１５０～２５０ｍｍ 内面合成樹脂塗装 ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形　２類 径１５０～２５０ｍｍ　内面合成 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
合成樹脂塗装

1311041226 ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅱ類異形管 呼び径３００～４５０ｍｍ 内面合成樹脂塗装 ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形　２類 径３００～４５０ｍｍ　内面合成 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
合成樹脂塗装

1311041228 ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅱ類異形管 呼び径５００～８００ｍｍ 内面合成樹脂塗装 ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形　２類 径５００～８００ｍｍ　内面合成 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
合成樹脂塗装

1311041230 ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅱ類異形管 呼び径９００～１５００ｍｍ 内面合成樹脂塗装 ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形　２類 径９００～１５００ｍｍ内面合成 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
合成樹脂塗装

1311041302 ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅲ類異形管 呼び径７５～１００ｍｍ 内面合成樹脂塗装 ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形　３類 径７５～１００ｍｍ　内面合成 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
合成樹脂塗装

1311041304 ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅲ類異形管 呼び径１５０～２５０ｍｍ 内面合成樹脂塗装 ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形　３類 径１５０～２５０ｍｍ　内面合成 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
合成樹脂塗装

1311041306 ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅲ類異形管 呼び径３００～４５０ｍｍ 内面合成樹脂塗装 ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形　３類 径３００～４５０ｍｍ　内面合成 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
合成樹脂塗装

1311041308 ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅲ類異形管 呼び径５００～８００ｍｍ 内面合成樹脂塗装 ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形　３類 径５００～８００ｍｍ　内面合成 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄異形管（Ｋ・フランジ形）内面
合成樹脂塗装

1311041310 ダクタイル鋳鉄異形管 （Ｋ・フランジ形） Ⅲ類異形管 呼び径９００～１５００ｍｍ 内面合成樹脂塗装 ＦＣＤ異形管Ｋ・Ｆ形　３類 径９００～１５００ｍｍ内面合成 ｔ 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032054 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｔ形用 呼び径７５ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｔ形用 呼び径７５ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032056 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｔ形用 呼び径１００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｔ形用 呼び径１００ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032058 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｔ形用 呼び径１５０ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｔ形用 呼び径１５０ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032060 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｔ形用 呼び径２００ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｔ形用 呼び径２００ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311032062 離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 Ｔ形用 呼び径２５０ｍｍ 押輪　ＦＣＤ用　Ｔ形用 呼び径２５０ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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離脱防止金具（押輪） 1311031050
離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック４０Ｌ（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径１
５０ｍｍ クロダイト工業

押輪　ＦＣＤ用　カミック４０Ｌ Ｋ形　呼び径１５０ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311031060
離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック４０Ｌ（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径２
００ｍｍ クロダイト工業

押輪　ＦＣＤ用　カミック４０Ｌ Ｋ形　呼び径２００ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311031070
離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック４０Ｌ（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径３
００ｍｍ クロダイト工業

押輪　ＦＣＤ用　カミック４０Ｌ Ｋ形　呼び径３００ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311031080
離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック４０Ｌ（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径３
５０ｍｍ クロダイト工業

押輪　ＦＣＤ用　カミック４０Ｌ Ｋ形　呼び径３５０ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311031090
離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径１５
０ｍｍ クロダイト工業

押輪　ＦＣＤ用　カミック８０ Ｋ形　呼び径１５０ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311031100
離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径２０
０ｍｍ クロダイト工業

押輪　ＦＣＤ用　カミック８０ Ｋ形　呼び径２００ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311031110
離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径３０
０ｍｍ クロダイト工業

押輪　ＦＣＤ用　カミック８０ Ｋ形　呼び径３００ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311031120
離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径３５
０ｍｍ クロダイト工業

押輪　ＦＣＤ用　カミック８０ Ｋ形　呼び径３５０ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311031130
離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径４０
０ｍｍ クロダイト工業

押輪　ＦＣＤ用　カミック８０ Ｋ形　呼び径４００ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311031140
離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径４５
０ｍｍ クロダイト工業

押輪　ＦＣＤ用　カミック８０ Ｋ形　呼び径４５０ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311031150
離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径５０
０ｍｍ クロダイト工業

押輪　ＦＣＤ用　カミック８０ Ｋ形　呼び径５００ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311031160
離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径６０
０ｍｍ クロダイト工業

押輪　ＦＣＤ用　カミック８０ Ｋ形　呼び径６００ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311031170
離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径７０
０ｍｍ クロダイト工業

押輪　ＦＣＤ用　カミック８０ Ｋ形　呼び径７００ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

離脱防止金具（押輪） 1311031180
離脱防止金具（押輪）　ダクタイル鋳鉄管用 カミック８０（樹脂塗装合金ボルト・ナット）ＦＳＡ　Ｋ形 呼び径８０
０ｍｍ クロダイト工業

押輪　ＦＣＤ用　カミック８０ Ｋ形　呼び径８００ｍｍ 組 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120002 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径７５ｍｍ×長５，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径７５×Ｌ５０００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120004 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径１００ｍｍ×長５，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径１００×Ｌ５０００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120006 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径１５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径１５０×Ｌ６０００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120008 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径２００ｍｍ×長６，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径２００×Ｌ６０００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120010 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径２５０ｍｍ×長６，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径２５０×Ｌ６０００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120012 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径３００ｍｍ×長７，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径３００×Ｌ７０００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120014 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径３５０ｍｍ×長７，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径３５０×Ｌ７０００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120016 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径４００ｍｍ×長７，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径４００×Ｌ７０００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120018 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径４５０ｍｍ×長７，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径４５０×Ｌ７０００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120020 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径５００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径５００×Ｌ７５００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120022 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径６００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径６００×Ｌ７５００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120024 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径７００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径７００×Ｌ７５００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120026 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径８００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径８００×Ｌ７５００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120028 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径９００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径９００×Ｌ７５００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120030 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径１，０００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径１０００×Ｌ７５００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120032 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径１，１００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径１１００×Ｌ７５００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120034 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径１，２００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径１２００×Ｌ７５００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120036 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径１，３５０ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径１３５０×Ｌ７５００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120038 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径１，５００ｍｍ×長７，５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ＦＣＤ管用ポリエチレンスリーブ 水道用　径１５００×Ｌ７５００ 枚 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120040 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径７５ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径７５ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120042 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120044 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径１５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管
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ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120046 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120048 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径２５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120050 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径３００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径３００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120052 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120054 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径４００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径４００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120056 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径４５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120058 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120060 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径６００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径６００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120062 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径７００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径７００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120064 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径８００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径８００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120066 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径９００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径９００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120068 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径１，０００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120070 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径１，１００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径１１００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120072 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径１，２００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径１２００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120074 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径１，３５０ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径１３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 1311120076 ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径１，５００ｍｍ ＪＷＷＡ　Ｋ　１５８ ポリエチレンスリーブ固定用 ゴムバンド　呼び径１５００ｍｍ 個 999 × ○ 1311 鋳鉄管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200230 ＥＦチーズ （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径２００×７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 片受　径２００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200232 ＥＦチーズ （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径２００×１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 片受　径２００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200234 ＥＦチーズ （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径２００×１５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 片受　径２００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200215 ＥＦチーズ （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径２００×２００ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 片受　径２００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200314 フランジ付きＥＦチーズ （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径２００×７５ｍｍ 水道配水用フランジ付ＥＦチーズ 片受　径２００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200316 フランジ付きＥＦチーズ （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径２００×１００ｍｍ 水道配水用フランジ付ＥＦチーズ 片受　径２００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200318 ＥＦ９０°ベンド （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦ９０度ベンド 片受　径５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200420 ＥＦ９０°ベンド （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径２００ｍｍ 水道配水用　ＥＦ９０度ベンド 片受　径２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200422 ＥＦ４５°ベンド （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦ４５度ベンド 片受　径５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200520 ＥＦ４５°ベンド （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径２００ｍｍ 水道配水用　ＥＦ４５度ベンド 片受　径２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200622 ＥＦ２２　１／２°ベンド （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦ２２　１／２度 片受　径５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200620 ＥＦ２２　１／２°ベンド （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径２００ｍｍ 水道配水用　ＥＦ２２　１／２度 片受　径２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201022 ＥＦ１１　１／４°ベンド （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦ１１　１／４度 片受　径５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201020 ＥＦ１１　１／４°ベンド （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径２００ｍｍ 水道配水用　ＥＦ１１　１／４度 片受　径２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200736 ＥＦ　Ｓベンド （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 片受　径５０×３００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200738 ＥＦ　Ｓベンド （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 片受　径５０×４５０Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200713 ＥＦ　Ｓベンド （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 片受　径５０×６００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200740 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 片受　径７５×３００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200742 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 片受　径７５×４５０Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200744 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 片受　径１００×３００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200746 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 片受　径１００×４５０Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200748 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 片受　径１５０×３００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200750 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 片受　径１５０×４５０Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201101 ＥＦフランジ短管 （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦフランジ短管 片受　径５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201108 ＥＦフランジ短管 （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径２００ｍｍ 水道配水用　ＥＦフランジ短管 片受　径２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305202002 ＥＦレデューサ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径７５×５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦレデューサ 片受　径７５×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305202004 ＥＦレデューサ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１００×５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦレデューサ 片受　径１００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305202006 ＥＦレデューサ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１００×７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦレデューサ 片受　径１００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305202008 ＥＦレデューサ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 片受 呼び径１５０×１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦレデューサ 片受　径１５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305202010 ＥＦレデューサ （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径２００×７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦレデューサ 片受　径２００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305202012 ＥＦレデューサ （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径２００×１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦレデューサ 片受　径２００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305202014 ＥＦレデューサ （ＰＴＣ規格） 片受 呼び径２００×１５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦレデューサ 片受　径２００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201700 Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ 水道配水用　Ｓベンド スピゴット　径５０×３００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201701 Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ 水道配水用　Ｓベンド スピゴット　径５０×４５０Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201704 Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ 水道配水用　Ｓベンド スピゴット　径７５×３００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201706 Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ 水道配水用　Ｓベンド スピゴット　径７５×４５０Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201708 Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径７５ｍｍ×６００Ｈ 水道配水用　Ｓベンド スピゴット　径７５×６００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201710 Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ 水道配水用　Ｓベンド スピゴット　径１００×３００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201712 Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ 水道配水用　Ｓベンド スピゴット　径１００×４５０Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201714 Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径１００ｍｍ×６００Ｈ 水道配水用　Ｓベンド スピゴット　径１００×６００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201716 Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ 水道配水用　Ｓベンド スピゴット　径１５０×３００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201718 Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ 水道配水用　Ｓベンド スピゴット　径１５０×４５０Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201720 Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径１５０ｍｍ×６００Ｈ 水道配水用　Ｓベンド スピゴット　径１５０×６００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200807 フランジ・アダプタ （ＰＴＣ規格） スピゴット 呼び径２００ｍｍ 水道配水用　フランジ・アダプタ スピゴット　径２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200907 キャップ （ＰＴＣ規格） スピゴット 呼び径２００ｍｍ 水道配水用　キャップ スピゴット　径２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201902 レデューサ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径７５×５０ｍｍ 水道配水用　レデューサ スピゴット　径７５×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201904 レデューサ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径１００×５０ｍｍ 水道配水用　レデューサ スピゴット　径１００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201906 レデューサ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径１００×７５ｍｍ 水道配水用　レデューサ スピゴット　径１００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201908 レデューサ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） スピゴット 呼び径１５０×１００ｍｍ 水道配水用　レデューサ スピゴット　径１５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201910 レデューサ （ＰＴＣ規格） スピゴット 呼び径２００×７５ｍｍ 水道配水用　レデューサ スピゴット　径２００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201912 レデューサ （ＰＴＣ規格） スピゴット 呼び径２００×１００ｍｍ 水道配水用　レデューサ スピゴット　径２００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201914 レデューサ （ＰＴＣ規格） スピゴット 呼び径２００×１５０ｍｍ 水道配水用　レデューサ スピゴット　径２００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200201 ＥＦチーズ （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径５０×５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 両受　径５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200224 ＥＦチーズ （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径２００×７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 両受　径２００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200226 ＥＦチーズ （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径２００×１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 両受　径２００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200228 ＥＦチーズ （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径２００×１５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 両受　径２００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200207 ＥＦチーズ （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径２００×２００ｍｍ 水道配水用　ＥＦチーズ 両受　径２００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200303 フランジ付きＥＦチーズ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１００×１００ｍｍ 水道配水用フランジ付ＥＦチーズ 両受　径１００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201314 フランジ付きＥＦチーズ （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径２００×７５ｍｍ 水道配水用フランジ付ＥＦチーズ 両受　径２００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201316 フランジ付きＥＦチーズ （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径２００×１００ｍｍ 水道配水用フランジ付ＥＦチーズ 両受　径２００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200407 ＥＦ９０°ベンド （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦ９０度ベンド 両受　径５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200413 ＥＦ９０°ベンド （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径２００ｍｍ 水道配水用　ＥＦ９０度ベンド 両受　径２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200507 ＥＦ４５°ベンド （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦ４５度ベンド 両受　径５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200513 ＥＦ４５°ベンド （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径２００ｍｍ 水道配水用　ＥＦ４５度ベンド 両受　径２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200607 ＥＦ２２　１／２°ベンド （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦ２２　１／２度 両受　径５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200613 ＥＦ２２　１／２°ベンド （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径２００ｍｍ 水道配水用　ＥＦ２２　１／２度 両受　径２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201007 ＥＦ１１　１／４°ベンド （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦ１１　１／４度 両受　径５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201013 ＥＦ１１　１／４°ベンド （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径２００ｍｍ 水道配水用　ＥＦ１１　１／４度 両受　径２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200720 ＥＦ　Ｓベンド （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径５０ｍｍ×３００Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 両受　径５０×３００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200722 ＥＦ　Ｓベンド （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径５０ｍｍ×４５０Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 両受　径５０×４５０Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200707 ＥＦ　Ｓベンド （ＰＴＣ規格） 両受 呼び径５０ｍｍ×６００Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 両受　径５０×６００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200724 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径７５ｍｍ×３００Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 両受　径７５×３００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200726 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径７５ｍｍ×４５０Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 両受　径７５×４５０Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200728 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１００ｍｍ×３００Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 両受　径１００×３００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200730 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１００ｍｍ×４５０Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 両受　径１００×４５０Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200732 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１５０ｍｍ×３００Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 両受　径１５０×３００Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305200734 ＥＦ　Ｓベンド （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 両受 呼び径１５０ｍｍ×４５０Ｈ 水道配水用　ＥＦ　Ｓベンド 両受　径１５０×４５０Ｈ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201801 ＥＦキャップ （ＰＴＣ規格） 呼び径５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦキャップ 径５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201802 ＥＦキャップ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 呼び径７５ｍｍ 水道配水用　ＥＦキャップ 径７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201804 ＥＦキャップ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 呼び径１００ｍｍ 水道配水用　ＥＦキャップ 径１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201806 ＥＦキャップ （ＪＷＷＡ　Ｋ　１４５） 呼び径１５０ｍｍ 水道配水用　ＥＦキャップ 径１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

水道配水用ポリエチレン管（継手） 1305201808 ＥＦキャップ （ＰＴＣ規格） 呼び径２００ｍｍ 水道配水用　ＥＦキャップ 径２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305241002 下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ ５０－Ｊ 外径６０ｍｍ 厚４．４ｍｍ 長５．０ｍ 下水道用　プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ　５０－Ｊ　Ｌ５ｍ 本 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305241004 下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ ５０ 外径６３ｍｍ 厚４．７ｍｍ 長５．０ｍ 下水道用　プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ　５０　Ｌ５ｍ 本 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305241006 下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ ７５ 外径９０ｍｍ 厚６．７ｍｍ 長５．０ｍ 下水道用　プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ　７５　Ｌ５ｍ 本 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305241008 下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ １００ 外径１２５ｍｍ 厚９．２ｍｍ 長５．０ｍ 下水道用　プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ　１００　Ｌ５ｍ 本 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305241010 下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ １５０ 外径１８０ｍｍ 厚１３．３ｍｍ 長５．０ｍ 下水道用　プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ　１５０　Ｌ５ｍ 本 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305241012 下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ ２００ 外径２５０ｍｍ 厚１８．４ｍｍ 長５．０ｍ 下水道用　プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ　２００　Ｌ５ｍ 本 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305241014 下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ ２５０ 外径３１５ｍｍ 厚２３．２ｍｍ 長５．０ｍ 下水道用　プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ　２５０　Ｌ５ｍ 本 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305241016 下水道用ポリエチレン管 プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ ３００ 外径３５５ｍｍ 厚２６．１ｍｍ 長５．０ｍ 下水道用　プレーンエンド直管 ＰＥ－ＳＰ　３００　Ｌ５ｍ 本 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305242002 下水道用ポリエチレン管 片受直管 ＰＥ－ＳＥ ７５ 外径９０ｍｍ 厚６．７ｍｍ 長５．０ｍ 下水道用　片受直管 ＰＥ－ＳＥ　７５　Ｌ５ｍ 本 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305242004 下水道用ポリエチレン管 片受直管 ＰＥ－ＳＥ １００ 外径１２５ｍｍ 厚９．２ｍｍ 長５．０ｍ 下水道用　片受直管 ＰＥ－ＳＥ　１００　Ｌ５ｍ 本 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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下水道用ポリエチレン管 1305242006 下水道用ポリエチレン管 片受直管 ＰＥ－ＳＥ １５０ 外径１８０ｍｍ 厚１３．３ｍｍ 長５．０ｍ 下水道用　片受直管 ＰＥ－ＳＥ　１５０　Ｌ５ｍ 本 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305242008 下水道用ポリエチレン管 片受直管 ＰＥ－ＳＥ ２００ 外径２５０ｍｍ 厚１８．４ｍｍ 長５．０ｍ 下水道用　片受直管 ＰＥ－ＳＥ　２００　Ｌ５ｍ 本 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305242010 下水道用ポリエチレン管 片受直管 ＰＥ－ＳＥ ２５０ 外径３１５ｍｍ 厚２３．２ｍｍ 長５．０ｍ 下水道用　片受直管 ＰＥ－ＳＥ　２５０　Ｌ５ｍ 本 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305251002 下水道用ポリエチレン管 カラー（ソケット） ＰＥ－Ｄ ５０－Ｊ 下水道用　カラー　ソケット ＰＥ－Ｄ　５０－Ｊ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305251004 下水道用ポリエチレン管 カラー（ソケット） ＰＥ－Ｄ ５０ 下水道用　カラー　ソケット ＰＥ－Ｄ　５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305251006 下水道用ポリエチレン管 カラー（ソケット） ＰＥ－Ｄ ７５ 下水道用　カラー　ソケット ＰＥ－Ｄ　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305251008 下水道用ポリエチレン管 カラー（ソケット） ＰＥ－Ｄ １００ 下水道用　カラー　ソケット ＰＥ－Ｄ　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305251010 下水道用ポリエチレン管 カラー（ソケット） ＰＥ－Ｄ １５０ 下水道用　カラー　ソケット ＰＥ－Ｄ　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305251012 下水道用ポリエチレン管 カラー（ソケット） ＰＥ－Ｄ ２００ 下水道用　カラー　ソケット ＰＥ－Ｄ　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305251014 下水道用ポリエチレン管 カラー（ソケット） ＰＥ－Ｄ ２５０ 下水道用　カラー　ソケット ＰＥ－Ｄ　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305251016 下水道用ポリエチレン管 カラー（ソケット） ＰＥ－Ｄ ３００ 下水道用　カラー　ソケット ＰＥ－Ｄ　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252002 下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４° ＰＥ－１１ＢＳ ７５ 下水道用　曲管１１　１／４度 ＰＥ－１１ＢＳ　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252004 下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４° ＰＥ－１１ＢＳ １００ 下水道用　曲管１１　１／４度 ＰＥ－１１ＢＳ　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252006 下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４° ＰＥ－１１ＢＳ １５０ 下水道用　曲管１１　１／４度 ＰＥ－１１ＢＳ　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252008 下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４° ＰＥ－１１ＢＳ ２００ 下水道用　曲管１１　１／４度 ＰＥ－１１ＢＳ　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252010 下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４° ＰＥ－１１ＢＳ ２５０ 下水道用　曲管１１　１／４度 ＰＥ－１１ＢＳ　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252012 下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４° ＰＥ－１１Ｂ ５０－Ｊ 下水道用　曲管１１　１／４度 ＰＥ－１１Ｂ　５０－Ｊ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252014 下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４° ＰＥ－１１Ｂ ５０ 下水道用　曲管１１　１／４度 ＰＥ－１１Ｂ　５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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下水道用ポリエチレン管 1305252016 下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４° ＰＥ－１１Ｂ ７５ 下水道用　曲管１１　１／４度 ＰＥ－１１Ｂ　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252018 下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４° ＰＥ－１１Ｂ １００ 下水道用　曲管１１　１／４度 ＰＥ－１１Ｂ　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252020 下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４° ＰＥ－１１Ｂ １５０ 下水道用　曲管１１　１／４度 ＰＥ－１１Ｂ　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252022 下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４° ＰＥ－１１Ｂ ２００ 下水道用　曲管１１　１／４度 ＰＥ－１１Ｂ　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252024 下水道用ポリエチレン管 曲管１１　１／４° ＰＥ－１１Ｂ ２５０ 下水道用　曲管１１　１／４度 ＰＥ－１１Ｂ　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252502 下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２° ＰＥ－２２ＢＳ ７５ 下水道用　曲管２２　１／２度 ＰＥ－２２ＢＳ　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252504 下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２° ＰＥ－２２ＢＳ １００ 下水道用　曲管２２　１／２度 ＰＥ－２２ＢＳ　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252506 下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２° ＰＥ－２２ＢＳ １５０ 下水道用　曲管２２　１／２度 ＰＥ－２２ＢＳ　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252508 下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２° ＰＥ－２２ＢＳ ２００ 下水道用　曲管２２　１／２度 ＰＥ－２２ＢＳ　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252510 下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２° ＰＥ－２２ＢＳ ２５０ 下水道用　曲管２２　１／２度 ＰＥ－２２ＢＳ　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252512 下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２° ＰＥ－２２Ｂ ５０－Ｊ 下水道用　曲管２２　１／２度 ＰＥ－２２Ｂ　５０－Ｊ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252514 下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２° ＰＥ－２２Ｂ ５０ 下水道用　曲管２２　１／２度 ＰＥ－２２Ｂ　５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252516 下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２° ＰＥ－２２Ｂ ７５ 下水道用　曲管２２　１／２度 ＰＥ－２２Ｂ　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252518 下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２° ＰＥ－２２Ｂ １００ 下水道用　曲管２２　１／２度 ＰＥ－２２Ｂ　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252520 下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２° ＰＥ－２２Ｂ １５０ 下水道用　曲管２２　１／２度 ＰＥ－２２Ｂ　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252522 下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２° ＰＥ－２２Ｂ ２００ 下水道用　曲管２２　１／２度 ＰＥ－２２Ｂ　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305252524 下水道用ポリエチレン管 曲管２２　１／２° ＰＥ－２２Ｂ ２５０ 下水道用　曲管２２　１／２度 ＰＥ－２２Ｂ　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253002 下水道用ポリエチレン管 曲管４５° ＰＥ－４５ＢＳ ７５ 下水道用　曲管４５度 ＰＥ－４５ＢＳ　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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下水道用ポリエチレン管 1305253004 下水道用ポリエチレン管 曲管４５° ＰＥ－４５ＢＳ １００ 下水道用　曲管４５度 ＰＥ－４５ＢＳ　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253006 下水道用ポリエチレン管 曲管４５° ＰＥ－４５ＢＳ １５０ 下水道用　曲管４５度 ＰＥ－４５ＢＳ　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253008 下水道用ポリエチレン管 曲管４５° ＰＥ－４５ＢＳ ２００ 下水道用　曲管４５度 ＰＥ－４５ＢＳ　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253010 下水道用ポリエチレン管 曲管４５° ＰＥ－４５ＢＳ ２５０ 下水道用　曲管４５度 ＰＥ－４５ＢＳ　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253012 下水道用ポリエチレン管 曲管４５° ＰＥ－４５Ｂ ５０－Ｊ 下水道用　曲管４５度 ＰＥ－４５Ｂ　５０－Ｊ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253014 下水道用ポリエチレン管 曲管４５° ＰＥ－４５Ｂ ５０ 下水道用　曲管４５度 ＰＥ－４５Ｂ　５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253016 下水道用ポリエチレン管 曲管４５° ＰＥ－４５Ｂ ７５ 下水道用　曲管４５度 ＰＥ－４５Ｂ　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253018 下水道用ポリエチレン管 曲管４５° ＰＥ－４５Ｂ １００ 下水道用　曲管４５度 ＰＥ－４５Ｂ　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253020 下水道用ポリエチレン管 曲管４５° ＰＥ－４５Ｂ １５０ 下水道用　曲管４５度 ＰＥ－４５Ｂ　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253022 下水道用ポリエチレン管 曲管４５° ＰＥ－４５Ｂ ２００ 下水道用　曲管４５度 ＰＥ－４５Ｂ　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253024 下水道用ポリエチレン管 曲管４５° ＰＥ－４５Ｂ ２５０ 下水道用　曲管４５度 ＰＥ－４５Ｂ　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253502 下水道用ポリエチレン管 曲管９０° ＰＥ－９０ＢＳ ７５ 下水道用　曲管９０度 ＰＥ－９０ＢＳ　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253504 下水道用ポリエチレン管 曲管９０° ＰＥ－９０ＢＳ １００ 下水道用　曲管９０度 ＰＥ－９０ＢＳ　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253506 下水道用ポリエチレン管 曲管９０° ＰＥ－９０ＢＳ １５０ 下水道用　曲管９０度 ＰＥ－９０ＢＳ　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253508 下水道用ポリエチレン管 曲管９０° ＰＥ－９０ＢＳ ２００ 下水道用　曲管９０度 ＰＥ－９０ＢＳ　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253510 下水道用ポリエチレン管 曲管９０° ＰＥ－９０Ｂ ５０－Ｊ 下水道用　曲管９０度 ＰＥ－９０Ｂ　５０－Ｊ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253512 下水道用ポリエチレン管 曲管９０° ＰＥ－９０Ｂ ５０ 下水道用　曲管９０度 ＰＥ－９０Ｂ　５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253514 下水道用ポリエチレン管 曲管９０° ＰＥ－９０Ｂ ７５ 下水道用　曲管９０度 ＰＥ－９０Ｂ　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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下水道用ポリエチレン管 1305253516 下水道用ポリエチレン管 曲管９０° ＰＥ－９０Ｂ １００ 下水道用　曲管９０度 ＰＥ－９０Ｂ　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253518 下水道用ポリエチレン管 曲管９０° ＰＥ－９０Ｂ １５０ 下水道用　曲管９０度 ＰＥ－９０Ｂ　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253520 下水道用ポリエチレン管 曲管９０° ＰＥ－９０Ｂ ２００ 下水道用　曲管９０度 ＰＥ－９０Ｂ　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305253522 下水道用ポリエチレン管 曲管９０° ＰＥ－９０Ｂ ２５０ 下水道用　曲管９０度 ＰＥ－９０Ｂ　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305254002 下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 ＰＥ－Ｆ ５０－Ｊ 下水道用　フランジ短管 ＰＥ－Ｆ　５０－Ｊ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305254004 下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 ＰＥ－Ｆ ５０ 下水道用　フランジ短管 ＰＥ－Ｆ　５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305254006 下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 ＰＥ－Ｆ ７５ 下水道用　フランジ短管 ＰＥ－Ｆ　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305254008 下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 ＰＥ－Ｆ １００ 下水道用　フランジ短管 ＰＥ－Ｆ　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305254010 下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 ＰＥ－Ｆ １５０ 下水道用　フランジ短管 ＰＥ－Ｆ　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305254012 下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 ＰＥ－Ｆ ２００ 下水道用　フランジ短管 ＰＥ－Ｆ　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305254014 下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 ＰＥ－Ｆ ２５０ 下水道用　フランジ短管 ＰＥ－Ｆ　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

下水道用ポリエチレン管 1305254016 下水道用ポリエチレン管 フランジ短管 ＰＥ－Ｆ ３００ 下水道用　フランジ短管 ＰＥ－Ｆ　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270002 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ７５ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　７５×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270004 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　１００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270006 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　１００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270008 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　１００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270010 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　１２５×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270012 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　１２５×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305270014 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　１２５×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270016 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　１２５×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270018 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　１５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270020 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　１５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270022 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　１５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270024 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　１５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270026 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　１５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270028 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　２００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270030 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　２００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270032 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　２００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270034 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　２００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270036 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　２００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270038 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　２００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270040 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　２５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270042 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　２５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270044 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　２５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270046 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　２５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270048 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　２５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305270050 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　２５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270052 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　２５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270054 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270056 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270058 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270060 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270062 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270064 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270066 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270068 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270070 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270072 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270074 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270076 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270078 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270080 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270082 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270084 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３５０×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305270086 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　３５０×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270088 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270090 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270092 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270094 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270096 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270098 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270100 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270102 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270104 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４００×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270106 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４００×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270108 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270110 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270112 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270114 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270116 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270118 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270120 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305270122 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４５０×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270124 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４５０×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270126 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４５０×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270128 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　４５０×４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270130 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　５００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270132 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　５００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270134 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　５００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270136 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　５００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270138 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　５００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270140 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　５００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270142 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　５００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270144 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　５００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270146 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　５００×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270148 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　５００×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270150 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　５００×４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270152 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＵ　機能無　５００×５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270502 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ７５ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　７５×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270504 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　１００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305270506 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　１００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270508 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無１００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270510 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　１２５×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270512 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　１２５×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270514 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無１２５×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270516 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無１２５×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270518 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　１５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270520 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　１５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270522 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270524 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270526 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270528 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　２００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270530 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　２００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270532 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270534 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270536 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270538 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270540 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　２５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305270542 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　２５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270544 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270546 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270548 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270550 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270552 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270554 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　３００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270556 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　３００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270558 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270560 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270562 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270564 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270566 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270568 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270570 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　３５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270572 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　３５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270574 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270576 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305270578 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270580 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270582 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270584 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270586 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270588 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　４００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270590 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　４００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270592 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270594 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270596 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270598 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270600 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270602 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270604 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270606 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270608 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　４５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270610 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　４５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270612 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305270614 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270616 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270618 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270620 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270622 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270624 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270626 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270628 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270630 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　５００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270632 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　５００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270634 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270636 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270638 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270640 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270642 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270644 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270646 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270648 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305270650 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270652 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270154 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ７５ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　７５×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270156 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 １００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　１００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270158 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 １００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　１００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270160 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 １００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　１００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270162 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　１２５×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270164 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　１２５×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270166 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　１２５×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270168 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　１２５×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270170 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　１５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270172 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　１５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270174 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　１５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270176 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　１５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270178 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　１５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270180 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　２００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270182 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　２００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270184 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　２００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305270186 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　２００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270188 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　２００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270190 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　２００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270192 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　２５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270194 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　２５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270196 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　２５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270198 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　２５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270200 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　２５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270202 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　２５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270204 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　２５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270206 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270208 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270210 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270212 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270214 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270216 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270218 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270220 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

3503 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ＦＲＰ製異形管 1305270222 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270224 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270226 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270228 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270230 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270232 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270234 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270236 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３５０×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270238 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　３５０×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270240 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270242 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270244 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270246 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270248 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270250 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270252 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270254 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270256 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４００×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

3504 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ＦＲＰ製異形管 1305270258 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４００×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270260 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270262 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270264 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270266 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270268 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270270 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270272 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270274 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４５０×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270276 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４５０×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270278 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４５０×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270280 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　４５０×４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270282 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　５００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270284 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　５００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270286 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　５００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270288 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　５００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270290 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　５００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270292 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　５００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305270294 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　５００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270296 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　５００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270298 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　５００×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270300 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　５００×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270302 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　５００×４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270304 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＵ　機能付　５００×５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270654 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ７５ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ　機能付　７５×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270656 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　１００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270658 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　１００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270660 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付１００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270662 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　１２５×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270664 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　１２５×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270666 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付１２５×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270668 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付１２５×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270670 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　１５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270672 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　１５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270674 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付１５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270676 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付１５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305270678 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付１５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270680 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　２００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270682 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　２００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270684 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付２００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270686 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付２００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270688 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付２００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270690 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付２００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270692 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　２５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270694 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　２５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270696 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270698 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270700 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270702 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270704 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付２５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270706 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　３００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270708 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　３００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270710 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付３００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270712 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付３００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305270714 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付３００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270716 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付３００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270718 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付３００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270720 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付３００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270722 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　３５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270724 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　３５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270726 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270728 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270730 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270732 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270734 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270736 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270738 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付３５０×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270740 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　４００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270742 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　４００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270744 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270746 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270748 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305270750 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270752 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270754 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270756 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４００×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270758 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４００×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270760 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　４５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270762 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　４５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270764 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270766 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270768 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270770 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270772 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270774 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270776 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270778 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270780 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付４５０×４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270782 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　５００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270784 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付　５００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305270786 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付５００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270788 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付５００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270790 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付５００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270792 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付５００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270794 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付５００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270796 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付５００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270798 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付５００×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270800 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付５００×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270802 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付５００×４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305270804 ＦＲＰ製異形管 Ｔ字管 三方抜け止め　ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ×５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　Ｔ字管　三方抜止 ＶＰ・ＶＭ機能付５００×５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271004 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能無　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271006 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能無　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271008 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能無　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271010 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能無　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271012 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能無　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271014 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能無　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271016 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能無　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271018 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能無　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305271020 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能無　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271022 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能無　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271024 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能無　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271504 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271506 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271508 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271510 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271512 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271514 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271516 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271518 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271520 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271522 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271524 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272004 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能無　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272006 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能無　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272008 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能無　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272010 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能無　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305272012 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能無　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272014 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能無　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272016 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能無　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272018 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能無　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272020 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能無　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272022 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能無　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272024 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能無　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272504 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272506 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272508 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272510 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272512 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272514 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272516 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272518 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272520 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272522 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272524 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305273004 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能無　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273006 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能無　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273008 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能無　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273010 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能無　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273012 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能無　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273014 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能無　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273016 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能無　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273018 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能無　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273020 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能無　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273022 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能無　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273024 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能無　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273504 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273506 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273508 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273510 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273512 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273514 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273516 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305273518 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273520 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273522 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273524 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274004 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能無　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274006 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能無　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274008 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能無　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274010 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能無　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274012 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能無　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274014 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能無　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274016 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能無　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274018 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能無　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274020 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能無　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274022 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能無　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274024 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能無　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274504 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274506 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274508 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305274510 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274512 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274514 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274516 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274518 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274520 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274522 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274524 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275004 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能無　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275006 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能無　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275008 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能無　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275010 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能無　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275012 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能無　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275014 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能無　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275016 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能無　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275018 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能無　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275020 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能無　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275022 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能無　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305275024 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能無　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275504 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275506 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275508 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275510 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275512 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275514 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275516 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275518 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275520 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275522 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275524 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271028 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能付　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271030 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 １００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能付　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271032 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能付　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271034 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能付　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271036 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能付　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271038 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能付　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305271040 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能付　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271042 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能付　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271044 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能付　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271046 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能付　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271048 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＵ　機能付　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271528 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271530 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271532 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271534 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271536 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271538 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271540 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271542 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271544 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271546 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305271548 ＦＲＰ製異形管 ９０° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　９０度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272028 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能付　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272030 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 １００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能付　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305272032 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能付　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272034 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能付　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272036 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能付　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272038 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能付　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272040 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能付　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272042 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能付　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272044 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能付　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272046 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能付　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272048 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＵ　機能付　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272528 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272530 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272532 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272534 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272536 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272538 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272540 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272542 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272544 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305272546 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305272548 ＦＲＰ製異形管 ４５° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　４５度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273028 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能付　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273030 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 １００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能付　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273032 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能付　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273034 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能付　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273036 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能付　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273038 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能付　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273040 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能付　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273042 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能付　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273044 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能付　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273046 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能付　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273048 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＵ　機能付　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273528 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273530 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273532 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273534 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273536 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305273538 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273540 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273542 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273544 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273546 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305273548 ＦＲＰ製異形管 ２２　１／２° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管２２　１／２度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274028 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能付　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274030 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 １００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能付　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274032 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能付　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274034 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能付　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274036 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能付　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274038 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能付　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274040 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能付　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274042 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能付　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274044 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能付　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274046 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能付　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274048 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＵ　機能付　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274528 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305274530 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274532 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274534 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274536 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274538 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274540 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274542 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274544 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274546 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305274548 ＦＲＰ製異形管 １１　１／４° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管１１　１／４度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275028 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能付　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275030 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 １００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能付　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275032 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能付　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275034 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能付　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275036 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能付　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275038 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能付　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275040 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能付　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275042 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能付　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305275044 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能付　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275046 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能付　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275048 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＵ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＵ　機能付　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275528 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275530 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275532 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275534 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275536 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275538 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275540 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275542 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275544 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275546 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305275548 ＦＲＰ製異形管 ５　５／８° 曲管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能付 ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　５　５／８度曲管 ＶＰ・ＶＭ　機能付　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276002 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ７５ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　７５×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276004 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　１００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276006 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　１００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276008 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　１００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305276010 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　１２５×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276012 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　１２５×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276014 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　１２５×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276016 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　１２５×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276018 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　１５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276020 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　１５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276022 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　１５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276024 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　１５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276026 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　１５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276028 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　２００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276030 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　２００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276032 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　２００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276034 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　２００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276036 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　２００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276038 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　２００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276040 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　２５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276042 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　２５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276044 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　２５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305276046 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　２５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276048 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　２５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276050 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　２５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276052 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　２５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276054 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276056 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276058 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276060 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276062 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276064 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276066 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276068 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276070 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276072 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276074 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276076 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276078 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276080 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305276082 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276084 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３５０×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276086 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　３５０×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276088 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276090 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276092 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276094 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276096 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276098 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276100 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276102 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276104 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４００×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276106 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４００×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276108 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276110 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276112 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276114 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276116 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305276118 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276120 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276122 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４５０×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276124 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４５０×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276126 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４５０×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276128 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　４５０×４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276130 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　５００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276132 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　５００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276134 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　５００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276136 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　５００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276138 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　５００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276140 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　５００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276142 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　５００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276144 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　５００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276146 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　５００×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276148 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　５００×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276150 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　５００×４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276152 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＵ　機能無　５００×５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305276502 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ７５ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　７５×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276504 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　１００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276506 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　１００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276508 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無１００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276510 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　１２５×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276512 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　１２５×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276514 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無１２５×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276516 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無１２５×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276518 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　１５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276520 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　１５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276522 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276524 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276526 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276528 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　２００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276530 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　２００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276532 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276534 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276536 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

3527 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ＦＲＰ製異形管 1305276538 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276540 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　２５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276542 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　２５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276544 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276546 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276548 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276550 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276552 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276554 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　３００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276556 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　３００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276558 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276560 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276562 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276564 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276566 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276568 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276570 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　３５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276572 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　３５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305276574 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276576 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276578 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276580 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276582 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276584 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276586 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276588 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　４００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276590 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　４００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276592 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276594 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276596 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276598 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276600 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276602 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276604 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276606 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276608 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　４５０×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305276610 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　４５０×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276612 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276614 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276616 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276618 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276620 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276622 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276624 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276626 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276628 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276630 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　５００×５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276632 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無　５００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276634 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276636 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276638 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276640 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276642 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276644 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305276646 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276648 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276650 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305276652 ＦＲＰ製異形管 十字管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　十字管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277002 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　１００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277004 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　１２５×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277006 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　１２５×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277008 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　１５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277010 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　１５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277012 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　２００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277014 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　２００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277016 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　２００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277018 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　２５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277020 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　２５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277022 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　２５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277024 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　２５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277026 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　３００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277028 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　３００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305277030 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　３００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277032 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　３００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277034 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　３００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277036 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　３５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277038 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　３５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277040 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　３５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277042 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　３５０×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277044 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　４００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277046 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　４００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277048 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　４００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277050 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　４００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277052 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　４００×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277054 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　４５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277056 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　４５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277058 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　４５０×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277060 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　４５０×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277062 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　４５０×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277064 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　５００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305277066 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　５００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277068 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　５００×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277070 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　５００×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277072 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＵ　機能無　５００×４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277502 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無　１００×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277504 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無　１２５×７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277506 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無１２５×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277508 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277510 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無１５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277512 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277514 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277516 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無２００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277518 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277520 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277522 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277524 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無２５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277526 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277528 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305277530 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277532 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277534 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無３００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277536 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277538 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277540 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277542 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無３５０×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277544 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×１５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277546 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277548 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277550 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277552 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無４００×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277554 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277556 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277558 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277560 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277562 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無４５０×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277564 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305277566 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277568 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277570 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305277572 ＦＲＰ製異形管 片落ち管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ×４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　片落ち管 ＶＰ・ＶＭ機能無５００×４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278004 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＵ　機能無　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278006 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＵ　機能無　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278008 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＵ　機能無　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278010 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＵ　機能無　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278012 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＵ　機能無　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278014 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＵ　機能無　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278016 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＵ　機能無　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278018 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＵ　機能無　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278020 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＵ　機能無　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278022 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＵ　機能無　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278024 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＵ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＵ　機能無　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278504 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ７５ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　７５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278506 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １００ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278508 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １２５ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１２５ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管
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ＦＲＰ製異形管 1305278510 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし １５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　１５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278512 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２００ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　２００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278514 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ２５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　２５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278516 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３００ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　３００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278518 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ３５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　３５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278520 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４００ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　４００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278522 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ４５０ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　４５０ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

ＦＲＰ製異形管 1305278524 ＦＲＰ製異形管 両受け短管 ＶＰ・ＶＭ用　離脱防止機能なし ５００ｍｍ ＦＲＰ異形管　両受け短管 ＶＰ・ＶＭ　機能無　５００ 個 999 × ○ 1305 合成樹脂管

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056038
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 標準弁体 呼び径５００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　標準　径５００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056040
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 標準弁体 呼び径６００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　標準　径６００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056042
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 標準弁体 呼び径７００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　標準　径７００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056044
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 標準弁体 呼び径８００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　標準　径８００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056046
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 標準弁体 呼び径９００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　標準　径９００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056048
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 標準弁体 呼び径１，０００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口標準　径１０００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056050
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 充水弁体 呼び径５００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　充水　径５００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056052
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 充水弁体 呼び径６００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　充水　径６００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056054
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 充水弁体 呼び径７００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　充水　径７００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056056
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 充水弁体 呼び径８００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　充水　径８００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類
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耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056058
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 充水弁体 呼び径９００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口　充水　径９００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056060
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センター
キャップ式 充水弁体 呼び径１，０００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 ７．５Ｋ両受口充水　径１０００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056062
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 標準弁体 呼び径５００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　標準　径５００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056064
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 標準弁体 呼び径６００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　標準　径６００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056066
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 標準弁体 呼び径７００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　標準　径７００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056068
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 標準弁体 呼び径８００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　標準　径８００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056070
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 標準弁体 呼び径９００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　標準　径９００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056072
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 標準弁体 呼び径１，０００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ両受口　標準　径１０００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056074
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 充水弁体 呼び径５００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　充水　径５００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056076
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 充水弁体 呼び径６００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　充水　径６００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056078
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 充水弁体 呼び径７００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　充水　径７００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056080
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 充水弁体 呼び径８００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　充水　径８００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056082
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 充水弁体 呼び径９００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ　両受口　充水　径９００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315056084
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装 両受口 センターキャッ
プ式 充水弁体 呼び径１，０００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁 １０Ｋ両受口　充水　径１０００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315130002
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁・ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 ＪＩＳ　Ｇ５５
２６・５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２ 受口・挿し口用 呼び径３００ｍｍ

ＮＳ形仕切弁・バタ弁用接合部品 受口・挿し口用　径３００ 組 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315130502
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁・ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 ＪＩＳ　Ｇ５５
２６・５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２ 両受口用 呼び径３００ｍｍ

ＮＳ形仕切弁・バタ弁用接合部品 両受口用　径３００ 組 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315130504
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁・ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 ＪＩＳ　Ｇ５５
２６・５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２ 両受口用 呼び径３５０ｍｍ

ＮＳ形仕切弁・バタ弁用接合部品 両受口用　径３５０ 組 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315130506
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形ソフトシール仕切弁・ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 ＪＩＳ　Ｇ５５
２６・５５２７，ＪＷＷＡ　Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２ 両受口用 呼び径４００ｍｍ

ＮＳ形仕切弁・バタ弁用接合部品 両受口用　径４００ 組 999 × ○ 1315 弁・栓類
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耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315130508
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 ＪＩＳ　Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ
Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２ 両受口用 呼び径４５０ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用　径４５０ 組 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315130510
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 ＪＩＳ　Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ
Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２ 両受口用 呼び径５００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用　径５００ 組 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315130512
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 ＪＩＳ　Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ
Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２ 両受口用 呼び径６００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用　径６００ 組 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315130514
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 ＪＩＳ　Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ
Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２ 両受口用 呼び径７００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用　径７００ 組 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315130516
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 ＪＩＳ　Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ
Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２ 両受口用 呼び径８００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用　径８００ 組 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315130518
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 ＪＩＳ　Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ
Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２ 両受口用 呼び径９００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用　径９００ 組 999 × ○ 1315 弁・栓類

耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 1315130520
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 ＪＩＳ　Ｇ５５２６・５５２７，ＪＷＷＡ
Ｇ１１３・１１４，ＪＤＰＡ　Ｇ１０４２ 両受口用 呼び径１，０００ｍｍ

ＮＳ形バタフライ弁用接合部品 両受口用　径１０００ 組 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012206 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径５０ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012208 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径７５ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径７５ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012210 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径１００ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径１００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012212 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径１２５ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径１２５ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012214 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径１５０ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012216 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径２００ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径２００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012218 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径２５０ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012220 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径３００ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径３００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012222 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径３５０ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012224 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径４００ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径４００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012226 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径４５０ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類
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手動仕切弁 1315012228 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ ７．５Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径５００ｍｍ 手動仕切弁　７．５Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径５００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012230 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径５０ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012232 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径７５ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径７５ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012234 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径１００ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径１００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012236 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径１２５ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径１２５ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012238 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径１５０ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012240 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径２００ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径２００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012242 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径２５０ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012244 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径３００ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径３００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012246 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径３５０ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012248 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径４００ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径４００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012250 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径４５０ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動仕切弁 1315012252 手動仕切弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２ １０Ｋ（内ねじ） ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径５００ｍｍ 手動仕切弁　１０Ｋ（内ねじ） 合成樹脂塗装　径５００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030252 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品 ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１３ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径１３ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030254 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品 ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径２０ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径２０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030256 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径２５ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径２５ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030258 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径７５ｍｍ 急速空気弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径７５ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030260 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１００ｍｍ 急速空気弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径１００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類
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急速空気弁 1315030262 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１５０ｍｍ 急速空気弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030264 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１３ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径１３ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030266 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７準拠品 １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径２０ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径２０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030268 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径２５ｍｍ ねじ込み形 急速空気弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径２５ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030270 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径７５ｍｍ 急速空気弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径７５ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030272 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１００ｍｍ 急速空気弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径１００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

急速空気弁 1315030274 急速空気弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１５０ｍｍ 急速空気弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111036 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径７５ｍｍ×１５０ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　７５×１５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111038 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径７５ｍｍ×２００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　７５×２００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111040 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径７５ｍｍ×３００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　７５×３００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111042 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径７５ｍｍ×４００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　７５×４００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111044 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１００ｍｍ×２００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　１００×２００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111046 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１００ｍｍ×２５０ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　１００×２５０ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111048 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１００ｍｍ×３００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　１００×３００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

ボール式補修弁（レバー式） 1315111050 ボール式補修弁（レバー式）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１００ｍｍ×４００ｍｍ ボール式補修弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　１００×４００ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

ボール式消火栓 1315040030 ボール式消火栓　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３５ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　単口 呼び径７５ｍｍ ボール式消火栓　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　単口径７５ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052005 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径２００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径２００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052010 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径２５０ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類
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手動バタフライ弁（立形） 1315052015 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径３００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径３００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052020 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径３５０ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052025 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径４００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径４００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052030 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径４５０ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052035 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径５００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径５００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052040 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径６００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径６００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052045 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径７００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径７００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052050 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径８００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径８００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052055 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径９００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径９００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052060 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１，０００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052065 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１，１００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径１１００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052070 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１，２００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径１２００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052075 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１，３５０ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径１３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052080 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１，５００ｍｍ 手動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径１５００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052256 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径２００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径２００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052258 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径２５０ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052260 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径３００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径３００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052262 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径３５０ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類
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手動バタフライ弁（立形） 1315052264 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径４００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径４００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052266 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径４５０ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052268 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径５００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径５００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052270 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径６００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径６００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052272 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径７００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径７００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052274 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径８００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径８００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052276 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径９００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径９００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052278 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１，０００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052280 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１，１００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径１１００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052282 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１，２００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径１２００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052284 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１，３５０ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径１３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

手動バタフライ弁（立形） 1315052286 手動バタフライ弁（立形）　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ １０Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装 呼び径１，５００ｍｍ 手動バタフライ弁　１０Ｋ 合成樹脂塗装　径１５００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052352 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径２００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径２００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052354 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径２５０ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052356 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径３００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径３００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052358 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径３５０ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052360 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径４００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径４００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052362 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径４５０ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類
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電動バタフライ弁 1315052364 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径５００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径５００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052366 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径６００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径６００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052368 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径７００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径７００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052370 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径８００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径８００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052372 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径９００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径９００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052374 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径１，０００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052376 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径１，１００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径１１００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052378 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径１，２００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径１２００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052380 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径１，３５０ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径１３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052382 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　合成樹脂塗装　立形 呼び径１，５００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 合成樹脂塗装　径１５００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052384 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径２００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径２００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052386 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径２５０ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052388 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径３００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径３００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052390 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径３５０ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052392 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径４００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径４００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052394 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径４５０ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052396 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径５００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径５００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052398 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径６００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径６００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

3543 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

電動バタフライ弁 1315052400 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径７００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径７００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052402 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径８００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径８００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052404 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径９００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径９００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052406 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１，０００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052408 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１，１００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径１１００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052410 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１，２００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径１２００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052412 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１，３５０ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径１３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052414 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内面粉体塗装　立形 呼び径１，５００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内面粉体塗装　径１５００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052416 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径２００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径２００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052418 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径２５０ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052420 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径３００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径３００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052422 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径３５０ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052424 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径４００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径４００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052426 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径４５０ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径４５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052428 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径５００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径５００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052430 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径６００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径６００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052432 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径７００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径７００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052434 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径８００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径８００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類
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電動バタフライ弁 1315052436 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径９００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径９００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052438 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径１，０００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052440 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径１，１００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径１１００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052442 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径１，２００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径１２００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052444 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径１，３５０ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径１３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

電動バタフライ弁 1315052446 電動バタフライ弁　ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８ ７．５Ｋ ＦＣＤ　内外面粉体塗装　立形 呼び径１，５００ｍｍ 電動バタフライ弁　７．５Ｋ 内外面粉体塗装　径１５００ｍｍ 個 999 × ○ 1315 弁・栓類

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010002 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７５ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径７５×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010004 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径１００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010006 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径１００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010012 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１２５ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径１２５×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010014 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１２５ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径１２５×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010020 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１５０ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径１５０×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010022 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１５０ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径１５０×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010024 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径１５０×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010032 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径２００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010034 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径２００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010036 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径２００×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010038 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径２００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材
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不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010048 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２５０ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径２５０×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010050 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２５０ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径２５０×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010052 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径２５０×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010054 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２５０ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径２５０×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010056 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径２５０ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径２５０×２５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010068 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径３００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010070 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径３００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010072 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径３００×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010074 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径３００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010076 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径３００×２５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010078 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径３００×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010092 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３５０ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径３５０×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010094 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３５０ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径３５０×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010096 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径３５０×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010098 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３５０ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径３５０×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010100 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３５０ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径３５０×２５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010102 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３５０ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径３５０×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010104 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径３５０ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径３５０×３５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材
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不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010106 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010108 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010110 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４００×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010112 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010114 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４００×２５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010116 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４００×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010118 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４００ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４００×３５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010120 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４００ ×４００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４００×４００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010122 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010124 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010126 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010128 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010130 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×２５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010132 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010134 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×３５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010136 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×４００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×４００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010138 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径４５０ ×４５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径４５０×４５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010140 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径５００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材
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不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010142 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径５００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010144 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径５００×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010146 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径５００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010148 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径５００×２５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010150 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径５００×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010152 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径５００×３５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010154 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×４００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径５００×４００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010156 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×４５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径５００×４５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010158 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径５００ ×５００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径５００×５００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010160 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径６００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010162 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径６００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010164 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径６００×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010166 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径６００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010168 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径６００×２５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010170 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径６００×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010172 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径６００×３５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010174 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×４００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径６００×４００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010176 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×４５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径６００×４５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材
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不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010178 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×５００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径６００×５００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010180 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径６００ ×６００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径６００×６００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010182 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径７００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010184 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径７００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010186 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径７００×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010188 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径７００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010190 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径７００×２５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010192 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径７００×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010194 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径７００×３５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010196 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×４００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径７００×４００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010198 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×４５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径７００×４５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010200 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径７００ ×５００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径７００×５００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010202 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径８００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010204 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径８００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010206 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径８００×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010208 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径８００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010210 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径８００×２５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010212 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径８００×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材
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不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010214 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径８００×３５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010216 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×４００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径８００×４００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010218 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×４５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径８００×４５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010220 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径８００ ×５００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径８００×５００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010222 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径９００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010224 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径９００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010226 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径９００×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010228 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径９００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010230 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径９００×２５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010232 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径９００×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010234 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径９００×３５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010236 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×４００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径９００×４００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010238 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×４５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径９００×４５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010240 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径９００ ×５００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径９００×５００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010242 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ　径１０００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010244 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ径１０００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010246 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ径１０００×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010248 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ径１０００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材
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不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010250 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ径１０００×２５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010252 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ径１０００×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010254 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×３５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ径１０００×３５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010256 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×４００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ径１０００×４００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010258 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×４５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ径１０００×４５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010260 ヤノＴ字管Ｆ型　ＴＮ－６５Ｆ 呼び径１０００ ×５００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｆ型 ＴＮ－６５Ｆ径１０００×５００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010262 ヤノＴ字管Ｆ型同口径　ＴＮ－０２Ｆ 呼び径７５ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐ヤノＴ字管Ｆ型同口径 ＴＮ－０２Ｆ　径７５×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010264 ヤノＴ字管Ｆ型同口径　ＴＮ－０２Ｆ 呼び径１００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐ヤノＴ字管Ｆ型同口径 ＴＮ－０２Ｆ　径１００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010266 ヤノＴ字管Ｆ型同口径　ＴＮ－０２Ｆ 呼び径１５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐ヤノＴ字管Ｆ型同口径 ＴＮ－０２Ｆ　径１５０×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010268 ヤノＴ字管Ｆ型同口径　ＴＮ－０２Ｆ 呼び径２００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐ヤノＴ字管Ｆ型同口径 ＴＮ－０２Ｆ　径２００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010270 ヤノＴ字管Ｆ型同口径　ＴＮ－０２Ｆ 呼び径２５０ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐ヤノＴ字管Ｆ型同口径 ＴＮ－０２Ｆ　径２５０×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010272 ヤノＴ字管Ｆ型同口径　ＴＮ－０２Ｆ 呼び径２５０ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐ヤノＴ字管Ｆ型同口径 ＴＮ－０２Ｆ　径２５０×２５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010274 ヤノＴ字管Ｆ型同口径　ＴＮ－０２Ｆ 呼び径３００ ×２５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐ヤノＴ字管Ｆ型同口径 ＴＮ－０２Ｆ　径３００×２５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010276 ヤノＴ字管Ｆ型同口径　ＴＮ－０２Ｆ 呼び径３００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐ヤノＴ字管Ｆ型同口径 ＴＮ－０２Ｆ　径３００×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010278 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径７５ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ　径７５×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010280 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径１００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ　径１００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010282 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径１００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径１００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010288 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径１２５ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ　径１２５×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材
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不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010292 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径１５０ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ　径１５０×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010294 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径１５０ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径１５０×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010296 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径１５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径１５０×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010304 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径２００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ　径２００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010306 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径２００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径２００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010308 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径２００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径２００×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010310 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径２００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径２００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010320 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径２５０ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ　径２５０×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010322 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径２５０ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径２５０×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010324 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径２５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径２５０×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010326 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径２５０ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径２５０×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010336 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ　径３００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010338 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径３００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010340 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径３００×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010342 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径３００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010344 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径３００×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010356 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３５０ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ　径３５０×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010358 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３５０ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径３５０×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材
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不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010360 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径３５０×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010362 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３５０ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径３５０×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010364 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径３５０ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径３５０×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010366 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ　径４００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010368 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径４００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010370 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径４００×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010372 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径４００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010374 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径４００×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010376 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４５０ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ　径４５０×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010378 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４５０ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径４５０×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010380 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径４５０×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010382 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４５０ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径４５０×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010384 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径４５０ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径４５０×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010386 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径５００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ　径５００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010388 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径５００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径５００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010390 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径５００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径５００×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010392 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径５００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径５００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010394 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径５００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径５００×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材
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不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010396 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径６００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ　径６００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010398 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径６００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径６００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010400 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径６００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径６００×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010402 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径６００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径６００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010404 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径６００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径６００×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010406 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径７００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ　径７００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010408 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径７００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径７００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010410 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径７００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径７００×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010412 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径７００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径７００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010414 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径７００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径７００×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010416 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径８００ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ　径８００×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010418 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径８００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径８００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010420 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径８００ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径８００×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010422 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径８００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径８００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010424 ヤノＴ字管Ｖ型　ＴＮ－６５ＶＳ 呼び径８００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐用　ヤノＴ字管Ｖ型 ＴＮ－６５ＶＳ径８００×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010426 ヤノＴ字管Ｖ型同口径　ＴＮ－０２ＶＳ 呼び径７５ ×７５ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐ヤノＴ字管Ｖ型同口径 ＴＮ－０２ＶＳ　径７５×７５ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010428 ヤノＴ字管Ｖ型同口径　ＴＮ－０２ＶＳ 呼び径１００ ×１００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐ヤノＴ字管Ｖ型同口径 ＴＮ－０２ＶＳ径１００×１００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010430 ヤノＴ字管Ｖ型同口径　ＴＮ－０２ＶＳ 呼び径１５０ ×１５０ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐ヤノＴ字管Ｖ型同口径 ＴＮ－０２ＶＳ径１５０×１５０ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材
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不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010432 ヤノＴ字管Ｖ型同口径　ＴＮ－０２ＶＳ 呼び径２００ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐ヤノＴ字管Ｖ型同口径 ＴＮ－０２ＶＳ径２００×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010434 ヤノＴ字管Ｖ型同口径　ＴＮ－０２ＶＳ 呼び径２５０ ×２００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐ヤノＴ字管Ｖ型同口径 ＴＮ－０２ＶＳ径２５０×２００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

不断水分岐用割Ｔ字管―ブランド品― 1323010436 ヤノＴ字管Ｖ型同口径　ＴＮ－０２ＶＳ 呼び径３００ ×３００ 鋳鉄管用 大成機工 不断水分岐ヤノＴ字管Ｖ型同口径 ＴＮ－０２ＶＳ径３００×３００ 個 999 × ○ 1323 不断水工法材

鉄筋コンクリート台付管 1303112005 バイコン台付管基礎板 呼径２５０ｍｍ幅３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ バイコン台付管基礎板 ３００×２０００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303112010 バイコン台付管基礎板 呼径３００ｍｍ幅３４０ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ バイコン台付管基礎板 ３４０×２０００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303112015 バイコン台付管基礎板 呼径３５０ｍｍ幅３８０ｍｍ×長２，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ バイコン台付管基礎板 ３８０×２０００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303112020 バイコン台付管基礎板 呼径４００ｍｍ幅４２０ｍｍ×長２，５００ｍｍ×厚１００ｍｍ バイコン台付管基礎板 ４２０×２５００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303112025 バイコン台付管基礎板 呼径４５０ｍｍ幅４６０ｍｍ×長２，５００ｍｍ×厚１００ｍｍ バイコン台付管基礎板 ４６０×２５００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303112030 バイコン台付管基礎板 呼径５００ｍｍ幅５００ｍｍ×長２，５００ｍｍ×厚１００ｍｍ バイコン台付管基礎板 ５００×２５００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303112035 バイコン台付管基礎板 呼径６００ｍｍ幅５５０ｍｍ×長２，５００ｍｍ×厚１００ｍｍ バイコン台付管基礎板 ５５０×２５００×１００ｍｍ 個 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303112040 バイコン台付管基礎板 呼径７００ｍｍ幅６００ｍｍ×長２，５００ｍｍ×厚１５０ｍｍ バイコン台付管基礎板 ６００×２５００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303112045 バイコン台付管基礎板 呼径８００ｍｍ幅６５０ｍｍ×長２，５００ｍｍ×厚１５０ｍｍ バイコン台付管基礎板 ６５０×２５００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303112050 バイコン台付管基礎板 呼径９００ｍｍ幅７００ｍｍ×長２，５００ｍｍ×厚１５０ｍｍ バイコン台付管基礎板 ７００×２５００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303112055 バイコン台付管基礎板 呼径１，０００ｍｍ幅７５０ｍｍ×長２，５００ｍｍ×厚１５０ｍｍ バイコン台付管基礎板 ７５０×２５００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303112060 バイコン台付管基礎板 呼径１，１００ｍｍ幅８００ｍｍ×長２，５００ｍｍ×厚１５０ｍｍ バイコン台付管基礎板 ８００×２５００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート台付管 1303112065 バイコン台付管基礎板 呼径１，２００ｍｍ幅８６０ｍｍ×長２，５００ｍｍ×厚１５０ｍｍ バイコン台付管基礎板 ８６０×２５００×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 1303 コンクリート管

Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント
推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ

1303063210
Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ 半管　外圧管１種５０ 内径８００ｍ
ｍ×厚８０ｍｍ×長１．２ｍ ６６５ｋｇ

ＥＷ管・ＥＸ管　継手性能ＪＢ 半管　外圧管１種５０　径８００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント
推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ

1303063220
Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ 半管　外圧管１種５０ 内径９００ｍ
ｍ×厚９０ｍｍ×長１．２ｍ ８３５ｋｇ

ＥＷ管・ＥＸ管　継手性能ＪＢ 半管　外圧管１種５０　径９００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

3555 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント
推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ

1303063230
Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ 半管　外圧管１種５０ 内径１，００
０ｍｍ×厚１００ｍｍ×長１．２ｍ １，０３０ｋｇ

ＥＷ管・ＥＸ管　継手性能ＪＢ 半管　外圧管１種５０径１０００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント
推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ

1303063240
Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）・エクセレント推進管（ＥＸ管）　継手性能ＪＢ 半管　外圧管１種５０ 内径１，１０
０ｍｍ×厚１０５ｍｍ×長１．２ｍ １，１９０ｋｇ

ＥＷ管・ＥＸ管　継手性能ＪＢ 半管　外圧管１種５０径１１００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性
能ＳＪＡ

1303063510
小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径２５０ｍｍ×厚５５ｍｍ×長１．
０ｍ １３１ｋｇ

小口径ＥＷ管　継手性能ＳＪＡ 半管　外圧管１種５０　径２５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性
能ＳＪＡ

1303063520
小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径３００ｍｍ×厚５７ｍｍ×長１．
０ｍ １５９ｋｇ

小口径ＥＷ管　継手性能ＳＪＡ 半管　外圧管１種５０　径３００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性
能ＳＪＡ

1303063530
小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径３５０ｍｍ×厚６０ｍｍ×長１．
２ｍ ２３２ｋｇ

小口径ＥＷ管　継手性能ＳＪＡ 半管　外圧管１種５０　径３５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性
能ＳＪＡ

1303063540
小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径４００ｍｍ×厚６３ｍｍ×長１．
２ｍ ２７６ｋｇ

小口径ＥＷ管　継手性能ＳＪＡ 半管　外圧管１種５０　径４００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068590 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０ 内径２００ｍｍ×厚５９ｍｍ×長１．０ｍ １１９ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０　径２００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068510 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０ 内径２５０ｍｍ×厚５５ｍｍ×長１．０ｍ １３１ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０　径２５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068520 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０ 内径３００ｍｍ×厚５７ｍｍ×長１．０ｍ １５９ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０　径３００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068530 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０ 内径３５０ｍｍ×厚６０ｍｍ×長１．２ｍ ２３２ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０　径３５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068540 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０ 内径４００ｍｍ×厚６３ｍｍ×長１．２ｍ ２７６ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０　径４００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068550 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０ 内径４５０ｍｍ×厚６７ｍｍ×長１．２ｍ ３２７ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０　径４５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068560 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０ 内径５００ｍｍ×厚７０ｍｍ×長１．２ｍ ３７６ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０　径５００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068570 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０ 内径６００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長１．２ｍ ５１７ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０　径６００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068580 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０ 内径７００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長１．２ｍ ６７３ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種５０　径７００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068690 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０ 内径２００ｍｍ×厚５９ｍｍ×長１．０ｍ １１９ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０　径２００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068610 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０ 内径２５０ｍｍ×厚５５ｍｍ×長１．０ｍ １３１ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０　径２５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068620 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０ 内径３００ｍｍ×厚５７ｍｍ×長１．０ｍ １５９ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０　径３００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管
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小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068630 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０ 内径３５０ｍｍ×厚６０ｍｍ×長１．２ｍ ２３２ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０　径３５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068640 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０ 内径４００ｍｍ×厚６３ｍｍ×長１．２ｍ ２７６ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０　径４００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068650 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０ 内径４５０ｍｍ×厚６７ｍｍ×長１．２ｍ ３２７ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０　径４５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068660 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０ 内径５００ｍｍ×厚７０ｍｍ×長１．２ｍ ３７６ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０　径５００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068670 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０ 内径６００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長１．２ｍ ５１７ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０　径６００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 1303068680 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０ 内径７００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長１．２ｍ ６７３ｋｇ 小口径推進管　継手性能ＳＪＳ 半管　外圧管１種７０　径７００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303063020 下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径８００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長１．２ｍ ６６５ｋｇ 推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０　径８００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303063030 下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径９００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長１．２ｍ ８３５ｋｇ 推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０　径９００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303063040
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径１，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ×長１．２ｍ １，０３
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０径１０００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303063050
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径１，１００ｍｍ×厚１０５ｍｍ×長１．２ｍ １，１９
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０径１１００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303063060
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径１，２００ｍｍ×厚１１５ｍｍ×長１．２ｍ １，４２
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０径１２００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303063070
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径１，３５０ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長１．２ｍ １，７３
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０径１３５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303063080
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径１，５００ｍｍ×厚１４０ｍｍ×長１．２ｍ ２，１５
５ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０径１５００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303063090
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径１，６５０ｍｍ×厚１５０ｍｍ×長１．２ｍ ２，５３
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０径１６５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303063100
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径１，８００ｍｍ×厚１６０ｍｍ×長１．２ｍ ２，９４
５ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０径１８００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303063110
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径２，０００ｍｍ×厚１７５ｍｍ×長１．２ｍ ３，５７
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０径２０００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303063120
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径２，２００ｍｍ×厚１９０ｍｍ×長１．２ｍ ４，２６
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０径２２００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303063130
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径２，４００ｍｍ×厚２０５ｍｍ×長１．２ｍ ５，０５
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０径２４００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管
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下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303063140
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径２，６００ｍｍ×厚２２０ｍｍ×長１．２ｍ ５，８５
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０径２６００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303063150
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径２，８００ｍｍ×厚２３５ｍｍ×長１．２ｍ ６，７０
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０径２８００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303063160
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０ 内径３，０００ｍｍ×厚２５０ｍｍ×長１．２ｍ ７，６５
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管１種５０径３０００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303064020 下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０ 内径８００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長１．２ｍ ６６５ｋｇ 推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０　径８００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303064030 下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０ 内径９００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長１．２ｍ ８３５ｋｇ 推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０　径９００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303064040
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０ 内径１，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ×長１．２ｍ １，０３
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０径１０００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303064050
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０ 内径１，１００ｍｍ×厚１０５ｍｍ×長１．２ｍ １，１９
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０径１１００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303064060
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０ 内径１，２００ｍｍ×厚１１５ｍｍ×長１．２ｍ １，４２
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０径１２００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303064070
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０ 内径１，３５０ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長１．２ｍ １，７３
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０径１３５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303064080
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０ 内径１，５００ｍｍ×厚１４０ｍｍ×長１．２ｍ ２，１５
５ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０径１５００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303064090
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０ 内径１，６５０ｍｍ×厚１５０ｍｍ×長１．２ｍ ２，５３
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０径１６５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303064100
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０ 内径１，８００ｍｍ×厚１６０ｍｍ×長１．２ｍ ２，９４
５ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０径１８００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303064110
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０ 内径２，０００ｍｍ×厚１７５ｍｍ×長１．２ｍ ３，５７
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０径２０００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303064120
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０ 内径２，２００ｍｍ×厚１９０ｍｍ×長１．２ｍ ４，２６
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０径２２００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303064130
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０ 内径２，４００ｍｍ×厚２０５ｍｍ×長１．２ｍ ５，０５
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０径２４００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303064140
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０ 内径２，６００ｍｍ×厚２２０ｍｍ×長１．２ｍ ５，８５
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０径２６００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303064150
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０ 内径２，８００ｍｍ×厚２３５ｍｍ×長１．２ｍ ６，７０
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０径２８００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 1303064160
下水道推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０ 内径３，０００ｍｍ×厚２５０ｍｍ×長１．２ｍ ７，６５
０ｋｇ

推進工法用管　継手性能ＪＡ 半管　外圧管２種５０径３０００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管
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ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067520
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０
内径８００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長１．２ｍ ６６５ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０　径８００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067530
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０
内径９００ｍｍ×厚９０ｍｍ×長１．２ｍ ８３５ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０　径９００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067540
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０
内径１，０００ｍｍ×厚１００ｍｍ×長１．２ｍ １，０３０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０径１０００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067550
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０
内径１，１００ｍｍ×厚１０５ｍｍ×長１．２ｍ １，１９０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０径１１００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067560
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０
内径１，２００ｍｍ×厚１１５ｍｍ×長１．２ｍ １，４２０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０径１２００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067570
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０
内径１，３５０ｍｍ×厚１２５ｍｍ×長１．２ｍ １，７３０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０径１３５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067580
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０
内径１，５００ｍｍ×厚１４０ｍｍ×長１．２ｍ ２，１５５ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０径１５００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067590
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０
内径１，６５０ｍｍ×厚１５０ｍｍ×長１．２ｍ ２，５３０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０径１６５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067600
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０
内径１，８００ｍｍ×厚１６０ｍｍ×長１．２ｍ ２，９４５ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０径１８００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067610
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０
内径２，０００ｍｍ×厚１７５ｍｍ×長１．２ｍ ３，５７０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０径２０００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067620
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０
内径２，２００ｍｍ×厚１９０ｍｍ×長１．２ｍ ４，２６０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０径２２００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067630
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０
内径２，４００ｍｍ×厚２０５ｍｍ×長１．２ｍ ５，０５０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０径２４００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067640
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０
内径２，６００ｍｍ×厚２２０ｍｍ×長１．２ｍ ５，８５０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０径２６００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067650
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０
内径２，８００ｍｍ×厚２３５ｍｍ×長１．２ｍ ６，７００ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０径２８００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニュー
Ｗジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能Ｊ
Ｃ

1303067660
ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０
内径３，０００ｍｍ×厚２５０ｍｍ×長１．２ｍ ７，６５０ｋｇ

ＮＳ管・ＥＮＷ管　継手性能ＪＣ 半管　外圧管１種５０径３０００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071701
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種　半管 内径１５０ｍｍ×長１．０ｍ ３９ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管 内径１５０ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071703
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種　半管 内径２００ｍｍ×長１．０ｍ ５２ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管 内径２００ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071705
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種　半管 内径２５０ｍｍ×長１．０ｍ ６６ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管 内径２５０ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管
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遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071707
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種　半管 内径３００ｍｍ×長１．０ｍ ８３ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管 内径３００ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071709
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種　半管 内径３５０ｍｍ×長１．０ｍ １０２ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管 内径３５０ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071711
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種　半管 内径４００ｍｍ×長１．２ｍ １５３ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管 内径４００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071713
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種　半管 内径４５０ｍｍ×長１．２ｍ １８７ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管 内径４５０ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071715
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種　半管 内径５００ｍｍ×長１．２ｍ ２３０ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管 内径５００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071717
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種　半管 内径６００ｍｍ×長１．２ｍ ３３０ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管 内径６００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071719
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種　半管 内径７００ｍｍ×長１．２ｍ ４５０ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管 内径７００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071721
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種　半管 内径８００ｍｍ×長１．２ｍ ５５９ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管 内径８００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071723
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種　半管 内径９００ｍｍ×長１．２ｍ ７６０ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管 内径９００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071725
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種　半管 内径１，０００ｍｍ×長１．２ｍ ９２５ｋｇ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管 内径１０００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071727
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種　半管 内径１，１００ｍｍ×長１．２ｍ １，０９５ｋｇ
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管 内径１１００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071729
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種　半管 内径１，２００ｍｍ×長１．２ｍ １，３００ｋｇ
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管 内径１２００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303071731
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形１種　半管 内径１，３５０ｍｍ×長１．２ｍ １，５９５ｋｇ
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形１種半管 内径１３５０ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072701
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種　半管 内径１５０ｍｍ×長１．０ｍ ３９ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形２種半管 内径１５０ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072703
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種　半管 内径２００ｍｍ×長１．０ｍ ５２ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形２種半管 内径２００ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072705
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種　半管 内径２５０ｍｍ×長１．０ｍ ６６ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形２種半管 内径２５０ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072707
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種　半管 内径３００ｍｍ×長１．０ｍ ８３ｋｇ ＪＩＳ　Ａ
５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形２種半管 内径３００ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072709
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種　半管 内径３５０ｍｍ×長１．０ｍ １０２ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形２種半管 内径３５０ｍｍ×Ｌ１ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管
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遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072711
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種　半管 内径４００ｍｍ×長１．２ｍ １５３ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形２種半管 内径４００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072713
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種　半管 内径４５０ｍｍ×長１．２ｍ １８７ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形２種半管 内径４５０ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072715
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種　半管 内径５００ｍｍ×長１．２ｍ ２３０ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形２種半管 内径５００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072717
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種　半管 内径６００ｍｍ×長１．２ｍ ３３０ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形２種半管 内径６００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072719
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種　半管 内径７００ｍｍ×長１．２ｍ ４５０ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形２種半管 内径７００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072721
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種　半管 内径８００ｍｍ×長１．２ｍ ５５９ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形２種半管 内径８００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072723
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種　半管 内径９００ｍｍ×長１．２ｍ ７６０ｋｇ ＪＩＳ
Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形２種半管 内径９００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072725
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種　半管 内径１，０００ｍｍ×長１．２ｍ ９２５ｋｇ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形２種半管 内径１０００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072727
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種　半管 内径１，１００ｍｍ×長１．２ｍ １，０９５ｋｇ
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形２種半管 内径１１００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072729
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種　半管 内径１，２００ｍｍ×長１．２ｍ １，３００ｋｇ
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形２種半管 内径１２００ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 1303072731
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 Ｂ形２種　半管 内径１，３５０ｍｍ×長１．２ｍ １，５９５ｋｇ
ＪＩＳ　Ａ　５３７２

ヒューム管　外圧管Ｂ形２種半管 内径１３５０ｍｍ×Ｌ１．２ｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303071241
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径４００ｍｍ×長
２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管１種　Ｂ形 径４００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303071242
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径４５０ｍｍ×長
２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管１種　Ｂ形 径４５０×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303071243
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径５００ｍｍ×長
２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管１種　Ｂ形 径５００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303071244
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径６００ｍｍ×長
２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管１種　Ｂ形 径６００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303071245
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径７００ｍｍ×長
２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管１種　Ｂ形 径７００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303071246
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径８００ｍｍ×長
２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管１種　Ｂ形 径８００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303071247
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径９００ｍｍ×長
２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管１種　Ｂ形 径９００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管
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遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303071248
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径１，０００ｍｍ×
長２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管１種　Ｂ形 径１０００×Ｌ２４３０ｍｍ鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303071249
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径１，１００ｍｍ×
長２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管１種　Ｂ形 径１１００×Ｌ２４３０ｍｍ鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303071250
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径１，２００ｍｍ×
長２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管１種　Ｂ形 径１２００×Ｌ２４３０ｍｍ鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303071251
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形１種 内径１，３５０ｍｍ×
長２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管１種　Ｂ形 径１３５０×Ｌ２４３０ｍｍ鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303072241
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形２種 内径４００ｍｍ×長
２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管２種　Ｂ形 径４００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303072242
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形２種 内径４５０ｍｍ×長
２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管２種　Ｂ形 径４５０×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303072243
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形２種 内径５００ｍｍ×長
２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管２種　Ｂ形 径５００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303072244
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形２種 内径６００ｍｍ×長
２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管２種　Ｂ形 径６００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303072245
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形２種 内径７００ｍｍ×長
２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管２種　Ｂ形 径７００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303072246
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形２種 内径８００ｍｍ×長
２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管２種　Ｂ形 径８００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303072247
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形２種 内径９００ｍｍ×長
２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管２種　Ｂ形 径９００×Ｌ２４３０ｍｍ　鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303072248
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形２種 内径１，０００ｍｍ×
長２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管２種　Ｂ形 径１０００×Ｌ２４３０ｍｍ鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303072249
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形２種 内径１，１００ｍｍ×
長２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管２種　Ｂ形 径１１００×Ｌ２４３０ｍｍ鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303072250
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形２種 内径１，２００ｍｍ×
長２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管２種　Ｂ形 径１２００×Ｌ２４３０ｍｍ鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ
製品

1303072251
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 Ｂ形２種 内径１，３５０ｍｍ×
長２．４３ｍ

ヒューム管　外圧管２種　Ｂ形 径１３５０×Ｌ２４３０ｍｍ鳥取 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080604
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 内圧Ｓ形 内径６００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形 径６００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080606
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 内圧Ｓ形 内径７００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形 径７００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080608
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 内圧Ｓ形 内径８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形 径８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管
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コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080610
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 内圧Ｓ形 内径９００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形 径９００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080612
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 内圧Ｓ形 内径１，０００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形 径１０００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080614
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 内圧Ｓ形 内径１，１００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形 径１１００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080616
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 内圧Ｓ形 内径１，２００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形 径１２００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080618
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 内圧Ｓ形 内径１，３５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形 径１３５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080620
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 内圧Ｓ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形 径１５００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080622
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 内圧Ｓ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形 径１６５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080624
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 内圧Ｓ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管３種　Ｓ形 径１８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081204
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧Ｓ形 内径６００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形 径６００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081206
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧Ｓ形 内径７００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形 径７００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081208
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧Ｓ形 内径８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形 径８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081210
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧Ｓ形 内径９００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形 径９００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081212
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧Ｓ形 内径１，０００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形 径１０００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081214
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧Ｓ形 内径１，１００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形 径１１００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081216
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧Ｓ形 内径１，２００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形 径１２００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081218
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧Ｓ形 内径１，３５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形 径１３５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081220
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧Ｓ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形 径１５００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081222
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧Ｓ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形 径１６５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管
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コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303081224
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧Ｓ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管３種　Ｓ形 径１８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085038
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧ＮＣ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形 径１５００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085040
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧ＮＣ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形 径１６５０×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085042
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧ＮＣ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形 径１８００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085044
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧ＮＣ形 内径２，０００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形 径２０００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085046
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧ＮＣ形 内径２，２００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形 径２２００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085048
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧ＮＣ形 内径２，４００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形 径２４００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085050
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧ＮＣ形 内径２，６００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形 径２６００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085052
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧ＮＣ形 内径２，８００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形 径２８００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085054
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ３種 外圧ＮＣ形 内径３，０００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管３種　ＮＣ形 径３０００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080404
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 内圧Ｓ形 内径６００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形 径６００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080406
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 内圧Ｓ形 内径７００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形 径７００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080408
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 内圧Ｓ形 内径８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形 径８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080410
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 内圧Ｓ形 内径９００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形 径９００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080412
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 内圧Ｓ形 内径１，０００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形 径１０００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080414
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 内圧Ｓ形 内径１，１００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形 径１１００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080416
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 内圧Ｓ形 内径１，２００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形 径１２００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080418
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 内圧Ｓ形 内径１，３５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形 径１３５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管
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コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080420
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 内圧Ｓ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形 径１５００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080422
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 内圧Ｓ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形 径１６５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080424
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 内圧Ｓ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管４種　Ｓ形 径１８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083804
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧Ｓ形 内径６００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形 径６００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083806
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧Ｓ形 内径７００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形 径７００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083808
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧Ｓ形 内径８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形 径８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083810
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧Ｓ形 内径９００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形 径９００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083812
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧Ｓ形 内径１，０００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形 径１０００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083814
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧Ｓ形 内径１，１００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形 径１１００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083816
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧Ｓ形 内径１，２００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形 径１２００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083818
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧Ｓ形 内径１，３５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形 径１３５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083820
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧Ｓ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形 径１５００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083822
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧Ｓ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形 径１６５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083824
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧Ｓ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管４種　Ｓ形 径１８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085056
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧ＮＣ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形 径１５００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085058
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧ＮＣ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形 径１６５０×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085060
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧ＮＣ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形 径１８００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085062
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧ＮＣ形 内径２，０００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形 径２０００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管
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コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085064
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧ＮＣ形 内径２，２００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形 径２２００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085066
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧ＮＣ形 内径２，４００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形 径２４００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085068
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧ＮＣ形 内径２，６００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形 径２６００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085070
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧ＮＣ形 内径２，８００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形 径２８００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085072
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ４種 外圧ＮＣ形 内径３，０００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管４種　ＮＣ形 径３０００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080204
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 内圧Ｓ形 内径６００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形 径６００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080206
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 内圧Ｓ形 内径７００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形 径７００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080208
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 内圧Ｓ形 内径８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形 径８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080210
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 内圧Ｓ形 内径９００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形 径９００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080212
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 内圧Ｓ形 内径１，０００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形 径１０００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080214
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 内圧Ｓ形 内径１，１００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形 径１１００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080216
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 内圧Ｓ形 内径１，２００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形 径１２００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080218
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 内圧Ｓ形 内径１，３５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形 径１３５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080220
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 内圧Ｓ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形 径１５００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080222
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 内圧Ｓ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形 径１６５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303080224
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 内圧Ｓ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　内圧管５種　Ｓ形 径１８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083604
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧Ｓ形 内径６００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形 径６００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083606
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧Ｓ形 内径７００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形 径７００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管
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コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083608
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧Ｓ形 内径８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形 径８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083610
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧Ｓ形 内径９００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ　５３
７３

ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形 径９００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083612
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧Ｓ形 内径１，０００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形 径１０００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083614
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧Ｓ形 内径１，１００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形 径１１００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083616
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧Ｓ形 内径１，２００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形 径１２００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083618
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧Ｓ形 内径１，３５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形 径１３５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083620
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧Ｓ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形 径１５００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083622
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧Ｓ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形 径１６５０×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303083624
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧Ｓ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　４．０ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管５種　Ｓ形 径１８００×Ｌ４０００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085074
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧ＮＣ形 内径１，５００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形 径１５００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085076
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧ＮＣ形 内径１，６５０ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形 径１６５０×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085078
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧ＮＣ形 内径１，８００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形 径１８００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085080
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧ＮＣ形 内径２，０００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形 径２０００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085082
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧ＮＣ形 内径２，２００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形 径２２００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085084
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧ＮＣ形 内径２，４００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形 径２４００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085086
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧ＮＣ形 内径２，６００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形 径２６００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085088
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧ＮＣ形 内径２，８００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形 径２８００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ
管）

1303085090
コア式プレストレストコンクリート管（ＰＣ管） ５種 外圧ＮＣ形 内径３，０００ｍｍ 有効長　２．３ｍ ＪＩＳ　Ａ
５３７３

ＰＣ管　外圧管５種　ＮＣ形 径３０００×Ｌ２３００ｍｍ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管
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鉄筋コンクリート高圧管 1303181025 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径２５０×２，０００ｍｍ 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径２５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート高圧管 1303181030 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径３００×２，０００ｍｍ 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径３００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート高圧管 1303181035 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径３５０×２，０００ｍｍ 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径３５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート高圧管 1303181040 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径４００×２，０００ｍｍ 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径４００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート高圧管 1303181045 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径４５０×２，０００ｍｍ 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径４５０ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート高圧管 1303181050 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径５００×２，０００ｍｍ 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径５００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート高圧管 1303181060 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径６００×２，０００ｍｍ 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径６００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート高圧管 1303181070 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径７００×２，０００ｍｍ 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径７００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート高圧管 1303181080 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径８００×２，０００ｍｍ 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径８００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート高圧管 1303181090 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径９００×２，０００ｍｍ 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径９００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

鉄筋コンクリート高圧管 1303181100 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径１，０００×２，０００ｍｍ 鉄筋コンクリート高圧管 １種　ＴＭ管　呼径１０００ 本 999 × ○ 1303 コンクリート管

ＲＣボックスカルバート 1317012728
ＲＣボックスカルバート 内幅４００ｍｍ 内高４００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～
３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ４００×４００×２０００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010215
ＲＣボックスカルバート 内幅６００ｍｍ 内高６００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～
３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ６００×６００×１５００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010220
ＲＣボックスカルバート 内幅７００ｍｍ 内高７００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２～
３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ７００×７００×１５００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010225
ＲＣボックスカルバート 内幅１，０００ｍｍ 内高８００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件０．２
～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １０００×８００×１５００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010230
ＲＣボックスカルバート 内幅１，０００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １０００×１０００×１５００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010235
ＲＣボックスカルバート 内幅１，２００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １２００×１０００×１５００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010240
ＲＣボックスカルバート 内幅１，３００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長２，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １３００×１０００×２０００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート
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ＲＣボックスカルバート 1317010245
ＲＣボックスカルバート 内幅１，３００ｍｍ 内高１，３００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １３００×１３００×１５００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010250
ＲＣボックスカルバート 内幅１，５００ｍｍ 内高１，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １５００×１０００×１５００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010255
ＲＣボックスカルバート 内幅１，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １５００×１５００×１５００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010260
ＲＣボックスカルバート 内幅１，８００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １８００×１５００×１５００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010265
ＲＣボックスカルバート 内幅１，８００ｍｍ 内高１，８００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ １８００×１８００×１５００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010270
ＲＣボックスカルバート 内幅２，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２０００×１５００×１０００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010275
ＲＣボックスカルバート 内幅２，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２０００×１５００×１５００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010280
ＲＣボックスカルバート 内幅２，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２０００×２０００×１０００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010285
ＲＣボックスカルバート 内幅２，０００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２０００×２０００×１５００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010290
ＲＣボックスカルバート 内幅２，５００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２５００×１５００×１０００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010295
ＲＣボックスカルバート 内幅２，５００ｍｍ 内高２，０００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２５００×２０００×１０００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010300
ＲＣボックスカルバート 内幅２，５００ｍｍ 内高２，５００ｍｍ 長１，０００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ２５００×２５００×１０００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

ＲＣボックスカルバート 1317010305
ＲＣボックスカルバート 内幅３，０００ｍｍ 内高１，５００ｍｍ 長１，５００ｍｍ 荷重Ｔ－２５ 土被り設計条件
０．２～３．０ｍ

ＲＣボックス　土被０．２－３ ３０００×１５００×１５００ 個 999 × ○ 1317 ボックスカルバート

小型立坑 1923010010 小型立坑 刃先製作取付費 呼び径１５００ 普通土 小型立坑材　刃先製作取付費 呼び径１５００　普通土 個 999 × ○ 1923 立坑材

小型立坑 1923010020 小型立坑 刃先製作取付費 呼び径１８００ 普通土 小型立坑材　刃先製作取付費 呼び径１８００　普通土 個 999 × ○ 1923 立坑材

小型立坑 1923010030 小型立坑 刃先製作取付費 呼び径２０００ 普通土 小型立坑材　刃先製作取付費 呼び径２０００　普通土 個 999 × ○ 1923 立坑材

小型立坑 1923010040 小型立坑 刃先製作取付費 呼び径２５００ 普通土 小型立坑材　刃先製作取付費 呼び径２５００　普通土 個 999 × ○ 1923 立坑材

小型立坑 1923010050 小型立坑 刃先製作取付費 呼び径３０００ 普通土 小型立坑材　刃先製作取付費 呼び径３０００　普通土 個 999 × ○ 1923 立坑材
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小型立坑 1923012010 小型立坑 鋼製ケーシング 呼び径１５００ 厚１２ｍｍ 小型立坑材　鋼製ケーシング 呼び径１５００　Ｔ１２ｍｍ ｍ 999 × ○ 1923 立坑材

小型立坑 1923012020 小型立坑 鋼製ケーシング 呼び径１８００ 厚１２ｍｍ 小型立坑材　鋼製ケーシング 呼び径１８００　Ｔ１２ｍｍ ｍ 999 × ○ 1923 立坑材

小型立坑 1923012030 小型立坑 鋼製ケーシング 呼び径２０００ 厚１２ｍｍ 小型立坑材　鋼製ケーシング 呼び径２０００　Ｔ１２ｍｍ ｍ 999 × ○ 1923 立坑材

小型立坑 1923012040 小型立坑 鋼製ケーシング 呼び径２０００ 厚１６ｍｍ 小型立坑材　鋼製ケーシング 呼び径２０００　Ｔ１６ｍｍ ｍ 999 × ○ 1923 立坑材

小型立坑 1923012050 小型立坑 鋼製ケーシング 呼び径２５００ 厚１９ｍｍ 小型立坑材　鋼製ケーシング 呼び径２５００　Ｔ１９ｍｍ ｍ 999 × ○ 1923 立坑材

小型立坑 1923012060 小型立坑 鋼製ケーシング 呼び径３０００ 厚２２ｍｍ 小型立坑材　鋼製ケーシング 呼び径３０００　Ｔ２２ｍｍ ｍ 999 × ○ 1923 立坑材

鉄筋コンクリートフリュームタイト 1603020120 鉄筋コンクリートフリュームタイト ２００用 フリュームタイト　２００用 Ｈ３００×Ｌ１８０ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリュームタイト 1603020130 鉄筋コンクリートフリュームタイト ２５０用 フリュームタイト　２５０用 Ｈ３６０×Ｌ１８５ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリュームタイト 1603020140 鉄筋コンクリートフリュームタイト ３００用 フリュームタイト　３００用 Ｈ４２５×Ｌ１９５ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリュームタイト 1603020150 鉄筋コンクリートフリュームタイト ３５０用 フリュームタイト　３５０用 Ｈ４９５×Ｌ２１０ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリュームタイト 1603020160 鉄筋コンクリートフリュームタイト ４００用 フリュームタイト　４００用 Ｈ５００×Ｌ２２０ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリュームタイト 1603020170 鉄筋コンクリートフリュームタイト ４５０用 フリュームタイト　４５０用 Ｈ５３０×Ｌ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリュームタイト 1603020180 鉄筋コンクリートフリュームタイト ５００用 フリュームタイト　５００用 Ｈ５６０×Ｌ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリュームタイト 1603020190 鉄筋コンクリートフリュームタイト ５６０用 フリュームタイト　５６０用 Ｈ５９０×Ｌ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリュームタイト 1603020200 鉄筋コンクリートフリュームタイト ６００用 フリュームタイト　６００用 Ｈ６１０×Ｌ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリュームタイト 1603020210 鉄筋コンクリートフリュームタイト ７００用 フリュームタイト　７００用 Ｈ６２５×Ｌ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートフリュームタイト 1603020220 鉄筋コンクリートフリュームタイト ８００用 フリュームタイト　８００用 Ｈ６６５×Ｌ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603036150
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ２００ 幅２００ｍｍ 深１５０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ９９ｋｇ／個 ソケッ
ト付フランジフリューム型

ベンチフリューム２種ソケット付 ２００×１５０×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路
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鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603036160
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ２５０ 幅２５０ｍｍ 深１７５ｍｍ 長２，０００ｍｍ １１５ｋｇ／個 ソ
ケット付フランジフリューム型

ベンチフリューム２種ソケット付 ２５０×１７５×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603036170
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ３００ 幅３００ｍｍ 深２００ｍｍ 長２，０００ｍｍ １４６ｋｇ／個 ソ
ケット付フランジフリューム型

ベンチフリューム２種ソケット付 ３００×２００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603036180
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ３５０ 幅３５０ｍｍ 深２３５ｍｍ 長２，０００ｍｍ １９３ｋｇ／個 ソ
ケット付フランジフリューム型

ベンチフリューム２種ソケット付 ３５０×２３５×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603036190
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ４００ 幅４００ｍｍ 深２６０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ２４４ｋｇ／個 ソ
ケット付フランジフリューム型

ベンチフリューム２種ソケット付 ４００×２６０×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603036210
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ５００ 幅５００ｍｍ 深３２０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３２５ｋｇ／個 ソ
ケット付フランジフリューム型

ベンチフリューム２種ソケット付 ５００×３２０×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

鉄筋コンクリートベンチフリューム 1603036230
鉄筋コンクリートベンチフリューム２種 ６００ 幅６００ｍｍ 深３８０ｍｍ 長２，０００ｍｍ ３９９ｋｇ／個 ソ
ケット付フランジフリューム型

ベンチフリューム２種ソケット付 ６００×３８０×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050648 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高４００ｍｍ 幅４００ｍｍ ３０ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ４００×４００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050650 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高５００ｍｍ 幅５００ｍｍ ４６ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ５００×５００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050652 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高６００ｍｍ 幅５００ｍｍ ５７ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ６００×５００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050654 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高６００ｍｍ 幅７００ｍｍ ６４ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ６００×７００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050656 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高６００ｍｍ 幅８００ｍｍ ６９ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ６００×８００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050658 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高６００ｍｍ 幅１，２００ｍｍ ８１ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ６００×１２００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050660 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高９００ｍｍ 幅６００ｍｍ ８９ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ９００×６００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050662 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高９００ｍｍ 幅７００ｍｍ ９３ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ９００×７００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050664 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高９００ｍｍ 幅１，２００ｍｍ １１４ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ９００×１２００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050666 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高９００ｍｍ 幅１，３００ｍｍ １１８ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ９００×１３００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050668 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高９００ｍｍ 幅１，５００ｍｍ １２６ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ９００×１５００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050670 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高９００ｍｍ 幅１，８００ｍｍ １３９ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ９００×１８００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路
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Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050672 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高９００ｍｍ 幅２，０００ｍｍ １４８ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム ９００×２０００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050674 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高１，２００ｍｍ 幅１，０００ｍｍ １９０ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム １２００×１０００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050676 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高１，２００ｍｍ 幅１，２００ｍｍ ２０４ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム １２００×１２００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050678 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高１，２００ｍｍ 幅１，３００ｍｍ ２１０ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム １２００×１３００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050680 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高１，２００ｍｍ 幅１，５００ｍｍ ２２４ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム １２００×１５００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050682 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形アーム 高１，２００ｍｍ 幅１，６００ｍｍ ２３１ｋｇ／本 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形アーム １２００×１６００ 本 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050684 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形パネル 幅２５０ｍｍ 厚５０ｍｍ 長９９５ｍｍ ３０ｋｇ／枚 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形パネル ２５０×５０×９９５ 枚 999 × ○ 1603 コンクリート水路

Ｕ形プレハブ水路―ブランド品― 1603050686 Ｕ形プレハブ水路 Ａ形パネル 幅３００ｍｍ 厚５０ｍｍ 長９９５ｍｍ ３６ｋｇ／枚 丸栄コンクリート工業 Ｕ形プレハブ水路　Ａ形パネル ３００×５０×９９５ 枚 999 × ○ 1603 コンクリート水路

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020100 アーチ・ドレン ＡＤ０２１ 標準ＴＹＰＥ 導水幅２１０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン２１０標準グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020110 アーチ・ドレン ＡＤ０２１ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅２１０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン２１０鉄道グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020120 アーチ・ドレン ＡＤ０２１ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅２１０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン２１０耐寒グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020130 アーチ・ドレン ＡＤ０２６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅２６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン２６０標準グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020140 アーチ・ドレン ＡＤ０２６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅２６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン２６０鉄道グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020150 アーチ・ドレン ＡＤ０２６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅２６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン２６０耐寒グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020160 アーチ・ドレン ＡＤ０３６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅３６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン３６０標準グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020170 アーチ・ドレン ＡＤ０３６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅３６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン３６０鉄道グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020180 アーチ・ドレン ＡＤ０３６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅３６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン３６０耐寒グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020190 アーチ・ドレン ＡＤ０５６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅５６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン５６０標準グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材
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漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020200 アーチ・ドレン ＡＤ０５６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅５６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン５６０鉄道グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020210 アーチ・ドレン ＡＤ０５６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅５６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン５６０耐寒グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020220 アーチ・ドレン ＡＤ０６６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅６６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン６６０標準グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020230 アーチ・ドレン ＡＤ０６６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅６６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン６６０鉄道グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020240 アーチ・ドレン ＡＤ０６６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅６６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン６６０耐寒グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020250 アーチ・ドレン ＡＤ０７６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅７６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン７６０標準グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020260 アーチ・ドレン ＡＤ０７６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅７６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン７６０鉄道グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020270 アーチ・ドレン ＡＤ０７６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅７６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン７６０耐寒グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020280 アーチ・ドレン ＡＤ０９６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅９６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン９６０標準グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020290 アーチ・ドレン ＡＤ０９６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅９６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン９６０鉄道グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020300 アーチ・ドレン ＡＤ０９６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅９６０ｍｍ グレイ色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン９６０耐寒グレイ色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020122 アーチ・ドレン ＡＤ０２１ 標準ＴＹＰＥ 導水幅２１０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン２１０標準　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020124 アーチ・ドレン ＡＤ０２１ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅２１０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン２１０鉄道　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020126 アーチ・ドレン ＡＤ０２１ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅２１０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン２１０耐寒　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020152 アーチ・ドレン ＡＤ０２６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅２６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン２６０標準　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020154 アーチ・ドレン ＡＤ０２６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅２６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン２６０鉄道　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020156 アーチ・ドレン ＡＤ０２６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅２６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン２６０耐寒　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020182 アーチ・ドレン ＡＤ０３６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅３６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン３６０標準　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材
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漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020184 アーチ・ドレン ＡＤ０３６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅３６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン３６０鉄道　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020186 アーチ・ドレン ＡＤ０３６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅３６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン３６０耐寒　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020212 アーチ・ドレン ＡＤ０５６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅５６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン５６０標準　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020214 アーチ・ドレン ＡＤ０５６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅５６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン５６０鉄道　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020216 アーチ・ドレン ＡＤ０５６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅５６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン５６０耐寒　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020242 アーチ・ドレン ＡＤ０６６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅６６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン６６０標準　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020244 アーチ・ドレン ＡＤ０６６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅６６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン６６０鉄道　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020246 アーチ・ドレン ＡＤ０６６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅６６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン６６０耐寒　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020272 アーチ・ドレン ＡＤ０７６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅７６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン７６０標準　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020274 アーチ・ドレン ＡＤ０７６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅７６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン７６０鉄道　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020276 アーチ・ドレン ＡＤ０７６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅７６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン７６０耐寒　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020302 アーチ・ドレン ＡＤ０９６ 標準ＴＹＰＥ 導水幅９６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン９６０標準　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020304 アーチ・ドレン ＡＤ０９６ 鉄道ＴＹＰＥ 導水幅９６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン９６０鉄道　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

漏水対策材（トンネル・地下構造物用）―ブラ
ンド品―

0957020306 アーチ・ドレン ＡＤ０９６ 耐寒ＴＹＰＥ 導水幅９６０ｍｍ 透明色 ★ ニホン・ドレン トンネル・地下構造物漏水対策材 アーチドレン９６０耐寒　透明色 ｍ 999 × ○ 0957 構造物補修・対策・表面処理材

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111030010 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝９００ｍｍ タイロッド　両端曲げ 径１６　Ｌ９００　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111030020 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝９５０ｍｍ タイロッド　両端曲げ 径１６　Ｌ９５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111030030 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，０５０ｍｍ タイロッド　両端曲げ 径１６　Ｌ１０５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111030040 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，１５０ｍｍ タイロッド　両端曲げ 径１６　Ｌ１１５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド
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トンネル支保工（鋼製支保工） 0111030050 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，２５０ｍｍ タイロッド　両端曲げ 径１６　Ｌ１２５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111030060 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，３５０ｍｍ タイロッド　両端曲げ 径１６　Ｌ１３５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111030070 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，４５０ｍｍ タイロッド　両端曲げ 径１６　Ｌ１４５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111030080 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，６５０ｍｍ タイロッド　両端曲げ 径１６　Ｌ１６５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111030090 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝９００ｍｍ タイロッド　両端曲げ 径１９　Ｌ９００　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111030100 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝９５０ｍｍ タイロッド　両端曲げ 径１９　Ｌ９５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111030110 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，０５０ｍｍ タイロッド　両端曲げ 径１９　Ｌ１０５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111030120 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，１５０ｍｍ タイロッド　両端曲げ 径１９　Ｌ１１５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111030130 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，２５０ｍｍ タイロッド　両端曲げ 径１９　Ｌ１２５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111030140 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，３５０ｍｍ タイロッド　両端曲げ 径１９　Ｌ１３５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111030150 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，４５０ｍｍ タイロッド　両端曲げ 径１９　Ｌ１４５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111030160 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端曲げ（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，６５０ｍｍ タイロッド　両端曲げ 径１９　Ｌ１６５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111032010 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝９００ｍｍ タイロッド　両端ネジ切加工 径１６　Ｌ９００　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111032020 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝９５０ｍｍ タイロッド　両端ネジ切加工 径１６　Ｌ９５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111032030 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，０５０ｍｍ タイロッド　両端ネジ切加工 径１６　Ｌ１０５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111032040 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，１５０ｍｍ タイロッド　両端ネジ切加工 径１６　Ｌ１１５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111032050 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，２５０ｍｍ タイロッド　両端ネジ切加工 径１６　Ｌ１２５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111032060 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，３５０ｍｍ タイロッド　両端ネジ切加工 径１６　Ｌ１３５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド
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トンネル支保工（鋼製支保工） 0111032070 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，４５０ｍｍ タイロッド　両端ネジ切加工 径１６　Ｌ１４５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111032080 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１６×Ｌ＝１，６５０ｍｍ タイロッド　両端ネジ切加工 径１６　Ｌ１６５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111032090 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝９００ｍｍ タイロッド　両端ネジ切加工 径１９　Ｌ９００　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111032100 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝９５０ｍｍ タイロッド　両端ネジ切加工 径１９　Ｌ９５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111032110 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，０５０ｍｍ タイロッド　両端ネジ切加工 径１９　Ｌ１０５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111032120 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，１５０ｍｍ タイロッド　両端ネジ切加工 径１９　Ｌ１１５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111032130 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，２５０ｍｍ タイロッド　両端ネジ切加工 径１９　Ｌ１２５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111032140 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，３５０ｍｍ タイロッド　両端ネジ切加工 径１９　Ｌ１３５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111032150 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，４５０ｍｍ タイロッド　両端ネジ切加工 径１９　Ｌ１４５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111032160 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用タイロッド 両端ネジ切加工（ＳＳ４００） 径１９×Ｌ＝１，６５０ｍｍ タイロッド　両端ネジ切加工 径１９　Ｌ１６５０　ＳＳ４００ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211030010 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用内張材 径６０．５×２．３×７５０ｍｍ ＳＴＫ４００ トンネル用内張材　ＳＴＫ４００ 径６０．５×２．３×７５０ 本 999 × ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211030020 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用内張材 径６０．５×２．３×８００ｍｍ ＳＴＫ４００ トンネル用内張材　ＳＴＫ４００ 径６０．５×２．３×８００ 本 999 × ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211030030 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用内張材 径６０．５×２．３×９００ｍｍ ＳＴＫ４００ トンネル用内張材　ＳＴＫ４００ 径６０．５×２．３×９００ 本 999 × ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211030040 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用内張材 径６０．５×２．３×１，０００ｍｍ ＳＴＫ４００ トンネル用内張材　ＳＴＫ４００ 径６０．５×２．３×１０００ 本 999 × ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211030050 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用内張材 径６０．５×２．３×１，１００ｍｍ ＳＴＫ４００ トンネル用内張材　ＳＴＫ４００ 径６０．５×２．３×１１００ 本 999 × ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211030060 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用内張材 径６０．５×２．３×１，２００ｍｍ ＳＴＫ４００ トンネル用内張材　ＳＴＫ４００ 径６０．５×２．３×１２００ 本 999 × ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211030070 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用内張材 径６０．５×２．３×１，３００ｍｍ ＳＴＫ４００ トンネル用内張材　ＳＴＫ４００ 径６０．５×２．３×１３００ 本 999 × ○ 1211 支保工

トンネル支保工（鋼製支保工） 1211030080 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネル用内張材 径６０．５×２．３×１，５００ｍｍ ＳＴＫ４００ トンネル用内張材　ＳＴＫ４００ 径６０．５×２．３×１５００ 本 999 × ○ 1211 支保工
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トンネル支保工（鋼製支保工） 0111040010 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネルタイロッド用さや管 径２７．２×１．９×５０ｍｍ ＳＴＫ４００ タイロッド用さや管 径２７．２×１．９×５０ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111040020 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネルタイロッド用さや管 径２７．２×２．３×８０ｍｍ ＳＴＫ４００ タイロッド用さや管 径２７．２×２．３×８０ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

トンネル支保工（鋼製支保工） 0111040030 トンネル支保工（鋼製支保工） トンネルタイロッド用さや管 径３４．０×２．３×７５ｍｍ ＳＴＫ４００ タイロッド用さや管 径３４×２．３×７５ 本 999 × ○ 0111 タイロッド

水門用ラック式開閉機 1605023502
手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　本体 １０ｋＮ　（アナログ式開度計、架台及びアンカーＢＮを含む）
２５０ｋｇ／台

手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　本体　１０ｋＮ 台 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023504
手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　本体 ２０ｋＮ　（アナログ式開度計、架台及びアンカーＢＮを含む）
３７０ｋｇ／台

手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　本体　２０ｋＮ 台 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023506
手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　本体 ３０ｋＮ　（アナログ式開度計、架台及びアンカーＢＮを含む）
４１０ｋｇ／台

手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　本体　３０ｋＮ 台 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023508
手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　本体 ４０ｋＮ　（アナログ式開度計、架台及びアンカーＢＮを含む）
４５０ｋｇ／台

手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　本体　４０ｋＮ 台 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023510 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　ラック棒 １０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ １１ｋｇ／ｍ 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　ラック棒　１０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023512 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　ラック棒 ２０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ １５ｋｇ／ｍ 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　ラック棒　２０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023514 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　ラック棒 ３０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ２３ｋｇ／ｍ 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　ラック棒　３０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023516 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　ラック棒 ４０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ３８ｋｇ／ｍ 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　ラック棒　４０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023518 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　ラック棒継手 １０ｋＮ用　ＳＣＳ１３ ２．１ｋｇ／個 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　ラック棒継手　１０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023520 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　ラック棒継手 ２０ｋＮ用　ＳＣＳ１３ ３．９ｋｇ／個 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　ラック棒継手　２０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023522 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　ラック棒継手 ３０ｋＮ用　ＳＣＳ１３ ５．６ｋｇ／個 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　ラック棒継手　３０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023524 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　ラック棒継手 ４０ｋＮ用　ＳＣＳ１３ １０．２ｋｇ／個 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　ラック棒継手　４０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023526 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　吊ピン １０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ０．５ｋｇ／個 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　吊ピン　１０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023528 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　吊ピン ２０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ １．２ｋｇ／個 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　吊ピン　２０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023530 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　吊ピン ３０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ２ｋｇ／個 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　吊ピン　３０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門
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水門用ラック式開閉機 1605023532 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　吊ピン ４０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ３ｋｇ／個 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　吊ピン　４０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023534 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　中間軸受 １０ｋＮ用　金具のみ　ＳＵＳ製 １０ｋｇ／台分 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　中間軸受　１０ｋＮ 台分 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023536 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　中間軸受 ２０ｋＮ用　金具のみ　ＳＵＳ製 １２ｋｇ／台分 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　中間軸受　２０ｋＮ 台分 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023538 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　中間軸受 ３０ｋＮ用　金具のみ　ＳＵＳ製 １４ｋｇ／台分 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　中間軸受　３０ｋＮ 台分 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023540 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　中間軸受 ４０ｋＮ用　金具のみ　ＳＵＳ製 １９ｋｇ／台分 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　中間軸受　４０ｋＮ 台分 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023542 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　ラック棒カバー １０ｋＮ用　ＳＵＳ製 ３ｋｇ／ｍ 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　ラック棒カバー　１０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023544 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　ラック棒カバー ２０ｋＮ用　ＳＵＳ製 ３ｋｇ／ｍ 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　ラック棒カバー　２０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023546 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　ラック棒カバー ３０ｋＮ用　ＳＵＳ製 ５ｋｇ／ｍ 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　ラック棒カバー　３０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023548 手動ラック式開閉装置（丸ハンドル型） 単動　ラック棒カバー ４０ｋＮ用　ＳＵＳ製 ６ｋｇ／ｍ 手動ラック式開閉装置丸ハンドル 単動　ラック棒カバー　４０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023550
電動ラック式開閉装置 単動　本体 ２０ｋＮ　（アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアンカーＢＮを含
む） ５３５ｋｇ／台

電動ラック式開閉装置 単動　本体　２０ｋＮ 台 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023552
電動ラック式開閉装置 単動　本体 ３０ｋＮ　（アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアンカーＢＮを含
む） ６００ｋｇ／台

電動ラック式開閉装置 単動　本体　３０ｋＮ 台 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023554
電動ラック式開閉装置 単動　本体 ４０ｋＮ　（アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアンカーＢＮを含
む） ８２０ｋｇ／台

電動ラック式開閉装置 単動　本体　４０ｋＮ 台 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023556
電動ラック式開閉装置 単動　本体 ５０ｋＮ　（アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアンカーＢＮを含
む） ９３０ｋｇ／台

電動ラック式開閉装置 単動　本体　５０ｋＮ 台 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023558
電動ラック式開閉装置 単動　本体 ７５ｋＮ　（アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアンカーＢＮを含
む） １，６１０ｋｇ／台

電動ラック式開閉装置 単動　本体　７５ｋＮ 台 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023560 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒 ２０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ １５ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒　２０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023562 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒 ３０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ２３ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒　３０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023564 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒 ４０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ３８ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒　４０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023566 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒 ５０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ４３ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒　５０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門
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水門用ラック式開閉機 1605023568 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒 ７５ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ７４ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒　７５ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023570 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒継手 ２０ｋＮ用　ＳＣＳ１３ ３．９ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒継手　２０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023572 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒継手 ３０ｋＮ用　ＳＣＳ１３ ５．６ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒継手　３０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023574 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒継手 ４０ｋＮ用　ＳＣＳ１３ １０．２ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒継手　４０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023576 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒継手 ５０ｋＮ用　ＳＣＳ１３ １２．６ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒継手　５０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023578 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒継手 ７５ｋＮ用　ＳＣＳ１３ ２８．７ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒継手　７５ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023580 電動ラック式開閉装置 単動　吊ピン ２０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ １．２ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動　吊ピン　２０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023582 電動ラック式開閉装置 単動　吊ピン ３０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ２ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動　吊ピン　３０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023584 電動ラック式開閉装置 単動　吊ピン ４０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ３ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動　吊ピン　４０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023586 電動ラック式開閉装置 単動　吊ピン ５０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ２．８ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動　吊ピン　５０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023588 電動ラック式開閉装置 単動　吊ピン ７５ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ６ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動　吊ピン　７５ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023590 電動ラック式開閉装置 単動　中間軸受 ２０ｋＮ用　金具のみ　ＳＵＳ製 １２ｋｇ／台分 電動ラック式開閉装置 単動　中間軸受　２０ｋＮ 台分 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023592 電動ラック式開閉装置 単動　中間軸受 ３０ｋＮ用　金具のみ　ＳＵＳ製 １４ｋｇ／台分 電動ラック式開閉装置 単動　中間軸受　３０ｋＮ 台分 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023594 電動ラック式開閉装置 単動　中間軸受 ４０ｋＮ用　金具のみ　ＳＵＳ製 １９ｋｇ／台分 電動ラック式開閉装置 単動　中間軸受　４０ｋＮ 台分 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023596 電動ラック式開閉装置 単動　中間軸受 ５０ｋＮ用　金具のみ　ＳＵＳ製 ２０ｋｇ／台分 電動ラック式開閉装置 単動　中間軸受　５０ｋＮ 台分 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023598 電動ラック式開閉装置 単動　中間軸受 ７５ｋＮ用　金具のみ　ＳＵＳ製 ３３ｋｇ／台分 電動ラック式開閉装置 単動　中間軸受　７５ｋＮ 台分 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023600 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒カバー ２０ｋＮ用　ＳＵＳ製 ８ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒カバー　２０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023602 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒カバー ３０ｋＮ用　ＳＵＳ製 ８ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒カバー　３０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門
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水門用ラック式開閉機 1605023604 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒カバー ４０ｋＮ用　ＳＵＳ製 ９ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒カバー　４０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023606 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒カバー ５０ｋＮ用　ＳＵＳ製 １０ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒カバー　５０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023608 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒カバー ７５ｋＮ用　ＳＵＳ製 １１ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動　ラック棒カバー　７５ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023610
電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　本体 ２０ｋＮ　（アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアン
カーＢＮを含む） ６００ｋｇ／台

電動ラック式開閉装置 単動　盤搭載　本体　２０ｋＮ 台 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023612
電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　本体 ３０ｋＮ　（アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアン
カーＢＮを含む） ６６５ｋｇ／台

電動ラック式開閉装置 単動　盤搭載　本体　３０ｋＮ 台 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023614
電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　本体 ４０ｋＮ　（アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアン
カーＢＮを含む） ８８５ｋｇ／台

電動ラック式開閉装置 単動　盤搭載　本体　４０ｋＮ 台 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023616
電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　本体 ５０ｋＮ　（アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアン
カーＢＮを含む） ９９５ｋｇ／台

電動ラック式開閉装置 単動　盤搭載　本体　５０ｋＮ 台 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023618
電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　本体 ７５ｋＮ　（アナログ式開度計、上下限リミットＳＷ、架台及びアン
カーＢＮを含む） １，６７５ｋｇ／台

電動ラック式開閉装置 単動　盤搭載　本体　７５ｋＮ 台 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023620 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　ラック棒 ２０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ １５ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載　ラック棒　２０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023622 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　ラック棒 ３０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ２３ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載　ラック棒　３０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023624 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　ラック棒 ４０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ３８ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載　ラック棒　４０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023626 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　ラック棒 ５０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ４３ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載　ラック棒　５０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023628 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　ラック棒 ７５ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ７４ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載　ラック棒　７５ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023630 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　ラック棒継手 ２０ｋＮ用　ＳＣＳ１３ ３．９ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載ラック棒継手２０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023632 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　ラック棒継手 ３０ｋＮ用　ＳＣＳ１３ ５．６ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載ラック棒継手３０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023634 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　ラック棒継手 ４０ｋＮ用　ＳＣＳ１３ １０．２ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載ラック棒継手４０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023636 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　ラック棒継手 ５０ｋＮ用　ＳＣＳ１３ １２．６ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載ラック棒継手５０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023638 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　ラック棒継手 ７５ｋＮ用　ＳＣＳ１３ ２８．７ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載ラック棒継手７５ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門
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水門用ラック式開閉機 1605023640 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　吊ピン ２０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ １．２ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動　盤搭載　吊ピン　２０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023642 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　吊ピン ３０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ２ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動　盤搭載　吊ピン　３０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023644 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　吊ピン ４０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ３ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動　盤搭載　吊ピン　４０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023646 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　吊ピン ５０ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ２．８ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動　盤搭載　吊ピン　５０ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023648 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　吊ピン ７５ｋＮ用　ＳＵＳ３０４ ６ｋｇ／個 電動ラック式開閉装置 単動　盤搭載　吊ピン　７５ｋＮ 個 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023650 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　中間軸受 ２０ｋＮ用　金具のみ　ＳＵＳ製 １２ｋｇ／台分 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載　中間軸受　２０ｋＮ 台分 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023652 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　中間軸受 ３０ｋＮ用　金具のみ　ＳＵＳ製 １４ｋｇ／台分 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載　中間軸受　３０ｋＮ 台分 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023654 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　中間軸受 ４０ｋＮ用　金具のみ　ＳＵＳ製 １９ｋｇ／台分 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載　中間軸受　４０ｋＮ 台分 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023656 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　中間軸受 ５０ｋＮ用　金具のみ　ＳＵＳ製 ２０ｋｇ／台分 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載　中間軸受　５０ｋＮ 台分 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023658 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　中間軸受 ７５ｋＮ用　金具のみ　ＳＵＳ製 ２６ｋｇ／台分 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載　中間軸受　７５ｋＮ 台分 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023660 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　ラック棒カバー ２０ｋＮ用　ＳＵＳ製 ８ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載ラック棒カバ２０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023662 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　ラック棒カバー ３０ｋＮ用　ＳＵＳ製 ８ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載ラック棒カバ３０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023664 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　ラック棒カバー ４０ｋＮ用　ＳＵＳ製 ９ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載ラック棒カバ４０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023666 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　ラック棒カバー ５０ｋＮ用　ＳＵＳ製 １０ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載ラック棒カバ５０ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023668 電動ラック式開閉装置 単動（盤搭載型）　ラック棒カバー ７５ｋＮ用　ＳＵＳ製 １１ｋｇ／ｍ 電動ラック式開閉装置 単動盤搭載ラック棒カバ７５ｋＮ ｍ 999 × ○ 1605 水門

水門用ラック式開閉機 1605023670 ラック式開閉機用 シンクロ発信器（シンクロ電機） １ｋｇ／台 ラック式開閉機用 シンクロ発信器（シンクロ電機） 台 999 × ○ 1605 水門

水門用水密ゴム 1605025002 合成ゴム 平形 水門用水密ゴム 合成ゴム　平形 ｋｇ 999 × ○ 1605 水門

水門用水密ゴム 1605025004 合成ゴム Ｐ形 水門用水密ゴム 合成ゴム　Ｐ形 ｋｇ 999 × ○ 1605 水門
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水門用水密ゴム 1605025006 合成ゴム 中空Ｐ形 水門用水密ゴム 合成ゴム　中空Ｐ形 ｋｇ 999 × ○ 1605 水門

水門用水密ゴム 1605025008 合成ゴム Ｌ形 水門用水密ゴム 合成ゴム　Ｌ形 ｋｇ 999 × ○ 1605 水門

水門用水密ゴム 1605025010 合成ゴム Ｙ形 水門用水密ゴム 合成ゴム　Ｙ形 ｋｇ 999 × ○ 1605 水門

水門用水密ゴム 1605025012 合成ゴム 凸形 水門用水密ゴム 合成ゴム　凸形 ｋｇ 999 × ○ 1605 水門

水門用水密ゴム 1605025014 天然ゴム 平形 水門用水密ゴム 天然ゴム　平形 ｋｇ 999 × ○ 1605 水門

水門用水密ゴム 1605025016 天然ゴム Ｐ形 水門用水密ゴム 天然ゴム　Ｐ形 ｋｇ 999 × ○ 1605 水門

水門用水密ゴム 1605025018 天然ゴム 中空Ｐ形 水門用水密ゴム 天然ゴム　中空Ｐ形 ｋｇ 999 × ○ 1605 水門

水門用水密ゴム 1605025020 天然ゴム Ｌ形 水門用水密ゴム 天然ゴム　Ｌ形 ｋｇ 999 × ○ 1605 水門

水門用水密ゴム 1605025022 天然ゴム Ｙ形 水門用水密ゴム 天然ゴム　Ｙ形 ｋｇ 999 × ○ 1605 水門

水門用水密ゴム 1605025024 天然ゴム 凸形 水門用水密ゴム 天然ゴム　凸形 ｋｇ 999 × ○ 1605 水門

橋梁用床版―ブランド品― 1205031430 角形鋼管床版橋 角太橋　車道橋 普通鋼　□２５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　車道橋 普通鋼　□２５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031440 角形鋼管床版橋 角太橋　車道橋 普通鋼　□３００～３５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　車道橋 普通鋼　□３００～３５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031450 角形鋼管床版橋 角太橋　車道橋 耐候性鋼　□２５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　車道橋 耐候性鋼　□２５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031460 角形鋼管床版橋 角太橋　車道橋 耐候性鋼　□３００～３５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　車道橋 耐候性鋼　□３００～３５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031480 角形鋼管床版橋 角太橋　歩道橋 普通鋼　□２５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　歩道橋 普通鋼　□２５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031490 角形鋼管床版橋 角太橋　歩道橋 普通鋼　□３００～３５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　歩道橋 普通鋼　□３００～３５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031510 角形鋼管床版橋 角太橋　歩道橋 耐候性鋼　□２５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　歩道橋 耐候性鋼　□２５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031520 角形鋼管床版橋 角太橋　歩道橋 耐候性鋼　□３００～３５０ｍｍ 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　歩道橋 耐候性鋼　□３００～３５０ｍｍ ｔ 999 × ○ 1205 橋けた
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橋梁用床版―ブランド品― 1205031540 角形鋼管床版橋 角太橋　エキストラ 斜橋加算額（本体質量に対しｔ当り） 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　エキストラ 斜橋加算額 ｔ 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031550
角形鋼管床版橋 角太橋　エキストラ 縦断勾配加算額（ソールプレート１枚当り，勾配３％以上の場合） 日鉄エンジニ
アリング

橋梁用床版　角太橋　エキストラ 縦断勾配加算額 枚 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031560 角形鋼管床版橋 角太橋　エキストラ 架設用吊金具（材料及び工場取付費） 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　エキストラ 架設用吊金具　材料・工場取付費 枚 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031570 角形鋼管床版橋 角太橋　エキストラ 地覆水切板（材料及び工場取付費） 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　エキストラ 地覆水切板　材料・工場取付費 ｍ 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031580 角形鋼管床版橋 角太橋　エキストラ 防水層水抜管２５Ａ（材料費） 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　エキストラ 防水層水抜管２５Ａ（材料費） 箇所 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031590 角形鋼管床版橋 角太橋　エキストラ 路面排水管７５×４５ｍｍ（材料費） 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋　エキストラ 路面排水管７５×４５（材料費） 箇所 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031592 角形鋼管床版橋 角太橋　小ロット加算額 （本体重量５ｔ以上１０ｔ未満） 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋 小ロット加算額　５～１０ｔ未満 ｔ 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031594 角形鋼管床版橋 角太橋　小ロット加算額 （本体重量５ｔ未満） 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋 小ロット加算額　５ｔ未満 ｔ 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031595 角形鋼管床版橋 角太橋　キャンバー加工加算額 （主桁用鋼管本数当り） 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋 キャンバー加工加算額 本 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031596 角形鋼管床版橋 角太橋　継手加工加算額 （角折れ無し） 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋 継手加工加算額　角折れ無し 箇所 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用床版―ブランド品― 1205031597 角形鋼管床版橋 角太橋　継手加工加算額 （角折れ有り） 日鉄エンジニアリング 橋梁用床版　角太橋 継手加工加算額　角折れ有り 箇所 999 × ○ 1205 橋けた

ゴム支承（パッド型） 1209017090 ゴム支承（パッド型） 平成３年度版支承便覧仕様 製品厚４４ｍｍ ｔｅ１６ｍｍ×２層 ゴム支承パッド型　平成３年度版 Ｔ４４ｍｍ　１６ｍｍ×２層 ｍ２ 999 × ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017110 ゴム支承（パッド型） 平成３年度版支承便覧仕様 製品厚６２ｍｍ ｔｅ１６ｍｍ×３層 ゴム支承パッド型　平成３年度版 Ｔ６２ｍｍ　１６ｍｍ×３層 ｍ２ 999 × ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017125 ゴム支承（パッド型） 平成３年度版支承便覧仕様 製品厚８０ｍｍ ｔｅ１６ｍｍ×４層 ゴム支承パッド型　平成３年度版 Ｔ８０ｍｍ　１６ｍｍ×４層 ｍ２ 999 × ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017135 ゴム支承（パッド型） 平成３年度版支承便覧仕様 製品厚９８ｍｍ ｔｅ１６ｍｍ×５層 ゴム支承パッド型　平成３年度版 Ｔ９８ｍｍ　１６ｍｍ×５層 ｍ２ 999 × ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017150 ゴム支承（パッド型） 平成３年度版支承便覧仕様 製品厚１１５ｍｍ ｔｅ１８ｍｍ×５層 ゴム支承パッド型　平成３年度版 Ｔ１１５ｍｍ　１８ｍｍ×５層 ｍ２ 999 × ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017155 ゴム支承（パッド型） 平成３年度版支承便覧仕様 製品厚１２５ｍｍ ｔｅ２０ｍｍ×５層 ゴム支承パッド型　平成３年度版 Ｔ１２５ｍｍ　２０ｍｍ×５層 ｍ２ 999 × ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209017160 ゴム支承（パッド型） 平成３年度版支承便覧仕様 製品厚１３５ｍｍ ｔｅ２２ｍｍ×５層 ゴム支承パッド型　平成３年度版 Ｔ１３５ｍｍ　２２ｍｍ×５層 ｍ２ 999 × ○ 1209 支承材
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ゴム支承（パッド型） 1209019008
ゴム支承（パッド型） 帯状ゴム支承 製品厚２３ｍｍ ｔｅ１０ｍｍ×２層 平面寸法（ｂ）２２０ｍｍ（ａ）１０００
ｍｍ

ゴム支承パッド型　帯状　Ｔ２３ ｔｅ１０ｍｍ×２層　ｂ２２０ 枚 999 × ○ 1209 支承材

ゴム支承（パッド型） 1209019010
ゴム支承（パッド型） 帯状ゴム支承 製品厚３３ｍｍ ｔｅ１５ｍｍ×２層 平面寸法（ｂ）２２０ｍｍ（ａ）１０００
ｍｍ

ゴム支承パッド型　帯状　Ｔ３３ ｔｅ１５ｍｍ×２層　ｂ２２０ 枚 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023801 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） ３９０ｋＮ ８３．８ｋｇ ５０１－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力３９０ｋＮ　固定 基 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023802
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） ５９０ｋＮ １０６．３ｋｇ ５０２－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっ
き

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力５９０ｋＮ　固定 基 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023803
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） ７８０ｋＮ １５１．９ｋｇ ５０３－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっ
き

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力７８０ｋＮ　固定 基 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023804
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） １，２３０ｋＮ ２４６．６ｋｇ ５０５－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛
めっき

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力１２３０ｋＮ　固定 基 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023502
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） １，４７０ｋＮ ３０１．５ｋｇ ５０６－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛
めっき

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力１４７０ｋＮ　固定 基 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023805
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） １，７２０ｋＮ ３６２．８ｋｇ ５０７－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛
めっき

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力１７２０ｋＮ　固定 基 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023806
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） ２，２１０ｋＮ ５２９．８ｋｇ ５０９－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛
めっき

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力２２１０ｋＮ　固定 基 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023506
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） ２，４５０ｋＮ ６０５．０ｋｇ ５１０－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛
めっき

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力２４５０ｋＮ　固定 基 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023807
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） ２，７００ｋＮ ６９７．６ｋｇ ５１１－Ｅ 固定 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛
めっき

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力２７００ｋＮ　固定 基 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023818 密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） ３９０ｋＮ ９４．９ｋｇ ５０１－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっき 密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力３９０ｋＮ　可動 基 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023819
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） ５９０ｋＮ １１４．７ｋｇ ５０２－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっ
き

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力５９０ｋＮ　可動 基 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023820
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） ７８０ｋＮ １５４．５ｋｇ ５０３－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛めっ
き

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力７８０ｋＮ　可動 基 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023821
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） １，２３０ｋＮ ２５２．６ｋｇ ５０５－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛
めっき

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力１２３０ｋＮ　可動 基 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023518
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） １，４７０ｋＮ ３０３．８ｋｇ ５０６－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛
めっき

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力１４７０ｋＮ　可動 基 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023822
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） １，７２０ｋＮ ３６７．０ｋｇ ５０７－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛
めっき

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力１７２０ｋＮ　可動 基 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023823
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） ２，２１０ｋＮ ５０８．１ｋｇ ５０９－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛
めっき

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力２２１０ｋＮ　可動 基 999 × ○ 1209 支承材
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鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023522
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） ２，４５０ｋＮ ５８６．８ｋｇ ５１０－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛
めっき

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力２４５０ｋＮ　可動 基 999 × ○ 1209 支承材

鋳鋼製支承（亜鉛めっき仕様） 1209023824
密閉ゴム支承板支承（ＴＹＰＥ－Ａ） ２，７００ｋＮ ６６７．０ｋｇ ５１１－Ｆ 可動 ＢＰ－Ｂ・鋼橋用・溶融亜鉛
めっき

密閉ゴム支承板支承ＴＹＰＥ－Ａ 反力２７００ｋＮ　可動 基 999 × ○ 1209 支承材

橋梁用ＦＲＰ製排水桝―ブランド品― 1203020003 ＦＲＰ排水ます ４４３×８７８×４９５ ５０．１ｋｇ ダイクレ 橋梁関連部材　ＦＲＰ排水ます ４４３×８７８×４９５ダイクレ 基 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用ＦＲＰ製排水桝―ブランド品― 1203020004 ＦＲＰ排水ます ５９０×４２５×５００ ４３．２ｋｇ ダイクレ 橋梁関連部材　ＦＲＰ排水ます ５９０×４２５×５００ダイクレ 基 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021401
橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント Ｒ型（Ｒ－１） 呼び径１５０Ａ　Ｌ＝１３２ｍｍ 軸差±３０ メイコーエンジニ
ヤリング

ＭＥＣジョイント　Ｒ－１ 径１５０Ａ　Ｌ＝１３２ 個 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021402
橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント Ｒ型（Ｒ－２） 呼び径１５０Ａ　Ｌ＝２１４ｍｍ 軸差±６０ メイコーエンジニ
ヤリング

ＭＥＣジョイント　Ｒ－２ 径１５０Ａ　Ｌ＝２１４ 個 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021403
橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント Ｒ型（Ｒ－３） 呼び径１５０Ａ　Ｌ＝３５２ｍｍ 軸差±９０ メイコーエンジニ
ヤリング

ＭＥＣジョイント　Ｒ－３ 径１５０Ａ　Ｌ＝３５２ 個 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021404
橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント Ｒ型（Ｒ－４） 呼び径１５０Ａ　Ｌ＝４２９ｍｍ 軸差±１２０ メイコーエンジ
ニヤリング

ＭＥＣジョイント　Ｒ－４ 径１５０Ａ　Ｌ＝４２９ 個 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021407
橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント Ｒ型（Ｒ－３） 呼び径２００Ａ　Ｌ＝３６２ｍｍ 軸差±９０ メイコーエンジニ
ヤリング

ＭＥＣジョイント　Ｒ－３ 径２００Ａ　Ｌ＝３６２ 個 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021408
橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント Ｒ型（Ｒ－４） 呼び径２００Ａ　Ｌ＝４２９ｍｍ 軸差±１２０ メイコーエンジ
ニヤリング

ＭＥＣジョイント　Ｒ－４ 径２００Ａ　Ｌ＝４２９ 個 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021409
橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント ＪＡ型（ＪＡ－１） 呼び径１５０Ａ　Ｌ＝４６４ｍｍ 軸差±３０ メイコーエン
ジニヤリング

ＭＥＣジョイント　ＪＡ－１ 径１５０Ａ　Ｌ＝４６４ 個 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021410
橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント ＪＡ型（ＪＡ－２） 呼び径１５０Ａ　Ｌ＝５３６ｍｍ 軸差±６０ メイコーエン
ジニヤリング

ＭＥＣジョイント　ＪＡ－２ 径１５０Ａ　Ｌ＝５３６ 個 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021411
橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント ＪＡ型（ＪＡ－３） 呼び径１５０Ａ　Ｌ＝６７９ｍｍ 軸差±９０ メイコーエン
ジニヤリング

ＭＥＣジョイント　ＪＡ－３ 径１５０Ａ　Ｌ＝６７９ 個 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021412
橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント ＪＡ型（ＪＡ－４） 呼び径１５０Ａ　Ｌ＝７５１ｍｍ 軸差±１２０ メイコーエ
ンジニヤリング

ＭＥＣジョイント　ＪＡ－４ 径１５０Ａ　Ｌ＝７５１ 個 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021415
橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント ＪＡ型（ＪＡ－３） 呼び径２００Ａ　Ｌ＝７８５．５ｍｍ 軸差±９０ メイコー
エンジニヤリング

ＭＥＣジョイント　ＪＡ－３ 径２００Ａ　Ｌ＝７８５．５ 個 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁排水管用継手―ブランド品― 1203021416
橋梁排水管用継手 ＭＥＣジョイント ＪＡ型（ＪＡ－４） 呼び径２００Ａ　Ｌ＝８５２．５ｍｍ 軸差±１２０ メイ
コーエンジニヤリング

ＭＥＣジョイント　ＪＡ－４ 径２００Ａ　Ｌ＝８５２．５ 個 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022001 排水・導水部材 クイックドレーン Ｌ＝３００ｍｍ 橋梁メンテナンス クイックドレーン Ｌ＝３００ｍｍ 本 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022002 排水・導水部材 クイックドレーン Ｌ＝３５０ｍｍ 橋梁メンテナンス クイックドレーン Ｌ＝３５０ｍｍ 本 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022003 排水・導水部材 クイックドレーン Ｌ＝４００ｍｍ 橋梁メンテナンス クイックドレーン Ｌ＝４００ｍｍ 本 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022202 排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－０　床版厚１６０～１９０ 秩父産業 スラブドレーン（本体） 標－０　床版厚１６０～１９０ セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022203 排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－１　床版厚１８０～２２５ 秩父産業 スラブドレーン（本体） 標－１　床版厚１８０～２２５ セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022206 排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－４　床版厚３００～４１０ 秩父産業 スラブドレーン（本体） 標－４　床版厚３００～４１０ セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022207 排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－５　床版厚３８０～４８０ 秩父産業 スラブドレーン（本体） 標－５　床版厚３８０～４８０ セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022208 排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－６　床版厚４４０～５４０ 秩父産業 スラブドレーン（本体） 標－６　床版厚４４０～５４０ セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022209 排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－７　床版厚５４０～７４０ 秩父産業 スラブドレーン（本体） 標－７　床版厚５４０～７４０ セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022210 排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－８　床版厚６８０～７８０ 秩父産業 スラブドレーン（本体） 標－８　床版厚６８０～７８０ セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022211 排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－９　床版厚７４０～９３０ 秩父産業 スラブドレーン（本体） 標－９　床版厚７４０～９３０ セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022212 排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－１０　床版厚９００～１１００ 秩父産業 スラブドレーン（本体） 標１０床版厚９００～１１００ セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022213 排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－１１　床版厚１０４０～１２３０ 秩父産業 スラブドレーン（本体） 標１１床版厚１０４０～１２３０ セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022214 排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－１２　床版厚１２００～１４９０ 秩父産業 スラブドレーン（本体） 標１２床版厚１２００～１４９０ セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022215 排水・導水部材 スラブドレーン（本体） 標－１３　床版厚１３４０～１５３０ 秩父産業 スラブドレーン（本体） 標１３床版厚１３４０～１５３０ セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022216 排水・導水部材 スラブドレーン（鋼床版用） 鋼－Ⅰ（上取付） 秩父産業 スラブドレーン（鋼床版用） 鋼－１（上取付） セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022217 排水・導水部材 スラブドレーン（鋼床版用） 鋼－Ⅱ（下取付） 秩父産業 スラブドレーン（鋼床版用） 鋼－２（下取付） セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022402 排水・導水部材 ＯＫキャップ 新設用樹脂型枠 中大実業 ＯＫキャップ 新設用樹脂型枠 個 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022403 排水・導水部材 かしめ加工 袋ナット，パッキン付 中大実業 かしめ加工 袋ナット　パッキン付 箇所 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022405 排水・導水部材 クワトロドレーン ＫＤＷ３００　床版厚２５０～３００ 中大実業 クワトロドレーン ＫＤＷ３００床版２５０～３００ 本 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022406 排水・導水部材 クワトロドレーン ＫＤＷ３５０　床版厚３００～３５０ 中大実業 クワトロドレーン ＫＤＷ３５０床版３００～３５０ 本 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022407 排水・導水部材 クワトロドレーン ＫＤＷ４００　床版厚３５０～４００ 中大実業 クワトロドレーン ＫＤＷ４００床版３５０～４００ 本 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022408 排水・導水部材 クワトロドレーン ＫＤＷ４５０　床版厚４００～４５０ 中大実業 クワトロドレーン ＫＤＷ４５０床版４００～４５０ 本 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022410 排水・導水部材 フレキシブル管 ＳＵＳ３０４　φ２０ 中大実業 フレキシブル管 ＳＵＳ３０４　径２０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用排水部材―ブランド品― 1203022222 排水・導水部材 耐熱用ＳＤキャップ スラブドレーン用（新設鋼床版用） 秩父産業 耐熱用ＳＤキャップ スラブドレーン用 個 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065002
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ２５Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ２５Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065004
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ２８Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ２８Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065006
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ３２Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ３２Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065008
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ３６Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ３６Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065010
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ３８Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ３８Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065012
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ４２Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ４２Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065014
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ４６Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ４６Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065016
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ５０Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ５０Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065018
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ５５Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ５５Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065020 防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ６０Ｄ（キャップはＦＲＰ） 防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ６０Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065022 防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ６５Ｄ（キャップはＦＲＰ） 防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ６５Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065024 防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ７０Ｄ（キャップはＦＲＰ） 防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ７０Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065026 防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ７５Ｄ（キャップはＦＲＰ） 防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ７５Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた
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防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065028 防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ８０Ｄ（キャップはＦＲＰ） 防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ８０Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065030 防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ８５Ｄ（キャップはＦＲＰ） 防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ８５Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065032 防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ９０Ｄ（キャップはＦＲＰ） 防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ９０Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065034 防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ９５Ｄ（キャップはＦＲＰ） 防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ９５Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065036
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ１００Ｄ（キャップはＦＲ
Ｐ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ１００Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065038
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ１１０Ｄ（キャップはＦＲ
Ｐ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ１１０Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065040
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ１２０Ｄ（キャップはＦＲ
Ｐ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ１２０Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065042
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 可動 Ｍ１３０Ｄ（キャップはＦＲ
Ｐ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　可動　Ｍ１３０Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065502
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ２５Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ２５Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065504
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ２８Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ２８Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065506
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ３２Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ３２Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065508
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ３６Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ３６Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065510
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ３８Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ３８Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065512
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ４２Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ４２Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065514
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ４６Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ４６Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065516
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ５０Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ５０Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065518
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ５５Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ５５Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065520
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ６０Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ６０Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

3588 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065522
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ６５Ｄ（キャップはポリエチ
レン又はＦＲＰ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ６５Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065524 防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ７０Ｄ（キャップはＦＲＰ） 防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ７０Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065526 防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ７５Ｄ（キャップはＦＲＰ） 防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ７５Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065528 防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ８０Ｄ（キャップはＦＲＰ） 防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ８０Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065530 防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ８５Ｄ（キャップはＦＲＰ） 防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ８５Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065532 防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ９０Ｄ（キャップはＦＲＰ） 防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ９０Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065534 防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ９５Ｄ（キャップはＦＲＰ） 防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ９５Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065536
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ１００Ｄ（キャップはＦＲ
Ｐ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ１００Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065538
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ１１０Ｄ（キャップはＦＲ
Ｐ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ１１０Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065540
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ１２０Ｄ（キャップはＦＲ
Ｐ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ１２０Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

防蝕アンカー装置―ブランド品― 1205065542
防蝕アンカー装置 ＳＴ式 ＳＳ４００・Ｓ３５ＣＮ 一般用・プレテン用 ＳＧＮ 固定 Ｆ１３０Ｄ（キャップはＦＲ
Ｐ）

防蝕アンカー装置　ＳＴ式 ＳＧＮ　固定　Ｆ１３０Ｄ 組 999 × ○ 1205 橋けた

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019040
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量６４０ｍｍ 標準遊間９００ｍｍ ＬＲ－８ 車道用 荷重支持型
コンクリート橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　ＣＯ　車道用 ＬＲ－８　伸縮６４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019080
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量７２０ｍｍ 標準遊間１０２０ｍｍ ＬＲ－９ 車道用 荷重支持
型 コンクリート橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　ＣＯ　車道用 ＬＲ－９　伸縮７２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019085
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量８００ｍｍ 標準遊間１１４０ｍｍ ＬＲ－１０ 車道用 荷重支
持型 コンクリート橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　ＣＯ　車道用 ＬＲ－１０　伸縮８００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019090
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量８８０ｍｍ 標準遊間１２６０ｍｍ ＬＲ－１１ 車道用 荷重支
持型 コンクリート橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　ＣＯ　車道用 ＬＲ－１１　伸縮８８０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019095
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量９６０ｍｍ 標準遊間１３８０ｍｍ ＬＲ－１２ 車道用 荷重支
持型 コンクリート橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　ＣＯ　車道用 ＬＲ－１２　伸縮９６０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019100
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量１０４０ｍｍ 標準遊間１５００ｍｍ ＬＲ－１３ 車道用 荷重
支持型 コンクリート橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　ＣＯ　車道用 ＬＲ－１３　伸縮１０４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019105
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量１１２０ｍｍ 標準遊間１６２０ｍｍ ＬＲ－１４ 車道用 荷重
支持型 コンクリート橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　ＣＯ　車道用 ＬＲ－１４　伸縮１１２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

3589 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019110
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量１２００ｍｍ 標準遊間１７４０ｍｍ ＬＲ－１５ 車道用 荷重
支持型 コンクリート橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　ＣＯ　車道用 ＬＲ－１５　伸縮１２００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019065
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量５６０ｍｍ 標準遊間８２０ｍｍ ＬＲ－７ 車道用 荷重支持型
鋼橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　鋼橋　車道用 ＬＲ－７　伸縮５６０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019070
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量６４０ｍｍ 標準遊間９４０ｍｍ ＬＲ－８ 車道用 荷重支持型
鋼橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　鋼橋　車道用 ＬＲ－８　伸縮６４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019120
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量７２０ｍｍ 標準遊間１０６０ｍｍ ＬＲ－９ 車道用 荷重支持
型 鋼橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　鋼橋　車道用 ＬＲ－９　伸縮７２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019125
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量８００ｍｍ 標準遊間１１８０ｍｍ ＬＲ－１０ 車道用 荷重支
持型 鋼橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　鋼橋　車道用 ＬＲ－１０　伸縮８００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019130
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量８８０ｍｍ 標準遊間１３００ｍｍ ＬＲ－１１ 車道用 荷重支
持型 鋼橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　鋼橋　車道用 ＬＲ－１１　伸縮８８０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019135
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量９６０ｍｍ 標準遊間１４２０ｍｍ ＬＲ－１２ 車道用 荷重支
持型 鋼橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　鋼橋　車道用 ＬＲ－１２　伸縮９６０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019140
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量１０４０ｍｍ 標準遊間１５４０ｍｍ ＬＲ－１３ 車道用 荷重
支持型 鋼橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　鋼橋　車道用 ＬＲ－１３　伸縮１０４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019145
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量１１２０ｍｍ 標準遊間１６６０ｍｍ ＬＲ－１４ 車道用 荷重
支持型 鋼橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　鋼橋　車道用 ＬＲ－１４　伸縮１１２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203019150
橋梁用伸縮装置 マゲバジョイント（一方向型） 伸縮量１２００ｍｍ 標準遊間１７８０ｍｍ ＬＲ－１５ 車道用 荷重
支持型 鋼橋用 川金コアテック

マゲバジョイント　鋼橋　車道用 ＬＲ－１５　伸縮１２００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016672
橋梁用伸縮装置 ＫＭＳジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＫＭＳⅢ－５０Ｗ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 橋梁メンテナンス

ＫＭＳジョイント　車道用 ＫＭＳ３－５０Ｗ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016680
橋梁用伸縮装置 ＫＭＳジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＫＭＳⅢ－５０ＷＤ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 二重止水構造付 橋梁メンテナンス

ＫＭＳジョイント　車道用 ＫＭＳ３－５０ＷＤ二重止水構造 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016608
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量２５０ｍｍ 標準遊間２００ｍｍ ＷＰ－２５０ 車道用 荷重支持型 橋梁
メンテナンス

シーペックジョイント　車道用 ＷＰ－２５０　伸縮２５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016584
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間４０ｍｍ ＴＲ－５０ 歩道用 突合せ型 市場単価適用
可 橋梁メンテナンス

シーペックジョイント　歩道用 ＴＲ－５０　伸縮５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016632
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４３５ｍｍ ＳＰ－３２０ｙ 歩道用 荷重支持型 橋
梁メンテナンス

シーペックジョイント　歩道用 ＳＰ－３２０ｙ　伸縮３２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016634
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量２５０ｍｍ 標準遊間２００ｍｍ ＳＰ－２５０Ｐ 歩道用 荷重支持型 橋
梁メンテナンス

シーペックジョイント　歩道用 ＳＰ－２５０Ｐ　伸縮２５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016636
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量３００ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＳＰ－３００Ｐ 歩道用 荷重支持型 橋
梁メンテナンス

シーペックジョイント　歩道用 ＳＰ－３００Ｐ　伸縮３００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016638
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量３５０ｍｍ 標準遊間４００ｍｍ ＳＰ－３５０Ｐ 歩道用 荷重支持型 橋
梁メンテナンス

シーペックジョイント　歩道用 ＳＰ－３５０Ｐ　伸縮３５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016640
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量４００ｍｍ 標準遊間４００ｍｍ ＳＰ－４００Ｐ 歩道用 荷重支持型 橋
梁メンテナンス

シーペックジョイント　歩道用 ＳＰ－４００Ｐ　伸縮４００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016642
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量４５０ｍｍ 標準遊間４５０ｍｍ ＳＰ－４５０Ｐ 歩道用 荷重支持型 橋
梁メンテナンス

シーペックジョイント　歩道用 ＳＰ－４５０Ｐ　伸縮４５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203016644
橋梁用伸縮装置 シーペックジョイント 伸縮量５００ｍｍ 標準遊間５００ｍｍ ＳＰ－５００Ｐ 歩道用 荷重支持型 橋
梁メンテナンス

シーペックジョイント　歩道用 ＳＰ－５００Ｐ　伸縮５００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012080
橋梁用伸縮装置 ＳＴジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８５ｍｍ ＳＴ－１００ 車道用 荷重支持型 ショーボン
ドマテリアル

ＳＴジョイント　車道用 ＳＴ－１００　伸縮１００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012085
橋梁用伸縮装置 ＳＴジョイント 伸縮量１２０ｍｍ 標準遊間２１５ｍｍ ＳＴ－１２０ 車道用 荷重支持型 ショーボン
ドマテリアル

ＳＴジョイント　車道用 ＳＴ－１２０　伸縮１２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012105
橋梁用伸縮装置 ＳＴジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１８７ｍｍ ＳＴ－８０（Ｇ） 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 ショーボンドマテリアル

ＳＴジョイント　車道用 ＳＴ－８０（Ｇ）　伸縮８０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012110
橋梁用伸縮装置 ＳＴジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８５ｍｍ ＳＴ－１００（Ｇ） 車道用 荷重支持型
ショーボンドマテリアル

ＳＴジョイント　車道用 ＳＴ－１００（Ｇ）　伸縮１００ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012115
橋梁用伸縮装置 ＳＴジョイント 伸縮量１２０ｍｍ 標準遊間２１５ｍｍ ＳＴ－１２０（Ｇ） 車道用 荷重支持型
ショーボンドマテリアル

ＳＴジョイント　車道用 ＳＴ－１２０（Ｇ）　伸縮１２０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012120
橋梁用伸縮装置 ３ＳジョイントＶ型 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６５ｍｍ ３Ｓ－２０Ｖ 歩道用 荷重支持型 市場単価適
用可 ショーボンドマテリアル

３ＳジョイントＶ型　歩道用 ３Ｓ－２０Ｖ　伸縮２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012125
橋梁用伸縮装置 ３ＳジョイントＶ型 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７０ｍｍ ３Ｓ－３０Ｖ 歩道用 荷重支持型 市場単価適
用可 ショーボンドマテリアル

３ＳジョイントＶ型　歩道用 ３Ｓ－３０Ｖ　伸縮３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012166
橋梁用伸縮装置 スマートジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＳＭＪ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 ショーボンドマテリアル

スマートジョイント　車道用 ＳＭＪ－２０　伸縮量２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012167
橋梁用伸縮装置 スマートジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＳＭＪ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 ショーボンドマテリアル

スマートジョイント　車道用 ＳＭＪ－３０　伸縮量３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012168
橋梁用伸縮装置 スマートジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＳＭＪ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 ショーボンドマテリアル

スマートジョイント　車道用 ＳＭＪ－５０　伸縮量５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012169
橋梁用伸縮装置 スマートジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１８０ｍｍ ＳＭＪ－７０ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 ショーボンドマテリアル

スマートジョイント　車道用 ＳＭＪ－７０　伸縮量７０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012170
橋梁用伸縮装置 スマートジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間２４０ｍｍ ＳＭＪ－１００ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 ショーボンドマテリアル

スマートジョイント　車道用 ＳＭＪ－１００伸縮量１００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017706
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６９ｍｍ ＫＣ－Ａ２０－Ｇ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 二重止水付 片側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ２０－Ｇ　伸縮量２０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017708
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間８４ｍｍ ＫＣ－Ａ３０－Ｇ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 二重止水付 片側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ３０－Ｇ　伸縮量３０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017710
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間８９ｍｍ ＫＣ－Ａ４０－Ｇ 車道用 荷重支持型 市場単価
適用可 二重止水付 片側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ４０－Ｇ　伸縮量４０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017712
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＫＣ－Ａ５０－Ｇ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 二重止水付 片側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ５０－Ｇ　伸縮量５０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017714
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３１ｍｍ ＫＣ－Ａ６０－Ｇ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 二重止水付 片側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ６０－Ｇ　伸縮量６０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017716
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＫＣ－Ａ７０－Ｇ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 二重止水付 片側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ７０－Ｇ　伸縮量７０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017718
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１５５ｍｍ ＫＣ－Ａ８０－Ｇ 車道用 荷重支持型 二重止
水付 片側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ８０－Ｇ　伸縮量８０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017720
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６９ｍｍ ＫＣ－Ａ２０－ＷＧ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 二重止水付 両側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ２０－ＷＧ　伸縮量２０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017722
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間８４ｍｍ ＫＣ－Ａ３０－ＷＧ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 二重止水付 両側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ３０－ＷＧ　伸縮量３０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017724
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間８９ｍｍ ＫＣ－Ａ４０－ＷＧ 車道用 荷重支持型 市場単
価適用可 二重止水付 両側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ４０－ＷＧ　伸縮量４０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017726
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＫＣ－Ａ５０－ＷＧ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 二重止水付 両側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ５０－ＷＧ　伸縮量５０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017728
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３１ｍｍ ＫＣ－Ａ６０－ＷＧ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 二重止水付 両側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ６０－ＷＧ　伸縮量６０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017730
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＫＣ－Ａ７０－ＷＧ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 二重止水付 両側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ７０－ＷＧ　伸縮量７０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017732
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１５５ｍｍ ＫＣ－Ａ８０－ＷＧ 車道用 荷重支持型 二重
止水付 両側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＫＣ－Ａ８０－ＷＧ　伸縮量８０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017734
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間２０５ｍｍ ＹＣ－Ａ１００－Ｇ 車道用 荷重支持型 二
次止水ゴム樋付 片側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＹＣ－Ａ１００－Ｇ　伸縮１００ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017736
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量１３０ｍｍ 標準遊間２５０ｍｍ ＹＣ－Ａ１３０－Ｇ 車道用 荷重支持型 二
次止水ゴム樋付 片側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＹＣ－Ａ１３０－Ｇ　伸縮１３０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017738
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量１５０ｍｍ 標準遊間２８０ｍｍ ＹＣ－Ａ１５０－Ｇ 車道用 荷重支持型 二
次止水ゴム樋付 片側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＹＣ－Ａ１５０－Ｇ　伸縮１５０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017740
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間２０５ｍｍ ＹＣ－Ａ１００－ＷＧ 車道用 荷重支持型
二次止水ゴム樋付 両側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＹＣ－Ａ１００－ＷＧ伸縮１００ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017742
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量１３０ｍｍ 標準遊間２５０ｍｍ ＹＣ－Ａ１３０－ＷＧ 車道用 荷重支持型
二次止水ゴム樋付 両側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＹＣ－Ａ１３０－ＷＧ伸縮１３０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017744
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量１５０ｍｍ 標準遊間２８０ｍｍ ＹＣ－Ａ１５０－ＷＧ 車道用 荷重支持型
二次止水ゴム樋付 両側誘導板付 秩父産業

メタルジョイント　車道用 ＹＣ－Ａ１５０－ＷＧ伸縮１５０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017746
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１６２ｍｍ ＬＣ－Ａ４０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適
用可 秩父産業

メタルジョイント　歩道用 ＬＣ－Ａ４０　伸縮量４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017748
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１８６ｍｍ ＬＣ－Ａ６０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適
用可 秩父産業

メタルジョイント　歩道用 ＬＣ－Ａ６０　伸縮量６０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017750
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量９０ｍｍ 標準遊間２３６ｍｍ ＬＣ－Ａ９０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適
用可 秩父産業

メタルジョイント　歩道用 ＬＣ－Ａ９０　伸縮量９０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017752
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量１２０ｍｍ 標準遊間２９２ｍｍ ＬＣ－Ａ１２０ 歩道用 荷重支持型 市場単
価適用可 秩父産業

メタルジョイント　歩道用 ＬＣ－Ａ１２０　伸縮１２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203017754
橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量１７０ｍｍ 標準遊間２６７ｍｍ ＬＣ－Ａ１７０ 歩道用 荷重支持型 市場単
価適用可 秩父産業

メタルジョイント　歩道用 ＬＣ－Ａ１７０　伸縮１７０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012778
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間１０４．５ｍｍ ＳＧＴｄ－２５ 車道用 荷
重支持型 市場単価適用可 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＳＧＴｄ－２５　伸縮２５ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012607
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント 伸縮量２２０ｍｍ 標準遊間３７８ｍｍ ＳＧＴｄ－２２０ 車道用 荷
重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＳＧＴｄ－２２０　伸縮２２０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012599
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　Ｋ型 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間８１ｍｍ ＳＧＴｄ－Ｋ３０ 車道用
荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント Ｋ型　ＳＧＴｄ－Ｋ３０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012601
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　Ｋ型 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１５１ｍｍ ＳＧＴｄ－Ｋ８０ 車道用
荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント Ｋ型　ＳＧＴｄ－Ｋ８０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012612
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　Ｋ型 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８１ｍｍ ＳＧＴｄ－Ｋ１００ 車
道用 荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント Ｋ型　ＳＧＴｄ－Ｋ１００ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012614
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　Ｋ型 伸縮量１２５ｍｍ 標準遊間２１８．５ｍｍ ＳＧＴｄ－Ｋ１２
５ 車道用 荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント Ｋ型　ＳＧＴｄ－Ｋ１２５ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012616
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　Ｋ型 伸縮量１５０ｍｍ 標準遊間２５６ｍｍ ＳＧＴｄ－Ｋ１５０ 車
道用 荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント Ｋ型　ＳＧＴｄ－Ｋ１５０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012618
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　Ｋ型 伸縮量１７５ｍｍ 標準遊間２９３．５ｍｍ ＳＧＴｄ－Ｋ１７
５ 車道用 荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント Ｋ型　ＳＧＴｄ－Ｋ１７５ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012620
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　Ｋ型 伸縮量２００ｍｍ 標準遊間３３９ｍｍ ＳＧＴｄ－Ｋ２００ 車
道用 荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント Ｋ型　ＳＧＴｄ－Ｋ２００ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012622
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　Ｋ型 伸縮量２２０ｍｍ 標準遊間３６９ｍｍ ＳＧＴｄ－Ｋ２２０ 車
道用 荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント Ｋ型　ＳＧＴｄ－Ｋ２２０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012624
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　ＫＫ型 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７５ｍｍ ＳＧＴｄ－ＫＫ３０ 車道
用 荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＫＫ型　ＳＧＴｄ－ＫＫ３０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012626
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　ＫＫ型 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１４５ｍｍ ＳＧＴｄ－ＫＫ８０ 車
道用 荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＫＫ型　ＳＧＴｄ－ＫＫ８０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012628
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　ＫＫ型 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１７５ｍｍ ＳＧＴｄ－ＫＫ１０
０ 車道用 荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＫＫ型　ＳＧＴｄ－ＫＫ１００ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012630
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　ＫＫ型 伸縮量１２５ｍｍ 標準遊間２１２．５ｍｍ ＳＧＴｄ－ＫＫ
１２５ 車道用 荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＫＫ型　ＳＧＴｄ－ＫＫ１２５ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012632
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　ＫＫ型 伸縮量１５０ｍｍ 標準遊間２５０ｍｍ ＳＧＴｄ－ＫＫ１５
０ 車道用 荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＫＫ型　ＳＧＴｄ－ＫＫ１５０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012634
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　ＫＫ型 伸縮量１７５ｍｍ 標準遊間２８７．５ｍｍ ＳＧＴｄ－ＫＫ
１７５ 車道用 荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＫＫ型　ＳＧＴｄ－ＫＫ１７５ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012636
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　ＫＫ型 伸縮量２００ｍｍ 標準遊間３３０ｍｍ ＳＧＴｄ－ＫＫ２０
０ 車道用 荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＫＫ型　ＳＧＴｄ－ＫＫ２００ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012638
橋梁用伸縮装置 スーパーガイトップジョイント　ＫＫ型 伸縮量２２０ｍｍ 標準遊間３６０ｍｍ ＳＧＴｄ－ＫＫ２２
０ 車道用 荷重支持型 中外道路

スーパーガイトップジョイント ＫＫ型　ＳＧＴｄ－ＫＫ２２０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012734
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１５８ｍｍ ＮＴ－８０ＦＦＬ 車道用 荷重支持型 市
場単価適用可 中外道路

メタルガージョイント　車道用 ＮＴ－８０ＦＦＬ　伸縮８０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012736
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１９０ｍｍ ＮＴ－１００ＦＦＬ 車道用 荷重支持
型 市場単価適用可 中外道路

メタルガージョイント　車道用 ＮＴ－１００ＦＦＬ　伸縮１００ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012706
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間４０ｍｍ ＧＳ－２０ 歩道用 突合せ型 市場単価適
用可 中外道路

ガイスライドジョイント ＧＳ－２０　伸縮２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012708
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間４５ｍｍ ＧＳ－２５ 歩道用 突合せ型 市場単価適
用可 中外道路

ガイスライドジョイント ＧＳ－２５　伸縮２５ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012710
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間５０ｍｍ ＧＳ－３０ 歩道用 突合せ型 市場単価適
用可 中外道路

ガイスライドジョイント ＧＳ－３０　伸縮３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012712
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間６０ｍｍ ＧＳ－５０ 歩道用 突合せ型 市場単価適
用可 中外道路

ガイスライドジョイント ＧＳ－５０　伸縮５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012714
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間７０ｍｍ ＧＳ－８０ 歩道用 突合せ型 市場単価適
用可 中外道路

ガイスライドジョイント ＧＳ－８０　伸縮８０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012716
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間８０ｍｍ ＧＳ－１００ 歩道用 突合せ型 市場単
価適用可 中外道路

ガイスライドジョイント ＧＳ－１００　伸縮１００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012718
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント 伸縮量１２５ｍｍ 標準遊間９２．５ｍｍ ＧＳ－１２５ 歩道用 突合せ型 市
場単価適用可 中外道路

ガイスライドジョイント ＧＳ－１２５　伸縮１２５ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012720
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント 伸縮量１５０ｍｍ 標準遊間１０５ｍｍ ＧＳ－１５０ 歩道用 突合せ型 市場
単価適用可 中外道路

ガイスライドジョイント ＧＳ－１５０　伸縮１５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012722
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント 伸縮量１７５ｍｍ 標準遊間１１７．５ｍｍ ＧＳ－１７５ 歩道用 突合せ型
市場単価適用可 中外道路

ガイスライドジョイント ＧＳ－１７５　伸縮１７５ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012724
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント 伸縮量２００ｍｍ 標準遊間１３０ｍｍ ＧＳ－２００ 歩道用 突合せ型 市場
単価適用可 中外道路

ガイスライドジョイント ＧＳ－２００　伸縮２００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012726
橋梁用伸縮装置 ガイスライドジョイント 伸縮量２２０ｍｍ 標準遊間１４０ｍｍ ＧＳ－２２０ 歩道用 突合せ型 市場
単価適用可 中外道路

ガイスライドジョイント ＧＳ－２２０　伸縮２２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012770
橋梁用伸縮装置 ラバエースジョイント 伸縮量９０ｍｍ 標準遊間６５ｍｍ ＲＴＳ－９０ 車道用 突合せ型 市場単価適
用可 中外道路

ラバエースジョイント　車道用 ＲＴＳ－９０　伸縮９０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012772
橋梁用伸縮装置 ラバエースジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間４８ｍｍ ＲＴＨ－３５ 車道用 突合せ型 市場単価適
用可 中外道路

ラバエースジョイント　車道用 ＲＴＨ－３５　伸縮３５ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012774
橋梁用伸縮装置 ラバエースジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間５８ｍｍ ＲＴＨ－６０ 車道用 突合せ型 市場単価適
用可 中外道路

ラバエースジョイント　車道用 ＲＴＨ－６０　伸縮６０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203012776
橋梁用伸縮装置 ラバエースジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間４０ｍｍ ＲＴ－ＡＳ 車道用 突合せ型 市場単価適用
可 中外道路

ラバエースジョイント　車道用 ＲＴ－ＡＳ　伸縮２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015284
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６２ｍｍ ＣＤｘ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 二重止水構造付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－２０　二重止水構造 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015285
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７７ｍｍ ＣＤｘ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 二重止水構造付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－３０　二重止水構造 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015286
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＣＤｘ－４０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－４０　二重止水構造 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015287
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０９ｍｍ ＣＤｘ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－５０　二重止水構造 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015288
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３２ｍｍ ＣＤｘ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－６０　二重止水構造 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015289
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１７６ｍｍ ＣＤｘ－８０ 車道用 荷重支持型 二重止水構
造付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－８０　二重止水構造 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015290
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８６ｍｍ ＣＤｘ－１００ 車道用 荷重支持型 二重止
水構造付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－１００　二重止水構造 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015291
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６２ｍｍ ＣＤｘ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－２０　二重止水・誘導板 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015292
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７７ｍｍ ＣＤｘ－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－３０　二重止水・誘導板 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015293
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＣＤｘ－４０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－４０　二重止水・誘導板 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015294
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０９ｍｍ ＣＤｘ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－５０　二重止水・誘導板 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015295
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３２ｍｍ ＣＤｘ－６０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 二重止水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－６０　二重止水・誘導板 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015296
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１７６ｍｍ ＣＤｘ－８０ 車道用 荷重支持型 二重止水構
造付・誘導板付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－８０　二重止水・誘導板 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015297
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８６ｍｍ ＣＤｘ－１００ 車道用 荷重支持型 二重止
水構造付・誘導板付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　車道用 ＣＤｘ－１００二重止水・誘導板 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015155
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６２ｍｍ Ｎｘ－２０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可
東京ファブリック工業

ブロフジョイント　歩道用 Ｎｘ－２０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015160
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７７ｍｍ Ｎｘ－３０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可
東京ファブリック工業

ブロフジョイント　歩道用 Ｎｘ－３０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015165
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ Ｎｘ－４０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用
可 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　歩道用 Ｎｘ－４０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015170
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０９ｍｍ Ｎｘ－５０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用
可 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　歩道用 Ｎｘ－５０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015175
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３２ｍｍ Ｎｘ－６０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用
可 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　歩道用 Ｎｘ－６０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015298
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間６２ｍｍ Ｎｘ－２０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可
二重止水構造付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　歩道用 Ｎｘ－２０　二重止水構造付 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015299
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間７７ｍｍ Ｎｘ－３０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可
二重止水構造付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　歩道用 Ｎｘ－３０　二重止水構造付 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015300
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ Ｎｘ－４０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用
可 二重止水構造付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　歩道用 Ｎｘ－４０　二重止水構造付 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015301
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１０９ｍｍ Ｎｘ－５０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用
可 二重止水構造付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　歩道用 Ｎｘ－５０　二重止水構造付 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015302
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１３２ｍｍ Ｎｘ－６０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用
可 二重止水構造付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　歩道用 Ｎｘ－６０　二重止水構造付 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015303
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１７６ｍｍ Ｎｘ－８０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用
可 二重止水構造付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　歩道用 Ｎｘ－８０　二重止水構造付 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015304
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８６ｍｍ Ｎｘ－１００ 歩道用 荷重支持型 市場単価
適用可 二重止水構造付 東京ファブリック工業

ブロフジョイント　歩道用 Ｎｘ－１００　二重止水構造付 ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013680
橋梁用伸縮装置 ＣＷジョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間９８ｍｍ ＣＷ４０Ｒ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
ニッタ

ＣＷジョイント車道用 ＣＷ４０Ｒ　伸縮４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013685
橋梁用伸縮装置 ＣＷジョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１２８ｍｍ ＣＷ６０Ｒ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
ニッタ

ＣＷジョイント車道用 ＣＷ６０Ｒ　伸縮６０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013537 橋梁用伸縮装置 トランスフレックス 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ Ｎｏ．１６０ 車道用 荷重支持型 ニッタ トランスフレックスジョイント ＮＯ．１６０　伸縮１６０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013538 橋梁用伸縮装置 トランスフレックス 伸縮量２３０ｍｍ 標準遊間１６０ｍｍ Ｎｏ．２３０ 車道用 荷重支持型 ニッタ トランスフレックスジョイント ＮＯ．２３０　伸縮２３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013539 橋梁用伸縮装置 トランスフレックス 伸縮量３３０ｍｍ 標準遊間２１５ｍｍ Ｎｏ．３３０ 車道用 荷重支持型 ニッタ トランスフレックスジョイント ＮＯ．３３０　伸縮３３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013690
橋梁用伸縮装置 ＡＦジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間５０ｍｍ ＡＦ５０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可
ニッタ

ＡＦジョイント　歩道用 ＡＦ５０　伸縮５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013695
橋梁用伸縮装置 ＡＦジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間８５ｍｍ ＡＦ７０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可
ニッタ

ＡＦジョイント　歩道用 ＡＦ７０　伸縮７０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013700
橋梁用伸縮装置 ＡＦジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＡＦ１００ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用
可 ニッタ

ＡＦジョイント　歩道用 ＡＦ１００　伸縮１００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013035
橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間３０ｍｍ Ｋ－４０ 車道用 荷重支持型 市場単価適
用可 日本橋梁工業

ダイヤフリージョイント　車道用 Ｋ－４０　伸縮４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013040
橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１１０ｍｍ Ｋ－１１０ 車道用 荷重支持型 市場
単価適用可 日本橋梁工業

ダイヤフリージョイント　車道用 Ｋ－１１０　伸縮１００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013045
橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント 伸縮量２００ｍｍ 標準遊間３３０ｍｍ Ｋ－３３０ 車道用 荷重支持型 日本
橋梁工業

ダイヤフリージョイント　車道用 Ｋ－３３０　伸縮２００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013050
橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント（縦目地） 標準遊間３０ｍｍ Ｋ－４０Ｔ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 日本橋梁工業

ダイヤフリージョイント　車道用 Ｋ－４０Ｔ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013055
橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント（縦目地） 標準遊間３０ｍｍ Ｋ－５０Ｔ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 日本橋梁工業

ダイヤフリージョイント　車道用 Ｋ－５０Ｔ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013060
橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント（縦目地） 標準遊間３０ｍｍ Ｋ－８０Ｔ 車道用 荷重支持型 市場単価適用
可 日本橋梁工業

ダイヤフリージョイント　車道用 Ｋ－８０Ｔ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013065
橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント（縦目地） 標準遊間１９０ｍｍ Ｋ－２１０Ｔ 車道用 荷重支持型 日本橋梁
工業

ダイヤフリージョイント　車道用 Ｋ－２１０Ｔ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013070
橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント（縦目地） 標準遊間２５０ｍｍ Ｋ－２４０Ｔ 車道用 荷重支持型 日本橋梁
工業

ダイヤフリージョイント　車道用 Ｋ－２４０Ｔ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203013075
橋梁用伸縮装置 ダイヤフリージョイント（縦目地） 標準遊間３３０ｍｍ Ｋ－３３０Ｔ 車道用 荷重支持型 日本橋梁
工業

ダイヤフリージョイント　車道用 Ｋ－３３０Ｔ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015615
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量８００ｍｍ 標準遊間１２００ｍｍ Ｅ－８００ 車道用 荷重
支持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラージョイント　コンクリ橋 Ｅ－８００　伸縮８００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015740
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間２００ｍｍ ＥＳ－１６０ 車道
用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイントＣＯ ＥＳ－１６０　伸縮１６０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015745
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量２４０ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＥＳ－２４０ 車道
用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイントＣＯ ＥＳ－２４０　伸縮２４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015750
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４５０ｍｍ ＥＳ－３２０ 車道
用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイントＣＯ ＥＳ－３２０　伸縮３２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015755
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量４００ｍｍ 標準遊間５５０ｍｍ ＥＳ－４００ 車道
用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイントＣＯ ＥＳ－４００　伸縮４００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015760
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量４８０ｍｍ 標準遊間７００ｍｍ ＥＳ－４８０ 車道
用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイントＣＯ ＥＳ－４８０　伸縮４８０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015765
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量５６０ｍｍ 標準遊間８００ｍｍ ＥＳ－５６０ 車道
用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイントＣＯ ＥＳ－５６０　伸縮５６０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015770
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量６４０ｍｍ 標準遊間９５０ｍｍ ＥＳ－６４０ 車道
用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイントＣＯ ＥＳ－６４０　伸縮６４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015775
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量７２０ｍｍ 標準遊間１１００ｍｍ ＥＳ－７２０ 車
道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイントＣＯ ＥＳ－７２０　伸縮７２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015675
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量８００ｍｍ 標準遊間１２００ｍｍ ＥＳ－８００ 車
道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイントＣＯ ＥＳ－８００　伸縮８００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015680
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量８８０ｍｍ 標準遊間１３５０ｍｍ ＥＳ－８８０ 車
道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイントＣＯ ＥＳ－８８０　伸縮８８０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015685
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量９６０ｍｍ 標準遊間１４５０ｍｍ ＥＳ－９６０ 車
道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイントＣＯ ＥＳ－９６０　伸縮９６０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015690
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量１０４０ｍｍ 標準遊間１６００ｍｍ ＥＳ－１０４
０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイントＣＯ ＥＳ－１０４０伸縮１０４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015695
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量１１２０ｍｍ 標準遊間１７５０ｍｍ ＥＳ－１１２
０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイントＣＯ ＥＳ－１１２０伸縮１１２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015700
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量１２００ｍｍ 標準遊間１８５０ｍｍ ＥＳ－１２０
０ 車道用 荷重支持型 コンクリート橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイントＣＯ ＥＳ－１２００伸縮１２００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015645
橋梁用伸縮装置 マウラージョイント（一方向型） 伸縮量８００ｍｍ 標準遊間１２００ｍｍ Ｅ－８００ 車道用 荷重
支持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラージョイント　鋼橋用 Ｅ－８００　伸縮８００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015785
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量１６０ｍｍ 標準遊間２００ｍｍ ＥＳ－１６０ 車道
用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイント鋼橋 ＥＳ－１６０　伸縮１６０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015790
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量２４０ｍｍ 標準遊間３００ｍｍ ＥＳ－２４０ 車道
用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイント鋼橋 ＥＳ－２４０　伸縮２４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015795
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量３２０ｍｍ 標準遊間４５０ｍｍ ＥＳ－３２０ 車道
用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイント鋼橋 ＥＳ－３２０　伸縮３２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015800
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量４００ｍｍ 標準遊間５５０ｍｍ ＥＳ－４００ 車道
用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイント鋼橋 ＥＳ－４００　伸縮４００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015805
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量４８０ｍｍ 標準遊間７００ｍｍ ＥＳ－４８０ 車道
用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイント鋼橋 ＥＳ－４８０　伸縮４８０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015810
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量５６０ｍｍ 標準遊間８００ｍｍ ＥＳ－５６０ 車道
用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイント鋼橋 ＥＳ－５６０　伸縮５６０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015815
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量６４０ｍｍ 標準遊間９５０ｍｍ ＥＳ－６４０ 車道
用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイント鋼橋 ＥＳ－６４０　伸縮６４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015820
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量７２０ｍｍ 標準遊間１１００ｍｍ ＥＳ－７２０ 車
道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイント鋼橋 ＥＳ－７２０　伸縮７２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015705
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量８００ｍｍ 標準遊間１２００ｍｍ ＥＳ－８００ 車
道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイント鋼橋 ＥＳ－８００　伸縮８００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015710
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量８８０ｍｍ 標準遊間１３５０ｍｍ ＥＳ－８８０ 車
道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイント鋼橋 ＥＳ－８８０　伸縮８８０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015715
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量９６０ｍｍ 標準遊間１４５０ｍｍ ＥＳ－９６０ 車
道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイント鋼橋 ＥＳ－９６０　伸縮９６０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015720
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量１０４０ｍｍ 標準遊間１６００ｍｍ ＥＳ－１０４
０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイント鋼橋 ＥＳ－１０４０伸縮１０４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015725
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量１１２０ｍｍ 標準遊間１７５０ｍｍ ＥＳ－１１２
０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイント鋼橋 ＥＳ－１１２０伸縮１１２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203015730
橋梁用伸縮装置 マウラースイベルジョイント（全方向型） 伸縮量１２００ｍｍ 標準遊間１８５０ｍｍ ＥＳ－１２０
０ 車道用 荷重支持型 鋼橋用 日本鋳造

マウラースイベルジョイント鋼橋 ＥＳ－１２００伸縮１２００ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014202
橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間９６ｍｍ ＹＦＳ－２０ 荷重支持型 市場単価適
用可 横浜ゴムＭＢジャパン

ハマハイウェイジョイント ＹＦＳ－２０　伸縮量２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014204
橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間１０１ｍｍ ＹＦＳ－３０ 荷重支持型 市場単価
適用可 横浜ゴムＭＢジャパン

ハマハイウェイジョイント ＹＦＳ－３０　伸縮量３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置―ブランド品― 1203014074
橋梁用伸縮装置 ハマハイウェイジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間６３ｍｍ ＹＭ－１ 歩道用 突合せ型 市場単価適
用可 横浜ゴムＭＢジャパン

ハマハイウェイジョイント歩道用 ＹＭ－１　伸縮５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203019768 橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－２５ｍｍ～＋２５ｍｍ 止水ゴムパッキン 許容伸縮量－２５～＋２５ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203019722 橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－４０ｍｍ～＋４０ｍｍ 止水ゴムパッキン 許容伸縮量－４０～＋４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203019724 橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－５０ｍｍ～＋５０ｍｍ 止水ゴムパッキン 許容伸縮量－５０～＋５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203019726 橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－８０ｍｍ～＋８０ｍｍ 止水ゴムパッキン 許容伸縮量－８０～＋８０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203019728 橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－１００ｍｍ～＋１００ｍｍ 止水ゴムパッキン 許容伸縮量－１００～＋１００ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203019730 橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－１５０ｍｍ～＋１５０ｍｍ 止水ゴムパッキン 許容伸縮量－１５０～＋１５０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203019732 橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－２００ｍｍ～＋２００ｍｍ 止水ゴムパッキン 許容伸縮量－２００～＋２００ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203019734 橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－２５０ｍｍ～＋２５０ｍｍ 止水ゴムパッキン 許容伸縮量－２５０～＋２５０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203019736 橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン 許容伸縮量　－３００ｍｍ～＋３００ｍｍ 止水ゴムパッキン 許容伸縮量－３００～＋３００ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203019738 橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋 Ｓタイプ 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋 Ｓタイプ セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203019740 橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋 Ｍタイプ 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋 Ｍタイプ セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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橋梁用伸縮装置関連部材 1203019742 橋梁用伸縮装置関連部材 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋 Ｌタイプ 止水ゴムパッキン専用ジャバラ蓋 Ｌタイプ セット 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203019766 橋梁用伸縮装置関連部材 ゴム管 ２５Ａ　クロロプレンゴム ゴム管 ２５Ａ　クロロプレンゴム ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203010220 橋梁用伸縮装置関連部材 ガラスロービングクロス 幅９０ｍｍ ガラスロービングクロス Ｗ９０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203010230 橋梁用伸縮装置関連部材 ガラスロービングクロス 幅１４０ｍｍ ガラスロービングクロス Ｗ１４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

橋梁用伸縮装置関連部材 1203010210 橋梁用伸縮装置関連部材 ボルトキャップ　（床版補強工） 径５０ｍｍ　ｔ＝０．３ｍｍ ボルトキャップ（床版補強工） 径５０ｍｍ　ｔ＝０．３ｍｍ 個 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203019744 乾式止水材 プレスアドラー ＴＹＰＥ－１００ 中井商工 プレスアドラー ＴＹＰＥ－１００ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203019748 乾式止水材 プレスアドラー ＴＹＰＥ－１５０ 中井商工 プレスアドラー ＴＹＰＥ－１５０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203019752 乾式止水材 プレスアドラー ＴＹＰＥ－２２５ 中井商工 プレスアドラー ＴＹＰＥ－２２５ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203019754 乾式止水材 プレスアドラー ＴＹＰＥ－２５０ 中井商工 プレスアドラー ＴＹＰＥ－２５０ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203019756 乾式止水材 プレスアドラー ＴＹＰＥ－３００ 中井商工 プレスアドラー ＴＹＰＥ－３００ ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203013610 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．２０ ニッタ バリアレックスＭ Ｎｏ．２０　付属品を含む ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203013615 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．２４ ニッタ バリアレックスＭ Ｎｏ．２４　付属品を含む ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203013620 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．２８ ニッタ バリアレックスＭ Ｎｏ．２８　付属品を含む ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203013625 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．３２ ニッタ バリアレックスＭ Ｎｏ．３２　付属品を含む ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203013630 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．３６ ニッタ バリアレックスＭ Ｎｏ．３６　付属品を含む ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203013635 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．４０ ニッタ バリアレックスＭ Ｎｏ．４０　付属品を含む ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203013640 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．４６ ニッタ バリアレックスＭ Ｎｏ．４６　付属品を含む ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203013645 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．５２ ニッタ バリアレックスＭ Ｎｏ．５２　付属品を含む ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材
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乾式止水材―ブランド品― 1203013650 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．５８ ニッタ バリアレックスＭ Ｎｏ．５８　付属品を含む ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203013655 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．６６ ニッタ バリアレックスＭ Ｎｏ．６６　付属品を含む ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203013660 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．７４ ニッタ バリアレックスＭ Ｎｏ．７４　付属品を含む ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203013665 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．８２ ニッタ バリアレックスＭ Ｎｏ．８２　付属品を含む ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203013670 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．９０ ニッタ バリアレックスＭ Ｎｏ．９０　付属品を含む ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

乾式止水材―ブランド品― 1203013675 乾式止水材 バリアレックスＭ Ｎｏ．９８ ニッタ バリアレックスＭ Ｎｏ．９８　付属品を含む ｍ 999 × ○ 1203 伸縮装置・関連部材

ＰＣ鋼棒 1201064023 ＰＣ鋼棒付属品 カップラーシース 径２３用 カップラーシース 径２３用 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201064026 ＰＣ鋼棒付属品 カップラーシース 径２６用 カップラーシース 径２６用 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201071517 ＰＣ鋼棒付属品 鋼ナット　Ａ～Ｃ種　１号 径１７用 ＰＣ鋼棒　鋼ナット 径１７　（Ａ～Ｃ種　１号） 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201071523 ＰＣ鋼棒付属品 鋼ナット　Ａ～Ｃ種　１号 径２３用 ＰＣ鋼棒　鋼ナット 径２３　（Ａ～Ｃ種　１号） 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201071526 ＰＣ鋼棒付属品 鋼ナット　Ａ～Ｃ種　１号 径２６用 ＰＣ鋼棒　鋼ナット 径２６　（Ａ～Ｃ種　１号） 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201071532 ＰＣ鋼棒付属品 鋼ナット　Ａ～Ｃ種　１号 径３２用 ＰＣ鋼棒　鋼ナット 径３２　（Ａ～Ｃ種　１号） 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201072522 ＰＣ鋼棒付属品 カップラー　Ａ～Ｃ種　１号 径１７用 ＰＣ鋼棒　カップラー 径１７　（Ａ～Ｃ種　１号） 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201072523 ＰＣ鋼棒付属品 カップラー　Ａ～Ｃ種　１号 径２３用 ＰＣ鋼棒　カップラー 径２３　（Ａ～Ｃ種　１号） 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201072526 ＰＣ鋼棒付属品 カップラー　Ａ～Ｃ種　１号 径２６用 ＰＣ鋼棒　カップラー 径２６　（Ａ～Ｃ種　１号） 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201073517 ＰＣ鋼棒付属品 ワッシャー　Ａ～Ｃ種　１号 径１７用 ＰＣ鋼棒　ワッシャー 径１７　（Ａ～Ｃ種　１号） 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201073523 ＰＣ鋼棒付属品 ワッシャー　Ａ～Ｃ種　１号 径２３用 ＰＣ鋼棒　ワッシャー 径２３　（Ａ～Ｃ種　１号） 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201073526 ＰＣ鋼棒付属品 ワッシャー　Ａ～Ｃ種　１号 径２６用 ＰＣ鋼棒　ワッシャー 径２６　（Ａ～Ｃ種　１号） 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ鋼棒 1201073532 ＰＣ鋼棒付属品 ワッシャー　Ａ～Ｃ種　１号 径３２用 ＰＣ鋼棒　ワッシャー 径３２　（Ａ～Ｃ種　１号） 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201074517 ＰＣ鋼棒付属品 アンカープレート　Ａ～Ｃ種　１号 径１７用 ＰＣ鋼棒　アンカープレート 径１７　（Ａ～Ｃ種　１号） 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201074523 ＰＣ鋼棒付属品 アンカープレート　Ａ～Ｃ種　１号 径２３用 ＰＣ鋼棒　アンカープレート 径２３　（Ａ～Ｃ種　１号） 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201074526 ＰＣ鋼棒付属品 アンカープレート　Ａ～Ｃ種　１号 径２６用 ＰＣ鋼棒　アンカープレート 径２６　（Ａ～Ｃ種　１号） 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ鋼棒 1201074532 ＰＣ鋼棒付属品 アンカープレート　Ａ～Ｃ種　１号 径３２用 ＰＣ鋼棒　アンカープレート 径３２　（Ａ～Ｃ種　１号） 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201021012 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 アンカープレート １Ｓ１２．７用 ＰＣ用定着装置アンカープレート １Ｓ１２．７用 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201021015 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 アンカープレート １Ｓ１５．２用 ＰＣ用定着装置アンカープレート １Ｓ１５．２用 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201021017 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 アンカープレート １Ｓ１７．８用 ＰＣ用定着装置アンカープレート １Ｓ１７．８用 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201021019 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 アンカープレート １Ｓ１９．３用 ＰＣ用定着装置アンカープレート １Ｓ１９．３用 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201021021 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 アンカープレート １Ｓ２１．８用 ＰＣ用定着装置アンカープレート １Ｓ２１．８用 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201021217 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 アンカープレート　スリーブ付 １Ｓ１７．８用 ＰＣ用定着装置アンカープレート スリーブ付　１Ｓ１７．８用 組 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201021219 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 アンカープレート　スリーブ付 １Ｓ１９．３用 ＰＣ用定着装置アンカープレート スリーブ付　１Ｓ１９．３用 組 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201021221 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 アンカープレート　スリーブ付 １Ｓ２１．８用 ＰＣ用定着装置アンカープレート スリーブ付　１Ｓ２１．８用 組 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201021612 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 グリップ　ストランド用 Ｓ１２．７用 ＰＣ用定着装置　グリップ ストランド用　Ｓ１２．７用 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201021615 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 グリップ　ストランド用 Ｓ１５．２用 ＰＣ用定着装置　グリップ ストランド用　Ｓ１５．２用 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201021617 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 グリップ　ストランド用 Ｓ１７．８用 ＰＣ用定着装置　グリップ ストランド用　Ｓ１７．８用 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201021619 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 グリップ　ストランド用 Ｓ１９．３用 ＰＣ用定着装置　グリップ ストランド用　Ｓ１９．３用 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用定着装置 1201021621 ＰＣ用定着装置 ケーブル用 グリップ　ストランド用 Ｓ２１．８用 ＰＣ用定着装置　グリップ ストランド用　Ｓ２１．８用 個 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ用シース 1201101502 スパイラルシース 標準型 内径２０ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径２０×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101504 スパイラルシース 標準型 内径２３ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径２３×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101506 スパイラルシース 標準型 内径２６ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径２６×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101534 スパイラルシース 標準型 内径６２ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径６２×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101544 スパイラルシース 標準型 内径８０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径８０×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101548 スパイラルシース 標準型 内径８５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径８５×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101550 スパイラルシース 標準型 内径９０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径９０×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101552 スパイラルシース 標準型 内径９５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径９５×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101554 スパイラルシース 標準型 内径１００ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径１００×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101556 スパイラルシース 標準型 内径１０５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径１０５×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101558 スパイラルシース 標準型 内径１１０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径１１０×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101560 スパイラルシース 標準型 内径１１５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径１１５×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101562 スパイラルシース 標準型 内径１２０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径１２０×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101564 スパイラルシース 標準型 内径１２５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径１２５×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201101566 スパイラルシース 標準型 内径１３０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　標準型 径１３０×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201102502 スパイラルシース 特厚型 内径５５ｍｍ×厚０．４０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　特厚型 径５５×Ｔ０．４　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201102504 スパイラルシース 特厚型 内径６０ｍｍ×厚０．４０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　特厚型 径６０×Ｔ０．４　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201102506 スパイラルシース 特厚型 内径６５ｍｍ×厚０．４０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　特厚型 径６５×Ｔ０．４　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ用シース 1201102510 スパイラルシース 特厚型 内径７５ｍｍ×厚０．４０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　特厚型 径７５×Ｔ０．４　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201102514 スパイラルシース 特厚型 内径９０ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　特厚型 径９０×Ｔ０．５　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201102518 スパイラルシース 特厚型 内径１００ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　特厚型 径１００×Ｔ０．５　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201102522 スパイラルシース 特厚型 内径１１０ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　特厚型 径１１０×Ｔ０．５　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201102524 スパイラルシース 特厚型 内径１１５ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　特厚型 径１１５×Ｔ０．５　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201102526 スパイラルシース 特厚型 内径１２０ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　特厚型 径１２０×Ｔ０．５　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201102528 スパイラルシース 特厚型 内径１２５ｍｍ×厚０．５０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　特厚型 径１２５×Ｔ０．５　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103504 スパイラルシース ＷＳ型 内径４０ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径４０×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103510 スパイラルシース ＷＳ型 内径５５ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径５５×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103514 スパイラルシース ＷＳ型 内径６５ｍｍ×厚０．２５ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径６５×Ｔ０．２５　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103518 スパイラルシース ＷＳ型 内径７５ｍｍ×厚０．３０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径７５×Ｔ０．３　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103520 スパイラルシース ＷＳ型 内径８０ｍｍ×厚０．３０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径８０×Ｔ０．３　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103522 スパイラルシース ＷＳ型 内径８５ｍｍ×厚０．３０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径８５×Ｔ０．３　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103526 スパイラルシース ＷＳ型 内径９５ｍｍ×厚０．３０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径９５×Ｔ０．３　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103528 スパイラルシース ＷＳ型 内径１００ｍｍ×厚０．３０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径１００×Ｔ０．３　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103530 スパイラルシース ＷＳ型 内径１０５ｍｍ×厚０．３０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径１０５×Ｔ０．３　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103532 スパイラルシース ＷＳ型 内径１１０ｍｍ×厚０．３０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径１１０×Ｔ０．３　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103534 スパイラルシース ＷＳ型 内径１１５ｍｍ×厚０．３０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径１１５×Ｔ０．３　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒
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ＰＣ用シース 1201103536 スパイラルシース ＷＳ型 内径１２０ｍｍ×厚０．３０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径１２０×Ｔ０．３　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103538 スパイラルシース ＷＳ型 内径１２５ｍｍ×厚０．３０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径１２５×Ｔ０．３　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201103540 スパイラルシース ＷＳ型 内径１３０ｍｍ×厚０．３０ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 スパイラルシース　ＷＳ型 径１３０×Ｔ０．３　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105548 ワインディングシース 標準型 内径１２５ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径１２５×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

ＰＣ用シース 1201105550 ワインディングシース 標準型 内径１３０ｍｍ×厚０．３２ｍｍ 鋼製　亜鉛めっき付 ワインディングシース　標準型 径１３０×Ｔ０．３２　めっき付 ｍ 999 × ○ 1201 ＰＣ鋼線・鋼棒

タイワイヤー―ブランド品― 0109014452
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ４０Ｋ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ ５ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ４０Ｋ Ｌ５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014454
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ４０Ｋ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ １０ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ４０Ｋ Ｌ１０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014456
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ４０Ｋ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ １５ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ４０Ｋ Ｌ１５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014458
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ４０Ｋ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ ２０ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ４０Ｋ Ｌ２０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014460
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ４０Ｋ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ ２５ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ４０Ｋ Ｌ２５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014462
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ４０Ｋ ロープ断面積２０８．４ｍｍ２ 常時許容引張荷重１０１．８ｋＮ ３０ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ４０Ｋ Ｌ３０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014464
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ５０Ｋ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ ５ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ５０Ｋ Ｌ５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014466
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ５０Ｋ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ １０ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ５０Ｋ Ｌ１０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014468
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ５０Ｋ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ １５ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ５０Ｋ Ｌ１５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014470
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ５０Ｋ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ ２０ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ５０Ｋ Ｌ２０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014472
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ５０Ｋ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ ２５ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ５０Ｋ Ｌ２５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014474
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ５０Ｋ ロープ断面積２７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１３０．２ｋＮ ３０ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ５０Ｋ Ｌ３０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014476
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ６０Ｋ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ ５ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ６０Ｋ Ｌ５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー
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タイワイヤー―ブランド品― 0109014478
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ６０Ｋ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ １０ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ６０Ｋ Ｌ１０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014480
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ６０Ｋ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ １５ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ６０Ｋ Ｌ１５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014482
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ６０Ｋ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ ２０ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ６０Ｋ Ｌ２０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014484
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ６０Ｋ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ ２５ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ６０Ｋ Ｌ２５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014486
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ６０Ｋ ロープ断面積３１２．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１５０．７ｋＮ ３０ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ６０Ｋ Ｌ３０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014488
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ７０Ｋ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ ５ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ７０Ｋ Ｌ５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014490
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ７０Ｋ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ １０ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ７０Ｋ Ｌ１０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014492
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ７０Ｋ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ １５ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ７０Ｋ Ｌ１５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014494
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ７０Ｋ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ ２０ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ７０Ｋ Ｌ２０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014496
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ７０Ｋ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ ２５ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ７０Ｋ Ｌ２５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014498
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ７０Ｋ ロープ断面積３８３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重１８７．８ｋＮ ３０ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ７０Ｋ Ｌ３０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014500
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１００Ｋ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ ５ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ１００Ｋ Ｌ５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014502
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１００Ｋ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ １０ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１００Ｋ Ｌ１０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014504
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１００Ｋ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ １５ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１００Ｋ Ｌ１５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014506
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１００Ｋ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ ２０ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１００Ｋ Ｌ２０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014508
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１００Ｋ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ ２５ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１００Ｋ Ｌ２５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014510
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１００Ｋ ロープ断面積５１９．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２５４．２ｋＮ ３０ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１００Ｋ Ｌ３０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014512
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１１０Ｋ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ ５ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ１１０Ｋ Ｌ５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー
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タイワイヤー―ブランド品― 0109014514
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１１０Ｋ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ １０ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１１０Ｋ Ｌ１０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014516
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１１０Ｋ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ １５ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１１０Ｋ Ｌ１５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014518
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１１０Ｋ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ ２０ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１１０Ｋ Ｌ２０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014520
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１１０Ｋ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ ２５ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１１０Ｋ Ｌ２５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014522
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１１０Ｋ ロープ断面積６５０．３ｍｍ２ 常時許容引張荷重２９４．７ｋＮ ３０ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１１０Ｋ Ｌ３０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014524
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１３０Ｋ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ ５ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ１３０Ｋ Ｌ５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014526
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１３０Ｋ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ １０ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１３０Ｋ Ｌ１０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014528
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１３０Ｋ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ １５ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１３０Ｋ Ｌ１５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014530
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１３０Ｋ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ ２０ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１３０Ｋ Ｌ２０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014532
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１３０Ｋ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ ２５ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１３０Ｋ Ｌ２５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014534
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１３０Ｋ ロープ断面積６９１．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重３３７．１ｋＮ ３０ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１３０Ｋ Ｌ３０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014536
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１７０Ｋ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ ５ｍ エス
イー

仮設タイブル　Ｆ１７０Ｋ Ｌ５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014538
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１７０Ｋ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ １０ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１７０Ｋ Ｌ１０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014540
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１７０Ｋ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ １５ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１７０Ｋ Ｌ１５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014542
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１７０Ｋ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ ２０ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１７０Ｋ Ｌ２０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014544
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１７０Ｋ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ ２５ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１７０Ｋ Ｌ２５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014546
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ１７０Ｋ ロープ断面積９７０．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重４４２．１ｋＮ ３０ｍ エ
スイー

仮設タイブル　Ｆ１７０Ｋ Ｌ３０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014548
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２００Ｋ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ ５ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２００Ｋ Ｌ５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー
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タイワイヤー―ブランド品― 0109014550
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２００Ｋ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ １０ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２００Ｋ Ｌ１０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014552
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２００Ｋ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ １５ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２００Ｋ Ｌ１５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014554
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２００Ｋ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ ２０ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２００Ｋ Ｌ２０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014556
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２００Ｋ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ ２５ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２００Ｋ Ｌ２５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014558
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２００Ｋ ロープ断面積１，０４２．０ｍｍ２ 常時許容引張荷重５１０．０ｋＮ ３０ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２００Ｋ Ｌ３０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014560
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２３０Ｋ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ ５ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２３０Ｋ Ｌ５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014562
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２３０Ｋ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ １０ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２３０Ｋ Ｌ１０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014564
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２３０Ｋ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ １５ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２３０Ｋ Ｌ１５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014566
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２３０Ｋ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ ２０ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２３０Ｋ Ｌ２０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014568
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２３０Ｋ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ ２５ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２３０Ｋ Ｌ２５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014570
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２３０Ｋ ロープ断面積１，３２３．９ｍｍ２ 常時許容引張荷重６００．０ｋＮ ３０ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２３０Ｋ Ｌ３０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014572
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２７０Ｋ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ ５ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２７０Ｋ Ｌ５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014574
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２７０Ｋ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ １０ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２７０Ｋ Ｌ１０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014576
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２７０Ｋ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ １５ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２７０Ｋ Ｌ１５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014578
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２７０Ｋ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ ２０ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２７０Ｋ Ｌ２０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014580
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２７０Ｋ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ ２５ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２７０Ｋ Ｌ２５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014582
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ２７０Ｋ ロープ断面積１，４０９．６ｍｍ２ 常時許容引張荷重６９０．０ｋＮ ３０ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ２７０Ｋ Ｌ３０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014584
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ３１０Ｋ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ ５ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ３１０Ｋ Ｌ５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

3608 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

タイワイヤー―ブランド品― 0109014586
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ３１０Ｋ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ １０ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ３１０Ｋ Ｌ１０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014588
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ３１０Ｋ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ １５ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ３１０Ｋ Ｌ１５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014590
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ３１０Ｋ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ ２０ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ３１０Ｋ Ｌ２０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014592
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ３１０Ｋ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ ２５ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ３１０Ｋ Ｌ２５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014594
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ３１０Ｋ ロープ断面積１，７６５．１ｍｍ２ 常時許容引張荷重８００．０ｋＮ ３０ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ３１０Ｋ Ｌ３０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014596
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ３６０Ｋ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ ５ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ３６０Ｋ Ｌ５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014598
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ３６０Ｋ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ １０ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ３６０Ｋ Ｌ１０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014600
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ３６０Ｋ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ １５ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ３６０Ｋ Ｌ１５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014602
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ３６０Ｋ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ ２０ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ３６０Ｋ Ｌ２０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014604
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ３６０Ｋ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ ２５ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ３６０Ｋ Ｌ２５ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

タイワイヤー―ブランド品― 0109014606
タイワイヤー 仮設タイブル Ｆ３６０Ｋ ロープ断面積１，８７５．５ｍｍ２ 常時許容引張荷重９１５．０ｋＮ ３０ｍ
エスイー

仮設タイブル　Ｆ３６０Ｋ Ｌ３０ｍ 組 999 × ○ 0109 タイワイヤー

ゴム製タラップ 1505016031 タラップ本体（埋込金具含む） 高１５０ｍｍ 有効長２，４００ｍｍ タラップ本体（埋込金具含む） Ｈ１５０×Ｌ２４００ｍｍ 基 999 × ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505016032 タラップ本体（埋込金具含む） 高１５０ｍｍ 有効長２，７００ｍｍ タラップ本体（埋込金具含む） Ｈ１５０×Ｌ２７００ｍｍ 基 999 × ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505016033 タラップ本体（埋込金具含む） 高１５０ｍｍ 有効長３，０００ｍｍ タラップ本体（埋込金具含む） Ｈ１５０×Ｌ３０００ｍｍ 基 999 × ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505016065 タラップ本体（埋込金具含む） 高２００ｍｍ 有効長２，４００ｍｍ タラップ本体（埋込金具含む） Ｈ２００×Ｌ２４００ｍｍ 基 999 × ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505016070 タラップ本体（埋込金具含む） 高２００ｍｍ 有効長２，７００ｍｍ タラップ本体（埋込金具含む） Ｈ２００×Ｌ２７００ｍｍ 基 999 × ○ 1505 港湾施設用品

ゴム製タラップ 1505016075 タラップ本体（埋込金具含む） 高２００ｍｍ 有効長３，０００ｍｍ タラップ本体（埋込金具含む） Ｈ２００×Ｌ３０００ｍｍ 基 999 × ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505041005 係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力５０ｋＮ アンカーボルト本数４本 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力５０ｋＮ 組 999 × ○ 1505 港湾施設用品
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係船柱 1505041080 係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力１５００ｋＮ アンカーボルト本数８本 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力１５００ｋＮ 組 999 × ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505041090 係船柱 直柱（アンカーボルト含む） けん引耐力２０００ｋＮ アンカーボルト本数８本 係船柱　直柱アンカーボルト含む けん引耐力２０００ｋＮ 組 999 × ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505042005 係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力５０ｋＮ アンカーボルト本数４本 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力５０ｋＮ 組 999 × ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505042080 係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力１５００ｋＮ アンカーボルト本数７本 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力１５００ｋＮ 組 999 × ○ 1505 港湾施設用品

係船柱 1505042090 係船柱 曲柱（アンカーボルト含む） けん引耐力２０００ｋＮ アンカーボルト本数７本 係船柱　曲柱アンカーボルト含む けん引耐力２０００ｋＮ 組 999 × ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め―ブランド品― 1505024018
角形鋼管製（アンカーボルト含む） コラムストッパー（独立型） 高１８０ｍｍ×幅１５０ｍｍ（ＳＳ４００　どぶ
めっき） 未来航路

コラムストッパー（独立型） １８０×１５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め―ブランド品― 1505024020
角形鋼管製（アンカーボルト含む） コラムストッパー（独立型） 高２０５ｍｍ×幅１７５ｍｍ（ＳＳ４００　どぶ
めっき） 未来航路

コラムストッパー（独立型） ２０５×１７５ｍｍ ｍ 999 × ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め―ブランド品― 1505024022
角形鋼管製（アンカーボルト含む） コラムストッパー（独立型） 高３００ｍｍ×幅２５０ｍｍ（ＳＳ４００　どぶ
めっき） 未来航路

コラムストッパー（独立型） ３００×２５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め―ブランド品― 1505022018 ＰＣ製 ＰＣ車止（塗装） 高１５０ｍｍ×幅１８５ｍｍ×長１，０００ｍｍ（ＳＤ先付アンカー）蓋付 コーアツ工業 ＰＣ車止（塗装） １５０×１８５×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め―ブランド品― 1505022012 ＰＣ製 ＰＣ車止（塗装） 高１８０ｍｍ×幅１８５ｍｍ×長１，０００ｍｍ（ＳＤ先付アンカー）蓋付 コーアツ工業 ＰＣ車止（塗装） １８０×１８５×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め―ブランド品― 1505022014 ＰＣ製 ＰＣ車止（塗装） 高２００ｍｍ×幅２０５ｍｍ×長１，０００ｍｍ（ＳＤ先付アンカー）蓋付 コーアツ工業 ＰＣ車止（塗装） ２００×２０５×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 1505 港湾施設用品

港湾用車止め―ブランド品― 1505022016 ＰＣ製 ＰＣ車止（塗装） 高２５０ｍｍ×幅２０５ｍｍ×長１，０００ｍｍ（ＳＤ先付アンカー）蓋付 コーアツ工業 ＰＣ車止（塗装） ２５０×２０５×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505030110 浮桟橋 係留装置 杭径φ３００用 フレーム材質：アルミ合金又はＳＳ亜鉛メッキ ゼニヤ海洋サービス 浮桟橋　係留装置 杭径３００用 基 999 × ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505030130 浮桟橋 係留装置 杭径φ５００用 フレーム材質：アルミ合金又はＳＳ亜鉛メッキ ゼニヤ海洋サービス 浮桟橋　係留装置 杭径５００用 基 999 × ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505030140 浮桟橋 ゼニラダー（渡り橋） アルミ製　幅０．７５ｍ以下　上載荷重：１．５ｋＮ／ｍ２以下 ゼニヤ海洋サービス 浮桟橋　ゼニラダー（渡り橋） アルミ製　Ｗ０．７５ｍ以下 ｍ 999 × ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505030150
浮桟橋 ゼニラダー（渡り橋） アルミ製　幅０．７５ｍ超え～１．０ｍ以下　上載荷重：１．５ｋＮ／ｍ２以下 ゼニヤ
海洋サービス

浮桟橋　ゼニラダー（渡り橋） アルミＷ０．７５ｍ超～１ｍ以下 ｍ 999 × ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505030160
浮桟橋 ゼニラダー（渡り橋） アルミ製　幅１．０ｍ超え～１．５ｍ以下　上載荷重：１．５ｋＮ／ｍ２以下 ゼニヤ海
洋サービス

浮桟橋　ゼニラダー（渡り橋） アルミＷ１ｍ超え～１．５ｍ以下 ｍ 999 × ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505030170
浮桟橋 パワーボックス Ａ型（給電・給水ボックス） １２５／２５０Ｖ　５０Ａ×２　箱体仕様：ＳＵＳ３０４ ゼニ
ヤ海洋サービス

浮桟橋　パワーボックスＡ型 給電・給水　５０Ａ×２ 基 999 × ○ 1505 港湾施設用品
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浮桟橋―ブランド品― 1505030180
浮桟橋 パワーボックス Ｂ型（給電・給水ボックス） １２５／２５０Ｖ　５０Ａ×４　箱体仕様：ＳＵＳ３０４ ゼニ
ヤ海洋サービス

浮桟橋　パワーボックスＢ型 給電・給水　５０Ａ×４ 基 999 × ○ 1505 港湾施設用品

浮桟橋―ブランド品― 1505030204 浮桟橋 係留装置（鋼管杭用） 杭径φ４００用 フレーム材質：アルミ合金又はＳＳ亜鉛メッキ テクアノーツ 浮桟橋　係留装置（鋼管杭用） 杭径４００用 基 999 × ○ 1505 港湾施設用品

鋼製えん堤 1003052050 不透過型えん堤 ダブルウォールえん堤 鋼矢板セグメントパネル　無処理（黒皮） ダブルウォールえん堤 鋼矢板セグメントパネル　黒皮 ｔ 999 × ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤 1003052010 不透過型えん堤 ダブルウォールえん堤 鋼矢板セグメントパネル（めっき） 鋼製えん堤　ダブルウォール 鋼矢板セグメントパネルめっき品 ｔ 999 × ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤 1003052020 不透過型えん堤 ダブルウォールえん堤 エキスパンドメタルパネル（めっき） ダブルウォールえん堤 エキスパンドメタルパネルめっき ｔ 999 × ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤 1003052040 不透過型えん堤 ダブルウォールえん堤 タイ材・腹起し材　無処理（黒皮） ダブルウォールえん堤 タイ材・腹起し材　無処理　黒皮 ｔ 999 × ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤 1003052060 不透過型えん堤 ダブルウォールえん堤 堤冠材他（めっき） ダブルウォールえん堤 堤冠材他　めっき ｔ 999 × ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤 1003120050 不透過型えん堤 ＳＢウォール 上流外部保護材（塗装）　加工エキストラ（天端斜部） ＳＢウォール　加工エキストラ 上流外部保護材　塗装　天端斜部 ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤 1003120060 不透過型えん堤 ＳＢウォール 上流外部保護材（めっき）　加工エキストラ（天端斜部） ＳＢウォール　加工エキストラ 上流外部保護材　めっき天端斜部 ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤 1003120070 不透過型えん堤 ＳＢウォール 上流外部保護材（塗装）　加工エキストラ（断面折部） ＳＢウォール　加工エキストラ 上流外部保護材　塗装　断面折部 ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤 1003120080 不透過型えん堤 ＳＢウォール 上流外部保護材（めっき）　加工エキストラ（断面折部） ＳＢウォール　加工エキストラ 上流外部保護材　めっき断面折部 ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤 1003120090 不透過型えん堤 ＳＢウォール 上流外部保護材（塗装）　加工エキストラ（平面折部） ＳＢウォール　加工エキストラ 上流外部保護材　塗装　平面折部 ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤 1003120100 不透過型えん堤 ＳＢウォール 上流外部保護材（めっき）　加工エキストラ（平面折部） ＳＢウォール　加工エキストラ 上流外部保護材　めっき平面折部 ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤 1003120105 不透過型えん堤 ＳＢウォール 下流外部保護材　コンクリートブロック　加工エキストラ（異形部） ＳＢウォール　加工エキストラ 下流外部保護ＣＯブロック異形部 ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003052072 不透過型えん堤 ＩＮＳＥＭダブルウォール 壁面材　軽量鋼矢板セグメント　板厚６ｍｍ　無処理（黒皮） 共生 ＩＮＳＥＭダブルウォール 壁面材　板厚６ｍｍ ｔ 999 × ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003052080 不透過型えん堤 ＩＮＳＥＭダブルウォール 水通し側面材　Ｕ形鋼板 共生 ＩＮＳＥＭダブルウォール 水通し側面材　Ｕ形鋼板 ｍ２ 999 × ○ 1003 えん堤用材

鋼製えん堤―ブランド品― 1003052086 不透過型えん堤 ＪＦＥセルえん堤 壁面鋼矢板セグメント（無処理） ＪＦＥ建材 ＪＦＥセルえん堤 壁面鋼矢板セグメント　無処理 ｔ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072310
パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１０ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１０×４０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材
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じゃかご 1003072320
パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１０ｃｍ×高４８ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１０×４８ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072330
パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１３ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１３×４０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072340
パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１３ｃｍ×高６０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１３×６０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072350
パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１５ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１５×４０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072370
パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１５ｃｍ×高６０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１５×６０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072380
パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１０ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１０×４０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072390
パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１０ｃｍ×高４８ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１０×４８ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072400
パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×４０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072420
パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×高６０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×６０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072410
パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１５×４０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072430
パネルタイプ角形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×高６０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形パネル　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１５×６０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072260
角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１０ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１０×４０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072020
角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１０ｃｍ×高４８ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１０×４８ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072480
角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１３ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１３×４０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072270
角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１３ｃｍ×高６０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩ
Ｓ　Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１３×６０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072280
角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１０ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１０×４０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072290
角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１０ｃｍ×高６４ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１０×６４ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003072300
角形じゃかご（ふとんかご） ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１２０ｃｍ ＪＩＳ
Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１５×４０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材
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じゃかご 1003071230 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１０ｃｍ×径６０ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１０×６０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071240 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１３ｃｍ×径６０ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１３×６０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071250 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１５ｃｍ×径６０ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ３．２ｍｍ×１５×６０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071260 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１０ｃｍ×径６０ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１０×６０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071290 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１０ｃｍ×径９０ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１０×９０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071270 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×径６０ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×６０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071300 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×径９０ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１３×９０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071280 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×径６０ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１５×６０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071310 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１５ｃｍ×径９０ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ４ｍｍ×１５×９０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071320 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１３ｃｍ×径６０ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ５ｍｍ×１３×６０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071330 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１３ｃｍ×径９０ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ５ｍｍ×１３×９０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071340 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１５ｃｍ×径６０ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ５ｍｍ×１５×６０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003071350 円筒形じゃかご ＧＳ－３ 線径５．０ｍｍ（＃６） ×網目１５ｃｍ×径９０ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３ じゃかご　円筒形　ＧＳ－３ ５ｍｍ×１５×９０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003074010
角形じゃかご（ふとんかご）（北海道仕様） ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１３ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１
８０ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３北海道 ３．２ｍｍ×１３×４０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003074020
角形じゃかご（ふとんかご）（北海道仕様） ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×高４０ｃｍ×幅１８
０ｃｍ ＪＩＳ　Ａ　５５１３

じゃかご　角形　ＧＳ－３北海道 ４ｍｍ×１３×４０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003073010 円筒形じゃかご（北海道仕様） ＧＳ－３ 線径３．２ｍｍ（＃１０） ×網目１３ｃｍ×径５０ｃｍ じゃかご円筒形　ＧＳ－３北海道 ３．２ｍｍ×１３×５０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

じゃかご 1003073020 円筒形じゃかご（北海道仕様） ＧＳ－３ 線径４．０ｍｍ（＃８） ×網目１３ｃｍ×径５０ｃｍ じゃかご円筒形　ＧＳ－３北海道 ４ｍｍ×１３×５０ｃｍ ｍ 999 × ○ 1003 えん堤用材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030102 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） １０００型 高１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ １０００型　Ｈ１０００ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

3613 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030104 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） １２００型 高１，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ １２００型　Ｈ１２００ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030106 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） １２５０型 高１，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ １２５０型　Ｈ１２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030108 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） １４００型 高１，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ １４００型　Ｈ１４００ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030110 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） １５００型 高１，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ １５００型　Ｈ１５００ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030112 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） １６００型 高１，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ １６００型　Ｈ１６００ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030114 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） １７５０型 高１，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ １７５０型　Ｈ１７５０ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030116 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） １８００型 高１，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ １８００型　Ｈ１８００ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030118 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） ２０００型 高２，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ ２０００型　Ｈ２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030120 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） ２２００型 高２，２００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ ２２００型　Ｈ２２００ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030122 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） ２２５０型 高２，２５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ ２２５０型　Ｈ２２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030124 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） ２３００型 高２，３００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ ２３００型　Ｈ２３００ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030126 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） ２４００型 高２，４００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ ２４００型　Ｈ２４００ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030128 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） ２５００型 高２，５００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ ２５００型　Ｈ２５００ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030130 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） ２６００型 高２，６００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ ２６００型　Ｈ２６００ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030132 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） ２７５０型 高２，７５０ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ ２７５０型　Ｈ２７５０ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030134 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） ２８００型 高２，８００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ ２８００型　Ｈ２８００ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁（国土交通大臣認定品） 1905030136 コンクリート擁壁 中地震対応型（宅認　ｑ＝５ｋＮ／ｍ２） ３０００型 高３，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ Ｌ型擁壁　中地震　５ｋＮ ３０００型　Ｈ３０００ｍｍ 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038214 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１０００型　ストレート型 高１，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長８５０ｍｍ ＭＪＬ　ストレート型 Ｈ１０００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材
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コンクリート擁壁 1905038215 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１２５０型　ストレート型 高１，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，０００ｍｍ ＭＪＬ　ストレート型 Ｈ１２５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038216 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１５００型　ストレート型 高１，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，１５０ｍｍ ＭＪＬ　ストレート型 Ｈ１５００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038217 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１７５０型　ストレート型 高１，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，３００ｍｍ ＭＪＬ　ストレート型 Ｈ１７５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038218 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２０００型　ストレート型 高２，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，４５０ｍｍ ＭＪＬ　ストレート型 Ｈ２０００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038219 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２２５０型　ストレート型 高２，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，６００ｍｍ ＭＪＬ　ストレート型 Ｈ２２５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038220 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２５００型　ストレート型 高２，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，７５０ｍｍ ＭＪＬ　ストレート型 Ｈ２５００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038221 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２７５０型　ストレート型 高２，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，９００ｍｍ ＭＪＬ　ストレート型 Ｈ２７５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038222 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３０００型　ストレート型 高３，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，０５０ｍｍ ＭＪＬ　ストレート型 Ｈ３０００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038223 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３２５０型　ストレート型 高３，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，３００ｍｍ ＭＪＬ　ストレート型 Ｈ３２５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038224 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３５００型　ストレート型 高３，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，４００ｍｍ ＭＪＬ　ストレート型 Ｈ３５００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038225 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３７５０型　ストレート型 高３，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，６００ｍｍ ＭＪＬ　ストレート型 Ｈ３７５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038226 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ４０００型　ストレート型 高４，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，７００ｍｍ ＭＪＬ　ストレート型 Ｈ４０００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038227 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１０００型　２５ｃｍカットタイプ 高７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長８５０ｍｍ ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ１０００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038228
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１２５０型　２５ｃｍカットタイプ 高１，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，００
０ｍｍ

ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ１２５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038229
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１５００型　２５ｃｍカットタイプ 高１，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，１５
０ｍｍ

ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ１５００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038230
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１７５０型　２５ｃｍカットタイプ 高１，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，３０
０ｍｍ

ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ１７５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038231
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２０００型　２５ｃｍカットタイプ 高１，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，４５
０ｍｍ

ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ２０００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038232
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２２５０型　２５ｃｍカットタイプ 高２，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，６０
０ｍｍ

ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ２２５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材
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コンクリート擁壁 1905038233
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２５００型　２５ｃｍカットタイプ 高２，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，７５
０ｍｍ

ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ２５００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038234
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２７５０型　２５ｃｍカットタイプ 高２，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，９０
０ｍｍ

ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ２７５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038235
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３０００型　２５ｃｍカットタイプ 高２，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，０５
０ｍｍ

ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ３０００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038236
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３２５０型　２５ｃｍカットタイプ 高３，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，３０
０ｍｍ

ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ３２５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038237
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３５００型　２５ｃｍカットタイプ 高３，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，４０
０ｍｍ

ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ３５００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038238
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３７５０型　２５ｃｍカットタイプ 高３，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，６０
０ｍｍ

ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ３７５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038239
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ４０００型　２５ｃｍカットタイプ 高３，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，７０
０ｍｍ

ＭＪＬ　２５ｃｍカットタイプ Ｈ４０００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038240 コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１０００型　５０ｃｍカットタイプ 高５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長８５０ｍｍ ＭＪＬ　５０ｃｍカットタイプ Ｈ１０００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038241
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１２５０型　５０ｃｍカットタイプ 高７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，０００ｍ
ｍ

ＭＪＬ　５０ｃｍカットタイプ Ｈ１２５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038242
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１５００型　５０ｃｍカットタイプ 高１，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，１５
０ｍｍ

ＭＪＬ　５０ｃｍカットタイプ Ｈ１５００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038243
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ１７５０型　５０ｃｍカットタイプ 高１，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，３０
０ｍｍ

ＭＪＬ　５０ｃｍカットタイプ Ｈ１７５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038244
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２０００型　５０ｃｍカットタイプ 高１，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，４５
０ｍｍ

ＭＪＬ　５０ｃｍカットタイプ Ｈ２０００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038245
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２２５０型　５０ｃｍカットタイプ 高１，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，６０
０ｍｍ

ＭＪＬ　５０ｃｍカットタイプ Ｈ２２５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038246
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２５００型　５０ｃｍカットタイプ 高２，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，７５
０ｍｍ

ＭＪＬ　５０ｃｍカットタイプ Ｈ２５００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038247
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ２７５０型　５０ｃｍカットタイプ 高２，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長１，９０
０ｍｍ

ＭＪＬ　５０ｃｍカットタイプ Ｈ２７５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038248
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３０００型　５０ｃｍカットタイプ 高２，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，０５
０ｍｍ

ＭＪＬ　５０ｃｍカットタイプ Ｈ３０００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038249
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３２５０型　５０ｃｍカットタイプ 高２，７５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，３０
０ｍｍ

ＭＪＬ　５０ｃｍカットタイプ Ｈ３２５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038250
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３５００型　５０ｃｍカットタイプ 高３，０００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，４０
０ｍｍ

ＭＪＬ　５０ｃｍカットタイプ Ｈ３５００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材
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コンクリート擁壁 1905038251
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ３７５０型　５０ｃｍカットタイプ 高３，２５０ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，６０
０ｍｍ

ＭＪＬ　５０ｃｍカットタイプ Ｈ３７５０型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

コンクリート擁壁 1905038252
コンクリート擁壁 ＭＪＬ Ｈ４０００型　５０ｃｍカットタイプ 高３，５００ｍｍ×幅１，９９７ｍｍ×控長２，７０
０ｍｍ

ＭＪＬ　５０ｃｍカットタイプ Ｈ４０００型 個 999 × ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020902
補強土壁（コンクリート製） スーパーテールアルメ盛土工法用部材 コンクリートスキン（板厚１４ｃｍ） ラージサイ
ズ（ストリップ６本）　Ｈ＝１．８ｍ ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

スーパーテールアルメ コンクリートスキン　ラージ 枚 999 × ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020904
補強土壁（コンクリート製） スーパーテールアルメ盛土工法用部材 コンクリートスキン（板厚１４ｃｍ） フルサイズ
（ストリップ４本） ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

スーパーテールアルメ コンクリートスキン　フル 枚 999 × ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020906
補強土壁（コンクリート製） スーパーテールアルメ盛土工法用部材 コンクリートスキン（板厚１４ｃｍ） ハーフサイ
ズ（ストリップ２本） ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

スーパーテールアルメ コンクリートスキン　ハーフ 枚 999 × ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020908
補強土壁（コンクリート製） スーパーテールアルメ盛土工法用部材 コンクリートスキンエキストラ 場所打ちコンク
リート笠石用さし筋は、スキン１枚ごとに加算 ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

スーパーテールアルメ　加算額 コンクリートスキン　さし筋 枚 999 × ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020910
補強土壁（コンクリート製） スーパーテールアルメ盛土工法用部材 コンクリートスキンエキストラ ストリップ１本を
増減するごとに加算または減算する ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土

スーパーテールアルメ加減算額 コンクリートスキン　ストリップ 本 999 × ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020912
補強土壁（コンクリート製） スーパーテールアルメ盛土工法用部材 コルクプレート ２０×８５×６００ ＪＦＥ商事
テールワン，ヒロセ補強土

スーパーテールアルメ コルクプレート 枚 999 × ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020914 補強土壁（コンクリート製） スーパーテールアルメ盛土工法用部材 ジベルピン ＪＦＥ商事テールワン，ヒロセ補強土 スーパーテールアルメ ジベルピン 本 999 × ○ 1905 擁壁材

補強土壁（コンクリート製）―ブランド品― 1905020916
補強土壁（コンクリート製） スーパーテールアルメ盛土工法用部材 埋込用ストリップ固定金具 ＪＦＥ商事テールワ
ン，ヒロセ補強土

スーパーテールアルメ 埋込用ストリップ固定金具 個 999 × ○ 1905 擁壁材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049002
大型積みブロック ふる里３５ 浅目地Ａ形（６連）３分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×３５０ｍｍ ７２５ｋｇ／個
１．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５浅目地Ａ形（６連） ３分　４００×２４８５×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049004
大型積みブロック ふる里３５ 浅目地ＢＬ形（３連）３分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×３５０ｍｍ ４２５ｋｇ／個
１．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５浅目地ＢＬ形（３連） ３分　４００×１４４３×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049006
大型積みブロック ふる里３５ 浅目地ＢＲ形（２連）３分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×３５０ｍｍ ３０５ｋｇ／個
２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５浅目地ＢＲ形（２連） ３分　４００×１０２７×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049008
大型積みブロック ふる里３５ 深目地Ａ形（６連）３分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×３５０ｍｍ ９２０ｋｇ／個
１．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５深目地Ａ形（６連） ３分　４００×２４８５×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049010
大型積みブロック ふる里３５ 深目地ＢＬ形（３連）３分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×３５０ｍｍ ５４５ｋｇ／個
１．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５深目地ＢＬ形（３連） ３分　４００×１４４３×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049012
大型積みブロック ふる里３５ 深目地ＢＲ形（２連）３分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×３５０ｍｍ ３９０ｋｇ／個
２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５深目地ＢＲ形（２連） ３分　４００×１０２７×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049014
大型積みブロック ふる里５０ 浅目地Ａ形（６連）３分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×５００ｍｍ １，０１５ｋｇ／
個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里５０浅目地Ａ形（６連） ３分　４００×２４８５×５００ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049016
大型積みブロック ふる里５０ 浅目地ＢＬ形（３連）３分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×５００ｍｍ ５９５ｋｇ／個
１．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里５０浅目地ＢＬ形（３連） ３分　４００×１４４３×５００ 個 999 × ○ 1903 組積材
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大型積みブロック―ブランド品― 1903049018
大型積みブロック ふる里５０ 浅目地ＢＲ形（２連）３分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×５００ｍｍ ４２５ｋｇ／個
２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里５０浅目地ＢＲ形（２連） ３分　４００×１０２７×５００ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049020
大型積みブロック ふる里５０ 深目地Ａ形（６連）３分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×５００ｍｍ １，２１０ｋｇ／
個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里５０深目地Ａ形（６連） ３分　４００×２４８５×５００ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049022
大型積みブロック ふる里５０ 深目地ＢＬ形（３連）３分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×５００ｍｍ ７１５ｋｇ／個
１．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里５０深目地ＢＬ形（３連） ３分　４００×１４４３×５００ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049024
大型積みブロック ふる里５０ 深目地ＢＲ形（２連）３分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×５００ｍｍ ５１５ｋｇ／個
２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里５０深目地ＢＲ形（２連） ３分　４００×１０２７×５００ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049026
大型積みブロック ふる里７５ 浅目地Ａ形（６連）３分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×７５０ｍｍ １，４７５ｋｇ／
個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里７５浅目地Ａ形（６連） ３分　４００×２４８５×７５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049028
大型積みブロック ふる里７５ 浅目地ＢＬ形（３連）３分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×７５０ｍｍ ８７５ｋｇ／個
１．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里７５浅目地ＢＬ形（３連） ３分　４００×１４４３×７５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049030
大型積みブロック ふる里７５ 浅目地ＢＲ形（２連）３分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×７５０ｍｍ ６３０ｋｇ／個
２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里７５浅目地ＢＲ形（２連） ３分　４００×１０２７×７５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049032
大型積みブロック ふる里７５ 深目地Ａ形（６連）３分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×７５０ｍｍ １，６７５ｋｇ／
個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里７５深目地Ａ形（６連） ３分　４００×２４８５×７５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049034
大型積みブロック ふる里７５ 深目地ＢＬ形（３連）３分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×７５０ｍｍ ９９５ｋｇ／個
１．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里７５深目地ＢＬ形（３連） ３分　４００×１４４３×７５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049036
大型積みブロック ふる里７５ 深目地ＢＲ形（２連）３分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×７５０ｍｍ ７１５ｋｇ／個
２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里７５深目地ＢＲ形（２連） ３分　４００×１０２７×７５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049038
大型積みブロック ふる里３５ 浅目地Ａ形（６連）５分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×３５０ｍｍ ７２５ｋｇ／個
１．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５浅目地Ａ形（６連） ５分　４００×２４８５×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049040
大型積みブロック ふる里３５ 浅目地ＢＬ形（３連）５分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×３５０ｍｍ ４２５ｋｇ／個
１．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５浅目地ＢＬ形（３連） ５分　４００×１４４３×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049042
大型積みブロック ふる里３５ 浅目地ＢＲ形（２連）５分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×３５０ｍｍ ３０５ｋｇ／個
２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５浅目地ＢＲ形（２連） ５分　４００×１０２７×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049044
大型積みブロック ふる里３５ 深目地Ａ形（６連）５分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×３５０ｍｍ ９２０ｋｇ／個
１．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５深目地Ａ形（６連） ５分　４００×２４８５×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049046
大型積みブロック ふる里３５ 深目地ＢＬ形（３連）５分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×３５０ｍｍ ５４５ｋｇ／個
１．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５深目地ＢＬ形（３連） ５分　４００×１４４３×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049048
大型積みブロック ふる里３５ 深目地ＢＲ形（２連）５分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×３５０ｍｍ ３９０ｋｇ／個
２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５深目地ＢＲ形（２連） ５分　４００×１０２７×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049050
大型積みブロック ふる里５０ 浅目地Ａ形（６連）５分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×５００ｍｍ １，０１５ｋｇ／
個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里５０浅目地Ａ形（６連） ５分　４００×２４８５×５００ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049052
大型積みブロック ふる里５０ 浅目地ＢＬ形（３連）５分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×５００ｍｍ ５９５ｋｇ／個
１．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里５０浅目地ＢＬ形（３連） ５分　４００×１４４３×５００ 個 999 × ○ 1903 組積材
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大型積みブロック―ブランド品― 1903049054
大型積みブロック ふる里５０ 浅目地ＢＲ形（２連）５分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×５００ｍｍ ４２５ｋｇ／個
２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里５０浅目地ＢＲ形（２連） ５分　４００×１０２７×５００ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049056
大型積みブロック ふる里５０ 深目地Ａ形（６連）５分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×５００ｍｍ １，２１０ｋｇ／
個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里５０深目地Ａ形（６連） ５分　４００×２４８５×５００ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049058
大型積みブロック ふる里５０ 深目地ＢＬ形（３連）５分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×５００ｍｍ ７１５ｋｇ／個
１．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里５０深目地ＢＬ形（３連） ５分　４００×１４４３×５００ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049060
大型積みブロック ふる里５０ 深目地ＢＲ形（２連）５分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×５００ｍｍ ５１５ｋｇ／個
２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里５０深目地ＢＲ形（２連） ５分　４００×１０２７×５００ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049062
大型積みブロック ふる里７５ 浅目地Ａ形（６連）５分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×７５０ｍｍ １，４７５ｋｇ／
個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里７５浅目地Ａ形（６連） ５分　４００×２４８５×７５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049064
大型積みブロック ふる里７５ 浅目地ＢＬ形（３連）５分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×７５０ｍｍ ８７５ｋｇ／個
１．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里７５浅目地ＢＬ形（３連） ５分　４００×１４４３×７５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049066
大型積みブロック ふる里７５ 浅目地ＢＲ形（２連）５分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×７５０ｍｍ ６３０ｋｇ／個
２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里７５浅目地ＢＲ形（２連） ５分　４００×１０２７×７５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049068
大型積みブロック ふる里７５ 深目地Ａ形（６連）５分 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×７５０ｍｍ １，６７５ｋｇ／
個 １．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里７５深目地Ａ形（６連） ５分　４００×２４８５×７５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049070
大型積みブロック ふる里７５ 深目地ＢＬ形（３連）５分 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×７５０ｍｍ ９９５ｋｇ／個
１．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里７５深目地ＢＬ形（３連） ５分　４００×１４４３×７５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049072
大型積みブロック ふる里７５ 深目地ＢＲ形（２連）５分 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×７５０ｍｍ ７１５ｋｇ／個
２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里７５深目地ＢＲ形（２連） ５分　４００×１０２７×７５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049074
大型積みブロック ふる里３５ 浅目地Ａ形（６連）１割 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×３５０ｍｍ ７２５ｋｇ／個
１．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５浅目地Ａ形（６連） １割　４００×２４８５×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049076
大型積みブロック ふる里３５ 浅目地ＢＬ形（３連）１割 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×３５０ｍｍ ４２５ｋｇ／個
１．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５浅目地ＢＬ形（３連） １割　４００×１４４３×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049078
大型積みブロック ふる里３５ 浅目地ＢＲ形（２連）１割 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×３５０ｍｍ ３０５ｋｇ／個
２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５浅目地ＢＲ形（２連） １割　４００×１０２７×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049080
大型積みブロック ふる里３５ 深目地Ａ形（６連）１割 ４００ｍｍ×２，４８５ｍｍ×３５０ｍｍ ９２０ｋｇ／個
１．００個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５深目地Ａ形（６連） １割　４００×２４８５×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049082
大型積みブロック ふる里３５ 深目地ＢＬ形（３連）１割 ４００ｍｍ×１，４４３ｍｍ×３５０ｍｍ ５４５ｋｇ／個
１．７２個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５深目地ＢＬ形（３連） １割　４００×１４４３×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049084
大型積みブロック ふる里３５ 深目地ＢＲ形（２連）１割 ４００ｍｍ×１，０２７ｍｍ×３５０ｍｍ ３９０ｋｇ／個
２．４０個／ｍ２ 新潟 アドヴァンス

ふる里３５深目地ＢＲ形（２連） １割　４００×１０２７×３５０ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049086
大型積みブロック 基礎ブロック ６５０・Ｌ＝２５００ ２００ｍｍ×２，５００ｍｍ×６５０ｍｍ ６１３ｋｇ／個 新
潟 アドヴァンス

基礎ブロック６５０・Ｌ２５００ ２００×２５００×６５０ｍｍ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049088
大型積みブロック 基礎ブロック ６５０・Ｌ＝１２５０ ２００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×６５０ｍｍ ３０３ｋｇ／個 新
潟 アドヴァンス

基礎ブロック６５０・Ｌ１２５０ ２００×１２５０×６５０ｍｍ 個 999 × ○ 1903 組積材
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大型積みブロック―ブランド品― 1903049090
大型積みブロック 基礎ブロック ８５０・Ｌ＝２５００ ２００ｍｍ×２，５００ｍｍ×８５０ｍｍ ８０５ｋｇ／個 新
潟 アドヴァンス

基礎ブロック８５０・Ｌ２５００ ２００×２５００×８５０ｍｍ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049092
大型積みブロック 基礎ブロック ８５０・Ｌ＝１２５０ ２００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×８５０ｍｍ ３９７ｋｇ／個 新
潟 アドヴァンス

基礎ブロック８５０・Ｌ１２５０ ２００×１２５０×８５０ｍｍ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049094
大型積みブロック 基礎ブロック １３００・Ｌ＝２５００ ２００ｍｍ×２，５００ｍｍ×１，３００ｍｍ １，５８２
ｋｇ／個 新潟 アドヴァンス

基礎ブロック１３００Ｌ２５００ ２００×２５００×１３００ｍｍ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903049096
大型積みブロック 基礎ブロック １３００・Ｌ＝１２５０ ２００ｍｍ×１，２５０ｍｍ×１，３００ｍｍ ７６９ｋｇ
／個 新潟 アドヴァンス

基礎ブロック１３００Ｌ１２５０ ２００×１２５０×１３００ｍｍ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903047002
大型積みブロック ＭＱＳ ３５０ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×３５０ｍｍ ４１４ｋｇ／個 １個／ｍ２ 近畿 ミルコ
ン

ＭＱＳ　３５０ １２５０×８００×３５０ｍｍ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903047014
大型積みブロック ＭＱＳ ５５０ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×５５０ｍｍ ４６９ｋｇ／個 １個／ｍ２ 近畿 ミルコ
ン

ＭＱＳ　５５０ １２５０×８００×５５０ｍｍ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903047020
大型積みブロック ＭＱＳ １５００ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×１，５００ｍｍ ９４９ｋｇ／個 １個／ｍ２ 近畿
ミルコン

ＭＱＳ　１５００ １２５０×８００×１５００ｍｍ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903047022
大型積みブロック ＭＱＳ １７５０ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×１，７５０ｍｍ １，３３４ｋｇ／個 １個／ｍ２
近畿 ミルコン

ＭＱＳ　１７５０ １２５０×８００×１７５０ｍｍ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903047024
大型積みブロック ＭＱＳ ２０００ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×２，０００ｍｍ １，４３５ｋｇ／個 １個／ｍ２
近畿 ミルコン

ＭＱＳ　２０００ １２５０×８００×２０００ｍｍ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903047026
大型積みブロック ＭＱＳ ２２５０ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×２，２５０ｍｍ １，５３４ｋｇ／個 １個／ｍ２
近畿 ミルコン

ＭＱＳ　２２５０ １２５０×８００×２２５０ｍｍ 個 999 × ○ 1903 組積材

大型積みブロック―ブランド品― 1903047028
大型積みブロック ＭＱＳ ２５００ １，２５０ｍｍ×８００ｍｍ×２，５００ｍｍ １，６３３ｋｇ／個 １個／ｍ２
近畿 ミルコン

ＭＱＳ　２５００ １２５０×８００×２５００ｍｍ 個 999 × ○ 1903 組積材

張りブロック 1907017204 張りブロック 厚　９ｃｍ １５５ｋｇ以上／ｍ２ 張りブロック Ｔ９ｃｍ　１５５ｋｇ／ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907012405 張りブロック 国土交通省型 ４５ｃｍ×３０ｃｍ×１５ｃｍ ３０７ｋｇ／ｍ２ 張りブロック　国土交通省型 ４５×３０×１５ｃｍ ｍ２ 999 × ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907012410 張りブロック 国土交通省型 ４５ｃｍ×３０ｃｍ×１８ｃｍ ３６９ｋｇ／ｍ２ 張りブロック　国土交通省型 ４５×３０×１８ｃｍ ｍ２ 999 × ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907012415 張りブロック 国土交通省型 ５０ｃｍ×３０ｃｍ×１５ｃｍ ３２８ｋｇ／ｍ２ 張りブロック　国土交通省型 ５０×３０×１５ｃｍ ｍ２ 999 × ○ 1907 のり面防護材

張りブロック 1907012420 張りブロック 国土交通省型 ３５ｃｍ×３５ｃｍ×１５ｃｍ ２９２ｋｇ／ｍ２ 張りブロック　国土交通省型 ３５×３５×１５ｃｍ ｍ２ 999 × ○ 1907 のり面防護材

薬液注入工法部材 6105040010 薬液注入工法部材 二重管ボーリングロッド 薬液注入工法部材 二重管ボーリングロッド ｍ 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040020 薬液注入工法部材 メタルクラウン　径４１ｍｍ 薬液注入工法部材 メタルクラウン径４１ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具
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薬液注入工法部材 6105040030 薬液注入工法部材 単相用グラウトモニタ　径４０．５ｍｍ 薬液注入工法部材 単相グラウトモニタ４０．５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040040 薬液注入工法部材 複相用グラウトモニタ　径４０．５ｍｍ 薬液注入工法部材 複相グラウトモニタ４０．５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040050 薬液注入工法部材 単相用注入ホース類　径１２ｍｍ　４．９ＭＰａ　長５０ｍ×２本 薬液注入工法部材 単相用注入ホース類径１２ｍｍ 組 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040060 薬液注入工法部材 複相用注入ホース類　径１２ｍｍ　４．９ＭＰａ　長５０ｍ×３本 薬液注入工法部材 複相用注入ホース類径１２ｍｍ 組 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040070 薬液注入工法部材 単相用サクションホース　径３８ｍｍ　長３ｍ×２本 薬液注入工法部材 単相用サクションホース３８ｍｍ 組 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040080 薬液注入工法部材 複相用サクションホース　径３８ｍｍ　長３ｍ×３本 薬液注入工法部材 複相用サクションホース３８ｍｍ 組 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040090 薬液注入工法部材 ケーシング　径９６ｍｍ（カップリング付） 薬液注入工法部材 ケーシング９６ｍｍ（カップ付） 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040100 薬液注入工法部材 シャンクロッド 薬液注入工法部材 シャンクロッド 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040110 薬液注入工法部材 二重管ホース　径１２ｍｍ　２１ＭＰａ　長２０ｍ 薬液注入工法部材 二重管ホース　径１２ｍｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040120 薬液注入工法部材 シールパッカーセット 薬液注入工法部材 シールパッカーセット 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040130 薬液注入工法部材 シールセット 薬液注入工法部材 シールセット 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040140 薬液注入工法部材 ウォータースイベル　径９６ｍｍ 薬液注入工法部材 ウォータースイベル　径９６ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040150 薬液注入工法部材 薬液注入管　マンシェットチューブ　径４０ｍｍ 薬液注入工法部材　薬液注入管 マンシェットチューブ径４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040160 薬液注入工法部材 先端キャップ 薬液注入工法部材 先端キャップ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040170 薬液注入工法部材 Ａアダプター 薬液注入工法部材 Ａアダプター 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040180 薬液注入工法部材 Ｂアダプター 薬液注入工法部材 Ｂアダプター 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

薬液注入工法部材 6105040190 薬液注入工法部材 ゴムキャップ 薬液注入工法部材 ゴムキャップ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

グラウトホール 1313090008 グラウトホール Ｌ＝３７０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝３７０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管
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グラウトホール 1313090010 グラウトホール Ｌ＝４００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝４００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090012 グラウトホール Ｌ＝４５０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝４５０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090014 グラウトホール Ｌ＝５００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝５００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090016 グラウトホール Ｌ＝５５０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝５５０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090018 グラウトホール Ｌ＝６００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝６００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090020 グラウトホール Ｌ＝６５０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝６５０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090022 グラウトホール Ｌ＝７００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝７００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090024 グラウトホール Ｌ＝７５０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝７５０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090002 グラウトホール Ｌ＝８００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝８００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090026 グラウトホール Ｌ＝８５０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝８５０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090028 グラウトホール Ｌ＝９００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝９００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090030 グラウトホール Ｌ＝９５０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝９５０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090004 グラウトホール Ｌ＝１０００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１０００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090032 グラウトホール Ｌ＝１０５０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１０５０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090034 グラウトホール Ｌ＝１１００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１１００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090036 グラウトホール Ｌ＝１１５０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１１５０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090006 グラウトホール Ｌ＝１２００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１２００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090038 グラウトホール Ｌ＝１２５０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１２５０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管
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グラウトホール 1313090040 グラウトホール Ｌ＝１３００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１３００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090042 グラウトホール Ｌ＝１３５０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１３５０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090044 グラウトホール Ｌ＝１４００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１４００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090046 グラウトホール Ｌ＝１４５０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１４５０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090048 グラウトホール Ｌ＝１５００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１５００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090050 グラウトホール Ｌ＝１５５０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１５５０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090052 グラウトホール Ｌ＝１６００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１６００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090054 グラウトホール Ｌ＝１６５０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１６５０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090056 グラウトホール Ｌ＝１７００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１７００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090058 グラウトホール Ｌ＝１７５０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１７５０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090060 グラウトホール Ｌ＝１８００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１８００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090062 グラウトホール Ｌ＝１８５０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１８５０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090064 グラウトホール Ｌ＝１９００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１９００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090066 グラウトホール Ｌ＝１９５０（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝１９５０（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

グラウトホール 1313090068 グラウトホール Ｌ＝２０００（ＳＵＳ３０４） グラウトホール Ｌ＝２０００（ＳＵＳ３０４） 本 999 × ○ 1313 可とう管

軽量盛土材 1921010001 軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック Ｄ－１２（型内発泡　密度１２）難燃性 発泡スチロールブロック 密度１２　型内発泡　難燃性 ｍ３ 999 × ○ 1921 軽量盛土材

軽量盛土材 1921010003 軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック Ｄ－１６（型内発泡　密度１６）難燃性 発泡スチロールブロック 密度１６　型内発泡　難燃性 ｍ３ 999 × ○ 1921 軽量盛土材

軽量盛土材 1921010015 軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック Ｄ－２５（型内発泡　密度２５）難燃性 発泡スチロールブロック 密度２５　型内発泡　難燃性 ｍ３ 999 × ○ 1921 軽量盛土材
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軽量盛土材 1921010018 軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック Ｄ－３０（型内発泡　密度３０）難燃性 発泡スチロールブロック 密度３０　型内発泡　難燃性 ｍ３ 999 × ○ 1921 軽量盛土材

軽量盛土材 1921010020 軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック ＤＸ－２４Ｈ（押出発泡　密度２４）難燃性 発泡スチロールブロック 密度２４　押出発泡　難燃性 ｍ３ 999 × ○ 1921 軽量盛土材

軽量盛土材 1921010030 軽量盛土材 ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック 発泡スチロールブロック ＤＸ－３５（押出発泡　密度３５）難燃性 発泡スチロールブロック 密度３５　押出発泡　難燃性 ｍ３ 999 × ○ 1921 軽量盛土材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020260 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （特殊強力亜鉛めっき・Ｚ－ＧＳ７） 径２．６×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｚ－ＧＳ７　径２．６ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020264 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （特殊強力亜鉛めっき・Ｃ－ＧＳ７） 径４．０×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｃ－ＧＳ７　径４ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020262 落石防止網（覆式・ポケット式） 金網 （特殊強力亜鉛めっき・Ｃ－ＧＳ７） 径３．２×網目５０ｍｍ 落石防止網　金網 Ｃ－ＧＳ７　径３．２ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020601 落石防止網（覆式・ポケット式） クロスクリップ φ１８用 落石防止網　クロスクリップ 径１８用 個 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909020603 落石防止網（覆式・ポケット式） クロスクリップ φ１４用 落石防止網　クロスクリップ 径１４用 個 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909022818
落石防止網（覆式・ポケット式） 支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき仕上げ） Ｈ－１００×１００×６／８×２，４
５０ｍｍ（岩部用） 地上高２．５ｍ

落石防止網　支柱ヒンジ・可動式 亜鉛めっき岩部　地上高２．５ｍ 組 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909022820
落石防止網（覆式・ポケット式） 支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき仕上げ） Ｈ－１００×１００×６／８×３，４
５０ｍｍ（岩部用） 地上高３．５ｍ

落石防止網　支柱ヒンジ・可動式 亜鉛めっき岩部　地上高３．５ｍ 組 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防止網（覆式・ポケット式） 1909022822
落石防止網（覆式・ポケット式） 支柱 ヒンジ式・可動式（亜鉛めっき仕上げ） Ｈ－１００×１００×６／８×３，９
５０ｍｍ（岩部用） 地上高４ｍ

落石防止網　支柱ヒンジ・可動式 亜鉛めっき　岩部　地上高４ｍ 組 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043085
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） １０本掛 柵高３．０ｍ　（部材）
ケーブル（金網３種亜鉛めっき）

落石防護柵部材　改良コン中建込 １０本掛用　ケーブル　めっき ｍ 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043090
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） １０本掛 柵高３．０ｍ　（部材）　中
間支柱（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 １０本掛用　中間支柱　めっき 本 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043095
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） １０本掛 柵高３．０ｍ　（部材）　端
末支柱（索端金具付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 １０本掛用　端末支柱　めっき 本 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043100
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） １０本掛 柵高３．０ｍ　（部材）　間
隔保持材（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 １０本掛用　間隔保持材　めっき 箇所 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043105
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） １２本掛 柵高３．５ｍ　（部材）
ケーブル（金網３種亜鉛めっき）

落石防護柵部材　改良コン中建込 １２本掛用　ケーブル　めっき ｍ 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043110
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） １２本掛 柵高３．５ｍ　（部材）　中
間支柱（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 １２本掛用　中間支柱　めっき 本 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043115
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） １２本掛 柵高３．５ｍ　（部材）　端
末支柱（索端金具付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 １２本掛用　端末支柱　めっき 本 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材
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落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043120
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） １２本掛 柵高３．５ｍ　（部材）　間
隔保持材（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 １２本掛用　間隔保持材　めっき 箇所 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043125
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） １３本掛 柵高４．０ｍ　（部材）
ケーブル（金網３種亜鉛めっき）

落石防護柵部材　改良コン中建込 １３本掛用　ケーブル　めっき ｍ 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043130
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） １３本掛 柵高４．０ｍ　（部材）　中
間支柱（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 １３本掛用　中間支柱　めっき 本 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043135
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） １３本掛 柵高４．０ｍ　（部材）　端
末支柱（索端金具付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 １３本掛用　端末支柱　めっき 本 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

落石防護柵（改良型）　――　Ｈ１２基準対応
――

1909043140
落石防護柵（改良型） コンクリート中建込（亜鉛めっき仕上げ，ステー無し） １３本掛 柵高４．０ｍ　（部材）　間
隔保持材（Ｕボルト付き）

落石防護柵部材　改良コン中建込 １３本掛用　間隔保持材　めっき 箇所 999 × ○ 1909 落石・雪崩防止材

ライナープレート 1919062002 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径１２００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062004 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，３００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径１３００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062006 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，４００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径１４００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062012 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，６００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径１６００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062014 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，７００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径１７００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062016 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径１８００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062018 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，９００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径１９００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062022 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，１００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径２１００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062024 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径２２００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062026 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，３００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径２３００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062028 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，４００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径２４００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062032 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，６００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径２６００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062034 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，７００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径２７００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919062036 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径２８００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062038 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，９００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径２９００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062042 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，１００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径３１００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062044 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，２００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径３２００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062046 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，３００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径３３００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062048 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，４００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径３４００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062052 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，６００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径３６００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062054 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，７００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径３７００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062056 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，８００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径３８００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062058 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，９００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径３９００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062072 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径５０００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062074 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径５５００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062076 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径６，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　円形 径６０００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062077 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径１２００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062078 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，３００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径１３００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062079 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，４００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径１４００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062082 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，６００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径１６００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062084 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，７００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径１７００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919062086 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径１８００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062088 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径１，９００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径１９００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062092 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，１００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径２１００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062094 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径２２００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062096 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，３００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径２３００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062098 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，４００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径２４００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062102 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，６００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径２６００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062104 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，７００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径２７００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062106 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径２８００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062108 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径２，９００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径２９００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062112 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，１００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径３１００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062114 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，２００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径３２００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062116 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，３００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径３３００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062118 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，４００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径３４００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062122 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，６００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径３６００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062124 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，７００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径３７００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062126 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，８００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径３８００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062128 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径３，９００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径３９００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919062142 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径５０００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062144 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径５５００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062146 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径６，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　円形 径６０００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062212 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径５０００×Ｔ４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062214 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，５００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径５５００×Ｔ４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062216 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径６，０００ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　円形 径６０００×Ｔ４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062282 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径５０００×Ｔ４．５　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062284 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，５００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径５５００×Ｔ４．５　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062286 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径６，０００ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　円形 径６０００×Ｔ４．５　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062352 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ライナープレート　円形 径５０００×Ｔ５．３　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062354 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，５００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ライナープレート　円形 径５５００×Ｔ５．３　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062356 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径６，０００ｍｍ 板厚５．３ｍｍ ライナープレート　円形 径６０００×Ｔ５．３　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062422 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ライナープレート　円形 径５０００×Ｔ６　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062424 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，５００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ライナープレート　円形 径５５００×Ｔ６　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062426 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径６，０００ｍｍ 板厚６．０ｍｍ ライナープレート　円形 径６０００×Ｔ６　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062500 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ライナープレート　円形 径５０００×Ｔ７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062510 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，５００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ライナープレート　円形 径５５００×Ｔ７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919062520 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径６，０００ｍｍ 板厚７．０ｍｍ ライナープレート　円形 径６０００×Ｔ７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919072080 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 円形　５０００ｍｍ用　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919072090 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径５，５００ｍｍ 補強リングＨ１５０ ライナープレート用補強リング 円形　５５００ｍｍ用　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919072100 ライナープレート 円形 黒皮 呼び径６，０００ｍｍ 補強リングＨ１５０ ライナープレート用補強リング 円形　６０００ｍｍ用　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064602 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，５７０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×３５７０×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064604 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，８８４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×３８８４×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064606 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，１９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×４１９８×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064608 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，３５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×４３５５×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064610 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，５１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×４５１２×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064612 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，８２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×４８２６×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064614 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径５，１４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×５１４０×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064616 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，０７０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４０７０×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064618 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，３８４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４３８４×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064620 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，５４１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４５４１×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064622 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，６９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４６９８×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064624 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，８５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４８５５×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064626 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，０１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５０１２×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064628 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，９５４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５９５４×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064630 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，１１１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６１１１×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919064632 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，２６８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６２６８×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064634 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，４２５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６４２５×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064636 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，５８２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６５８２×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064638 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，７３９ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６７３９×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064640 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，８９６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６８９６×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064642 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，５７０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×４５７０×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064644 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，８８４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×４８８４×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064646 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，０４１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５０４１×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064648 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，１９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５１９８×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064650 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，３５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５３５５×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064652 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，５１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５５１２×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064654 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，６１１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×６６１１×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064656 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，７６８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×６７６８×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064658 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径７，０８２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×７０８２×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064660 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，０２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６０２６×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064662 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，１８３ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６１８３×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064664 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，６５４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６６５４×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064666 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，８１１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６８１１×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919064668 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径７，１２５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×７１２５×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064670 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，０７０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×５０７０×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064672 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，５４１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×５５４１×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064674 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，６９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×５６９８×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064676 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，８５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×５８５５×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064678 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，０１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６０１２×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064680 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，１６９ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６１６９×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064682 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，９５４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６９５４×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064684 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径７，１１１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×７１１１×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064686 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径５，９５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×５９５５×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064688 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，２６９ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６２６９×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064690 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，４２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６４２６×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064692 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，５８３ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６５８３×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064694 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，８９７ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６８９７×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064696 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，０５４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×７０５４×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064698 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，２１１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×７２１１×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064700 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，５７０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×５５７０×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064702 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，８８４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×５８８４×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919064704 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，１９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６１９８×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064706 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，３５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６３５５×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064708 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，５１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６５１２×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064710 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，９８３ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６９８３×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064712 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，４５４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×７４５４×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064714 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，２４１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×６２４１×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064716 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，５５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×６５５５×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064718 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，７１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×６７１２×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064720 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，０２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×７０２６×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064722 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，１８３ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×７１８３×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064724 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，０７０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６０７０×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064726 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，２２７ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６２２７×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064728 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，３８４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６３８４×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064730 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，５４１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６５４１×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064732 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，６９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６６９８×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064734 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，０１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×７０１２×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064736 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，６４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×７６４０×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064738 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，５２７ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×６５２７×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919064740 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，６８４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×６６８４×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064742 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，９９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×６９９８×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064744 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，１５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×７１５５×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064746 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，４６９ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×７４６９×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064748 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，５７０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×６５７０×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064750 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，７２７ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×６７２７×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064752 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，８８４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×６８８４×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064754 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，０４１ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７０４１×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064756 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，１９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７１９８×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064758 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，３５５ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７３５５×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064760 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，５１２ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７５１２×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064762 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，８２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７８２６×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064764 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径８，１４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×８１４０×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064766 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，５９９ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×６５９９×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064768 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，９１３ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×６９１３×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064770 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，２２７ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×７２２７×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064772 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，３８４ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×７３８４×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064774 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，６９８ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×７６９８×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919064776 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，３２６ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×８３２６×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064778 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，６４０ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×８６４０×２．７黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064780 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，５７０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×３５７０×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064782 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，８８４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×３８８４×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064784 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，１９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×４１９８×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064786 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，３５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×４３５５×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064788 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，５１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×４５１２×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064790 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，８２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×４８２６×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064792 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径５，１４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×５１４０×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064794 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，０７０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４０７０×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064796 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，３８４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４３８４×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064798 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，５４１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４５４１×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064800 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，６９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４６９８×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064802 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，８５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４８５５×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064804 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，０１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５０１２×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064806 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，９５４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５９５４×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064808 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，１１１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６１１１×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064810 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，２６８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６２６８×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919064812 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，４２５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６４２５×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064814 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，５８２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６５８２×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064816 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，７３９ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６７３９×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064818 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，８９６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６８９６×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064820 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，５７０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×４５７０×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064822 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，８８４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×４８８４×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064824 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，０４１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５０４１×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064826 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，１９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５１９８×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064828 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，３５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５３５５×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064830 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，５１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５５１２×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064832 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，６１１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×６６１１×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064834 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，７６８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×６７６８×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064836 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径７，０８２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×７０８２×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064838 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，０２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６０２６×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064840 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，１８３ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６１８３×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064842 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，６５４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６６５４×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064844 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，８１１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６８１１×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064846 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径７，１２５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×７１２５×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919064848 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，０７０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×５０７０×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064850 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，５４１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×５５４１×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064852 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，６９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×５６９８×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064854 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，８５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×５８５５×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064856 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，０１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６０１２×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064858 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，１６９ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６１６９×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064860 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，９５４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６９５４×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064862 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径７，１１１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×７１１１×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064864 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径５，９５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×５９５５×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064866 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，２６９ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６２６９×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064868 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，４２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６４２６×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064870 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，５８３ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６５８３×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064872 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，８９７ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６８９７×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064874 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，０５４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×７０５４×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064876 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，２１１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×７２１１×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064878 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，５７０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×５５７０×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064880 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，８８４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×５８８４×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064882 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，１９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６１９８×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

3636 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ライナープレート 1919064884 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，３５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６３５５×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064886 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，５１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６５１２×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064888 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，９８３ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６９８３×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064890 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，４５４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×７４５４×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064892 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，２４１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×６２４１×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064894 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，５５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×６５５５×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064896 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，７１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×６７１２×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064898 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，０２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×７０２６×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064900 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，１８３ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×７１８３×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064902 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，０７０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６０７０×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064904 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，２２７ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６２２７×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064906 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，３８４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６３８４×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064908 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，５４１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６５４１×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064910 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，６９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６６９８×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064912 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，０１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×７０１２×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064914 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，６４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×７６４０×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064916 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，５２７ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×６５２７×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064918 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，６８４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×６６８４×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

3637 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ライナープレート 1919064920 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，９９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×６９９８×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064922 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，１５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×７１５５×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064924 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，４６９ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×７４６９×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064926 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，５７０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×６５７０×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064928 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，７２７ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×６７２７×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064930 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，８８４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×６８８４×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064932 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，０４１ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７０４１×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064934 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，１９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７１９８×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064936 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，３５５ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７３５５×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064938 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，５１２ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７５１２×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064940 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，８２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７８２６×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064942 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径８，１４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×８１４０×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064944 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，５９９ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×６５９９×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064946 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，９１３ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×６９１３×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064948 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，２２７ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×７２２７×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064950 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，３８４ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×７３８４×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064952 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，６９８ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×７６９８×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064954 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，３２６ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×８３２６×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919064956 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，６４０ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×８６４０×３．２黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064958 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，５７０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×３５７０×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064960 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，８８４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×３８８４×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064962 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，１９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×４１９８×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064964 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，３５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×４３５５×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064966 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，５１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×４５１２×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064968 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，８２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×４８２６×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064970 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径５，１４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×５１４０×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064972 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，０７０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４０７０×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064974 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，３８４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４３８４×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064976 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，５４１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４５４１×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064978 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，６９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４６９８×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064980 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，８５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４８５５×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064982 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，０１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５０１２×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064984 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，９５４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５９５４×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064986 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，１１１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６１１１×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064988 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，２６８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６２６８×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064990 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，４２５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６４２５×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919064992 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，５８２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６５８２×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064994 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，７３９ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６７３９×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064996 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，８９６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６８９６×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919064998 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，５７０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×４５７０×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065000 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，８８４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×４８８４×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065002 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，０４１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５０４１×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065004 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，１９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５１９８×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065006 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，３５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５３５５×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065008 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，５１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５５１２×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065010 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，６１１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×６６１１×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065012 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，７６８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×６７６８×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065014 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径７，０８２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×７０８２×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065016 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，０２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６０２６×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065018 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，１８３ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６１８３×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065020 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，６５４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６６５４×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065022 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，８１１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６８１１×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065024 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径７，１２５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×７１２５×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065026 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，０７０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×５０７０×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919065028 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，５４１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×５５４１×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065030 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，６９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×５６９８×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065032 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，８５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×５８５５×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065034 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，０１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６０１２×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065036 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，１６９ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６１６９×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065038 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，９５４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６９５４×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065040 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径７，１１１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×７１１１×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065042 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径５，９５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×５９５５×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065044 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，２６９ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６２６９×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065046 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，４２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６４２６×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065048 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，５８３ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６５８３×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065050 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，８９７ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６８９７×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065052 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，０５４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×７０５４×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065054 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，２１１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×７２１１×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065056 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，５７０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×５５７０×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065058 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，８８４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×５８８４×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065060 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，１９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６１９８×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065062 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，３５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６３５５×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ライナープレート 1919065064 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，５１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６５１２×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065066 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，９８３ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６９８３×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065068 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，４５４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×７４５４×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065070 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，２４１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×６２４１×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065072 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，５５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×６５５５×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065074 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，７１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×６７１２×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065076 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，０２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×７０２６×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065078 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，１８３ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×７１８３×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065080 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，０７０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６０７０×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065082 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，２２７ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６２２７×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065084 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，３８４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６３８４×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065086 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，５４１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６５４１×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065088 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，６９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６６９８×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065090 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，０１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×７０１２×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065092 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，６４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×７６４０×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065094 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，５２７ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×６５２７×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065096 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，６８４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×６６８４×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065098 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，９９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×６９９８×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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【建設物価・Web建設物価】2022年03月号
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ライナープレート 1919065100 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，１５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×７１５５×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065102 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，４６９ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×７４６９×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065104 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，５７０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×６５７０×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065106 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，７２７ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×６７２７×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065108 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，８８４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×６８８４×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065110 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，０４１ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７０４１×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065112 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，１９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７１９８×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065114 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，３５５ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７３５５×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065116 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，５１２ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７５１２×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065118 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，８２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７８２６×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065120 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径８，１４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×８１４０×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065122 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，５９９ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×６５９９×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065124 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，９１３ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×６９１３×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065126 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，２２７ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×７２２７×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065128 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，３８４ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×７３８４×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065130 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，６９８ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×７６９８×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065132 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，３２６ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×８３２６×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065134 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，６４０ｍｍ 板厚４．０ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×８６４０×４　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919065136 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，５７０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×３５７０×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065138 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，８８４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×３８８４×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065140 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，１９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×４１９８×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065142 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，３５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×４３５５×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065144 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，５１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×４５１２×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065146 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，８２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×４８２６×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065148 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径５，１４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２０００×５１４０×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065150 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，０７０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４０７０×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065152 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，３８４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４３８４×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065154 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，５４１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４５４１×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065156 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，６９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４６９８×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065158 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，８５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×４８５５×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065160 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，０１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５０１２×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065162 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，９５４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×５９５４×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065164 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，１１１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６１１１×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065166 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，２６８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６２６８×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065168 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，４２５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６４２５×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065170 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，５８２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６５８２×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919065172 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，７３９ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６７３９×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065174 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，８９６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ２５００×６８９６×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065176 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，５７０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×４５７０×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065178 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，８８４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×４８８４×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065180 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，０４１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５０４１×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065182 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，１９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５１９８×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065184 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，３５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５３５５×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065186 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，５１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×５５１２×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065188 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，６１１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×６６１１×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065190 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，７６８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×６７６８×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065192 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径７，０８２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３０００×７０８２×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065194 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，０２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６０２６×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065196 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，１８３ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６１８３×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065198 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，６５４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６６５４×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065200 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，８１１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×６８１１×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065202 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径７，１２５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３２００×７１２５×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065204 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，０７０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×５０７０×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065206 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，５４１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×５５４１×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919065208 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，６９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×５６９８×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065210 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，８５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×５８５５×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065212 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，０１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６０１２×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065214 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，１６９ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６１６９×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065216 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，９５４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×６９５４×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065218 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径７，１１１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３５００×７１１１×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065220 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径５，９５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×５９５５×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065222 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，２６９ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６２６９×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065224 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，４２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６４２６×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065226 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，５８３ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６５８３×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065228 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，８９７ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×６８９７×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065230 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，０５４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×７０５４×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065232 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，２１１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ３６００×７２１１×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065234 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，５７０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×５５７０×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065236 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，８８４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×５８８４×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065238 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，１９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６１９８×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065240 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，３５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６３５５×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065242 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，５１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６５１２×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919065244 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，９８３ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×６９８３×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065246 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，４５４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４０００×７４５４×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065248 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，２４１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×６２４１×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065250 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，５５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×６５５５×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065252 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，７１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×６７１２×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065254 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，０２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×７０２６×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065256 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，１８３ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４２００×７１８３×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065258 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，０７０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６０７０×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065260 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，２２７ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６２２７×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065262 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，３８４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６３８４×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065264 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，５４１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６５４１×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065266 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，６９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×６６９８×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065268 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，０１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×７０１２×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065270 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，６４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４５００×７６４０×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065272 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，５２７ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×６５２７×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065274 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，６８４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×６６８４×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065276 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，９９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×６９９８×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065278 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，１５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×７１５５×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919065280 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，４６９ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ４８００×７４６９×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065282 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，５７０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×６５７０×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065284 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，７２７ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×６７２７×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065286 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，８８４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×６８８４×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065288 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，０４１ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７０４１×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065290 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，１９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７１９８×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065292 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，３５５ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７３５５×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065294 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，５１２ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７５１２×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065296 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，８２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×７８２６×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065298 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径８，１４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ５０００×８１４０×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065300 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，５９９ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×６５９９×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065302 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，９１３ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×６９１３×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065304 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，２２７ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×７２２７×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065306 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，３８４ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×７３８４×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065308 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，６９８ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×７６９８×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065310 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，３２６ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×８３２６×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919065312 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，６４０ｍｍ 板厚４．５ｍｍ ライナープレート　小判形 ５５００×８６４０×４．５黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074170 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，５７０ｍｍ 補強リングＨ１００ ライナープレート用補強リング 小判形２０００×３５７０　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919074175 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径３，８８４ｍｍ 補強リングＨ１００ ライナープレート用補強リング 小判形２０００×３８８４　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074180 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，１９８ｍｍ 補強リングＨ１００ ライナープレート用補強リング 小判形２０００×４１９８　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074185 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，３５５ｍｍ 補強リングＨ１００ ライナープレート用補強リング 小判形２０００×４３５５　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074190 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，５１２ｍｍ 補強リングＨ１００ ライナープレート用補強リング 小判形２０００×４５１２　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074195 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径４，８２６ｍｍ 補強リングＨ１００ ライナープレート用補強リング 小判形２０００×４８２６　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074200 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，０００ｍｍ×長径５，１４０ｍｍ 補強リングＨ１００ ライナープレート用補強リング 小判形２０００×５１４０　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074205 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，０７０ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形２５００×４０７０　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074210 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，３８４ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形２５００×４３８４　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074215 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，５４１ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形２５００×４５４１　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074220 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，６９８ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形２５００×４６９８　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074225 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径４，８５５ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形２５００×４８５５　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074230 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，０１２ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形２５００×５０１２　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074235 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径５，９５４ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形２５００×５９５４　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074240 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，１１１ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形２５００×６１１１　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074245 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，２６８ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形２５００×６２６８　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074250 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，４２５ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形２５００×６４２５　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074255 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，５８２ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形２５００×６５８２　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074260 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，７３９ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形２５００×６７３９　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919074265 ライナープレート 小判形 黒皮 短径２，５００ｍｍ×長径６，８９６ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形２５００×６８９６　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074270 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，５７０ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３０００×４５７０　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074275 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径４，８８４ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３０００×４８８４　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074280 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，０４１ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３０００×５０４１　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074285 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，１９８ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３０００×５１９８　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074290 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，３５５ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３０００×５３５５　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074295 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径５，５１２ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３０００×５５１２　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074300 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，６１１ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３０００×６６１１　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074305 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径６，７６８ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３０００×６７６８　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074310 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，０００ｍｍ×長径７，０８２ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３０００×７０８２　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074315 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，０２６ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３２００×６０２６　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074320 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，１８３ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３２００×６１８３　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074325 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，６５４ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３２００×６６５４　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074330 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径６，８１１ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３２００×６８１１　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074335 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，２００ｍｍ×長径７，１２５ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３２００×７１２５　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074340 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，０７０ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３５００×５０７０　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074345 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，５４１ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３５００×５５４１　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074350 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，６９８ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３５００×５６９８　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919074355 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径５，８５５ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３５００×５８５５　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074360 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，０１２ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３５００×６０１２　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074365 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，１６９ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３５００×６１６９　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074370 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径６，９５４ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３５００×６９５４　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074375 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，５００ｍｍ×長径７，１１１ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３５００×７１１１　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074380 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径５，９５５ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３６００×５９５５　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074385 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，２６９ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３６００×６２６９　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074390 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，４２６ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３６００×６４２６　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074395 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，５８３ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３６００×６５８３　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074400 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径６，８９７ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３６００×６８９７　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074405 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，０５４ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３６００×７０５４　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074410 ライナープレート 小判形 黒皮 短径３，６００ｍｍ×長径７，２１１ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形３６００×７２１１　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074415 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，５７０ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４０００×５５７０　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074420 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径５，８８４ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４０００×５８８４　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074425 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，１９８ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４０００×６１９８　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074430 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，３５５ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４０００×６３５５　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074435 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，５１２ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４０００×６５１２　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074440 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径６，９８３ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４０００×６９８３　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919074445 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，０００ｍｍ×長径７，４５４ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４０００×７４５４　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074450 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，２４１ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４２００×６２４１　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074455 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，５５５ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４２００×６５５５　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074460 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径６，７１２ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４２００×６７１２　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074465 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，０２６ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４２００×７０２６　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074470 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，２００ｍｍ×長径７，１８３ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４２００×７１８３　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074475 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，０７０ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４５００×６０７０　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074480 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，２２７ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４５００×６２２７　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074485 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，３８４ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４５００×６３８４　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074490 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，５４１ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４５００×６５４１　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074495 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径６，６９８ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４５００×６６９８　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074500 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，０１２ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４５００×７０１２　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074505 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，５００ｍｍ×長径７，６４０ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４５００×７６４０　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074510 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，５２７ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４８００×６５２７　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074515 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，６８４ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４８００×６６８４　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074520 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径６，９９８ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４８００×６９９８　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074525 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，１５５ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４８００×７１５５　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074530 ライナープレート 小判形 黒皮 短径４，８００ｍｍ×長径７，４６９ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形４８００×７４６９　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919074535 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，５７０ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形５０００×６５７０　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074540 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，７２７ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形５０００×６７２７　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074545 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径６，８８４ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形５０００×６８８４　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074550 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，０４１ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形５０００×７０４１　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074555 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，１９８ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形５０００×７１９８　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074560 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，３５５ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形５０００×７３５５　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074565 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，５１２ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形５０００×７５１２　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074570 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径７，８２６ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形５０００×７８２６　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074575 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，０００ｍｍ×長径８，１４０ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 小判形５０００×８１４０　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074580 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，５９９ｍｍ 補強リングＨ１５０ ライナープレート用補強リング 小判形５５００×６５９９　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074585 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径６，９１３ｍｍ 補強リングＨ１５０ ライナープレート用補強リング 小判形５５００×６９１３　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074590 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，２２７ｍｍ 補強リングＨ１５０ ライナープレート用補強リング 小判形５５００×７２２７　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074595 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，３８４ｍｍ 補強リングＨ１５０ ライナープレート用補強リング 小判形５５００×７３８４　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074600 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径７，６９８ｍｍ 補強リングＨ１５０ ライナープレート用補強リング 小判形５５００×７６９８　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074605 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，３２６ｍｍ 補強リングＨ１５０ ライナープレート用補強リング 小判形５５００×８３２６　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919074610 ライナープレート 小判形 黒皮 短径５，５００ｍｍ×長径８，６４０ｍｍ 補強リングＨ１５０ ライナープレート用補強リング 小判形５５００×８６４０　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919066092 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　開口部形 径４５００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919066094 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚２．７ｍｍ ライナープレート　開口部形 径５０００×Ｔ２．７　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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ライナープレート 1919066210 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　開口部形 径４５００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919066220 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 板厚３．２ｍｍ ライナープレート　開口部形 径５０００×Ｔ３．２　黒皮 ｍ 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919076060 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径４，５００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 開口部形　４５００ｍｍ用　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

ライナープレート 1919076070 ライナープレート 開口部形 黒皮 呼び径５，０００ｍｍ 補強リングＨ１２５ ライナープレート用補強リング 開口部形　５０００ｍｍ用　黒皮 リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090005 コルゲート水槽 呼称径３．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径３ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090010 コルゲート水槽 呼称径４．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径４ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090015 コルゲート水槽 呼称径５．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径５ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090020 コルゲート水槽 呼称径６．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径６ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090025 コルゲート水槽 呼称径７．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径７ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090030 コルゲート水槽 呼称径８．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径８ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090035 コルゲート水槽 呼称径９．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径９ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090040 コルゲート水槽 呼称径１０．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径１０ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090045 コルゲート水槽 呼称径１１．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径１１ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090050 コルゲート水槽 呼称径１２．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径１２ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090055 コルゲート水槽 呼称径１３．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径１３ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090060 コルゲート水槽 呼称径１４．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径１４ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090065 コルゲート水槽 呼称径１５．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径１５ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090070 コルゲート水槽 呼称径１６．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径１６ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲート水槽 1919090075 コルゲート水槽 呼称径１７．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径１７ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090080 コルゲート水槽 呼称径１８．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径１８ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090085 コルゲート水槽 呼称径１９．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径１９ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090090 コルゲート水槽 呼称径２０．０ｍ 水槽高さ２．５ｍ コルゲート水槽 呼称径２０ｍ　水槽高さ２．５ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090095 コルゲート水槽 呼称径３．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径３ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090100 コルゲート水槽 呼称径４．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径４ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090105 コルゲート水槽 呼称径５．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径５ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090110 コルゲート水槽 呼称径６．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径６ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090115 コルゲート水槽 呼称径７．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径７ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090120 コルゲート水槽 呼称径８．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径８ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090125 コルゲート水槽 呼称径９．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径９ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090130 コルゲート水槽 呼称径１０．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径１０ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090135 コルゲート水槽 呼称径１１．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径１１ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090140 コルゲート水槽 呼称径１２．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径１２ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090145 コルゲート水槽 呼称径１３．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径１３ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090150 コルゲート水槽 呼称径１４．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径１４ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090155 コルゲート水槽 呼称径１５．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径１５ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090160 コルゲート水槽 呼称径１６．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径１６ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲート水槽 1919090165 コルゲート水槽 呼称径１７．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径１７ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090170 コルゲート水槽 呼称径１８．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径１８ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090175 コルゲート水槽 呼称径１９．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径１９ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090180 コルゲート水槽 呼称径２０．０ｍ 水槽高さ３．１ｍ コルゲート水槽 呼称径２０ｍ　水槽高さ３．１ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090185 コルゲート水槽 呼称径３．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径３ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090190 コルゲート水槽 呼称径４．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径４ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090195 コルゲート水槽 呼称径５．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径５ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090200 コルゲート水槽 呼称径６．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径６ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090205 コルゲート水槽 呼称径７．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径７ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090210 コルゲート水槽 呼称径８．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径８ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090215 コルゲート水槽 呼称径９．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径９ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090220 コルゲート水槽 呼称径１０．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径１０ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090225 コルゲート水槽 呼称径１１．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径１１ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090230 コルゲート水槽 呼称径１２．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径１２ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090235 コルゲート水槽 呼称径１３．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径１３ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090240 コルゲート水槽 呼称径１４．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径１４ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090245 コルゲート水槽 呼称径１５．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径１５ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090250 コルゲート水槽 呼称径１６．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径１６ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲート水槽 1919090255 コルゲート水槽 呼称径１７．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径１７ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090260 コルゲート水槽 呼称径１８．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径１８ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090265 コルゲート水槽 呼称径１９．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径１９ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090270 コルゲート水槽 呼称径２０．０ｍ 水槽高さ３．７ｍ コルゲート水槽 呼称径２０ｍ　水槽高さ３．７ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090275 コルゲート水槽 呼称径３．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径３ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090280 コルゲート水槽 呼称径４．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径４ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090285 コルゲート水槽 呼称径５．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径５ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090290 コルゲート水槽 呼称径６．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径６ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090295 コルゲート水槽 呼称径７．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径７ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090300 コルゲート水槽 呼称径８．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径８ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090305 コルゲート水槽 呼称径９．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径９ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090310 コルゲート水槽 呼称径１０．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径１０ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090315 コルゲート水槽 呼称径１１．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径１１ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090320 コルゲート水槽 呼称径１２．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径１２ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090325 コルゲート水槽 呼称径１３．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径１３ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090330 コルゲート水槽 呼称径１４．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径１４ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090335 コルゲート水槽 呼称径１５．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径１５ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090340 コルゲート水槽 呼称径１６．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径１６ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲート水槽 1919090345 コルゲート水槽 呼称径１７．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径１７ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090350 コルゲート水槽 呼称径１８．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径１８ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090355 コルゲート水槽 呼称径１９．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径１９ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090360 コルゲート水槽 呼称径２０．０ｍ 水槽高さ４．３ｍ コルゲート水槽 呼称径２０ｍ　水槽高さ４．３ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090365 コルゲート水槽 呼称径３．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径３ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090370 コルゲート水槽 呼称径４．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径４ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090375 コルゲート水槽 呼称径５．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径５ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090380 コルゲート水槽 呼称径６．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径６ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090385 コルゲート水槽 呼称径７．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径７ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090390 コルゲート水槽 呼称径８．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径８ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090395 コルゲート水槽 呼称径９．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径９ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090400 コルゲート水槽 呼称径１０．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径１０ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090405 コルゲート水槽 呼称径１１．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径１１ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090410 コルゲート水槽 呼称径１２．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径１２ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090415 コルゲート水槽 呼称径１３．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径１３ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090420 コルゲート水槽 呼称径１４．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径１４ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090425 コルゲート水槽 呼称径１５．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径１５ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090430 コルゲート水槽 呼称径１６．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径１６ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲート水槽 1919090435 コルゲート水槽 呼称径１７．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径１７ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090440 コルゲート水槽 呼称径１８．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径１８ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090445 コルゲート水槽 呼称径１９．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径１９ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919090450 コルゲート水槽 呼称径２０．０ｍ 水槽高さ４．９ｍ コルゲート水槽 呼称径２０ｍ　水槽高さ４．９ｍ 基 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092005 コルゲート水槽 呼称径３．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径３ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092010 コルゲート水槽 呼称径４．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径４ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092015 コルゲート水槽 呼称径５．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径５ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092020 コルゲート水槽 呼称径６．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径６ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092025 コルゲート水槽 呼称径７．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径７ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092030 コルゲート水槽 呼称径８．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径８ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092035 コルゲート水槽 呼称径９．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径９ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092040 コルゲート水槽 呼称径１０．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径１０ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092045 コルゲート水槽 呼称径１１．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径１１ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092050 コルゲート水槽 呼称径１２．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径１２ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092055 コルゲート水槽 呼称径１３．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径１３ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092060 コルゲート水槽 呼称径１４．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径１４ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092065 コルゲート水槽 呼称径１５．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径１５ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092070 コルゲート水槽 呼称径１６．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径１６ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品
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コルゲート水槽 1919092075 コルゲート水槽 呼称径１７．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径１７ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092080 コルゲート水槽 呼称径１８．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径１８ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092085 コルゲート水槽 呼称径１９．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径１９ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

コルゲート水槽 1919092090 コルゲート水槽 呼称径２０．０ｍ 頂部リング コルゲート水槽 呼称径２０ｍ　頂部リング リング 999 × ○ 1919 コルゲート製品

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033278
暗きょ排水管（波状管） 独立山シングルプレスト管 ＤＳＭ・Ｙ－１１００ 外径１，２９９ｍｍ 内径１，１００ｍｍ
長４ｍ ポリエチレン製（有孔・無孔） 鳥居化成

独立山シングルプレスト管 ＤＳＭ・Ｙ－１１００ ｍ 999 × ○ 1917 暗きょ排水材

暗きょ排水管（波状管）―ブランド品― 1917033280
暗きょ排水管（波状管） 独立山シングルプレスト管 ＤＳＭ・Ｙ－１３５０ 外径１，６２３ｍｍ 内径１，３５０ｍｍ
長４ｍ ポリエチレン製（有孔・無孔） 鳥居化成

独立山シングルプレスト管 ＤＳＭ・Ｙ－１３５０ ｍ 999 × ○ 1917 暗きょ排水材

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018080
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型 内径４０ｍｍ×長２００ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型　径４０×Ｌ２００目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018085
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型 内径４０ｍｍ×長２５０ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型　径４０×Ｌ２５０目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018090
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型 内径４０ｍｍ×長３００ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型　径４０×Ｌ３００目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018095
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型 内径４０ｍｍ×長３５０ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型　径４０×Ｌ３５０目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018100
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型 内径４０ｍｍ×長４００ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型　径４０×Ｌ４００目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018105
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型 内径４０ｍｍ×長４５０ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型　径４０×Ｌ４５０目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018110
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型 内径４０ｍｍ×長５００ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ４０－Ｖウィープホール 通常型　径４０×Ｌ５００目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018190 ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ４０－Ｖウィープホール 集水フィルター 鬼頭忠兵衛商店 ＫＭ４０－Ｖウィープホール 集水フィルター 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018045
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型 内径５０ｍｍ×長２００ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型　径５０×Ｌ２００目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018050
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型 内径５０ｍｍ×長２５０ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型　径５０×Ｌ２５０目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018055
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型 内径５０ｍｍ×長３００ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型　径５０×Ｌ３００目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018060
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型 内径５０ｍｍ×長３５０ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型　径５０×Ｌ３５０目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール
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ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018065
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型 内径５０ｍｍ×長４００ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型　径５０×Ｌ４００目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018070
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型 内径５０ｍｍ×長４５０ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型　径５０×Ｌ４５０目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018075
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型 内径５０ｍｍ×長５００ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ５０－Ｖウィープホール 通常型　径５０×Ｌ５００目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018195 ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ５０－Ｖウィープホール 集水フィルター 鬼頭忠兵衛商店 ＫＭ５０－Ｖウィープホール 集水フィルター 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018200 ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ５０－Ｖウィープホール 集水フィルターネット 鬼頭忠兵衛商店 ＫＭ５０－Ｖウィープホール 集水フィルターネット 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018145
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ７５－Ｖウィープホール 通常型 内径７５ｍｍ×長１５０ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ７５－Ｖウィープホール 通常型　径７５×Ｌ１５０目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018150
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ７５－Ｖウィープホール 通常型 内径７５ｍｍ×長２５０ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ７５－Ｖウィープホール 通常型　径７５×Ｌ２５０目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018155
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ７５－Ｖウィープホール 通常型 内径７５ｍｍ×長３００ｍｍ　底部目皿付き
鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ７５－Ｖウィープホール 通常型　径７５×Ｌ３００目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018205 ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ７５－Ｖウィープホール 集水フィルター 鬼頭忠兵衛商店 ＫＭ７５－Ｖウィープホール 集水フィルター 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018160
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ１００－Ｖウィープホール 通常型 内径１００ｍｍ×長１５０ｍｍ　底部目皿
付き 鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ１００－Ｖウィープホール 通常型径１００×Ｌ１５０目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018165
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ１００－Ｖウィープホール 通常型 内径１００ｍｍ×長２５０ｍｍ　底部目皿
付き 鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ１００－Ｖウィープホール 通常型径１００×Ｌ２５０目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018170
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ１００－Ｖウィープホール 通常型 内径１００ｍｍ×長３００ｍｍ　底部目皿
付き 鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ１００－Ｖウィープホール 通常型径１００×Ｌ３００目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018210 ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ１００－Ｖウィープホール 集水フィルター 鬼頭忠兵衛商店 ＫＭ１００－Ｖウィープホール 集水フィルター 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018175
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール 通常型 内径１２５ｍｍ×長１５０ｍｍ　底部目
皿付き 鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール 通常型径１２５×Ｌ１５０目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018180
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール 通常型 内径１２５ｍｍ×長２５０ｍｍ　底部目
皿付き 鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール 通常型径１２５×Ｌ２５０目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド
品―

1607018185
ウィープホール（地下水圧防止具） ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール 通常型 内径１２５ｍｍ×長３００ｍｍ　底部目
皿付き 鬼頭忠兵衛商店

ＫＭ１２５－ＶＰウィープホール 通常型径１２５×Ｌ３００目皿付 個 999 × ○ 1607 ウィープホール

止水板（塩ビ止水板） 0315011520 塩ビ止水板 ＣＦ（センターバルブ形フラット） 幅２００ｍｍ×厚６ｍｍ 塩ビ止水板　ＣＦ Ｗ２００×Ｔ６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023020 止水板　ゴム止水板 アンカット型 幅２００×厚６ｍｍ　（一般・伸縮継目用） ゴム止水板　アンカット ２００×６ｍｍ　一般　伸縮継目 ｍ 999 × ○ 0315 止水板
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止水板 0315023025 止水板　ゴム止水板 アンカット型 幅２５０×厚７ｍｍ　（一般・伸縮継目用） ゴム止水板　アンカット ２５０×７ｍｍ　一般　伸縮継目 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023030 止水板　ゴム止水板 アンカット型 幅３００×厚８ｍｍ　（一般・伸縮継目用） ゴム止水板　アンカット ３００×８ｍｍ　一般　伸縮継目 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023035 止水板　ゴム止水板 アンカット型 幅３００×厚１０ｍｍ（一般・伸縮継目用） ゴム止水板　アンカット ３００×１０ｍｍ一般　伸縮継目 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023040 止水板　ゴム止水板 センターバルブ型 幅１５０×厚６ｍｍ　（水膨張・伸縮継目用） ゴム止水板　センターバルブ １５０×６ｍｍ水膨張　伸縮継目 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023045 止水板　ゴム止水板 センターバルブ型 幅２００×厚６ｍｍ　（水膨張・伸縮継目用） ゴム止水板　センターバルブ ２００×６ｍｍ水膨張　伸縮継目 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023050 止水板　ゴム止水板 センターバルブ型 幅２３０×厚１０ｍｍ（水膨張・伸縮継目用） ゴム止水板　センターバルブ ２３０×１０ｍｍ水膨張伸縮継目 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023055 止水板　ゴム止水板 センターバルブ型 幅３００×厚１２．５ｍｍ　径３０（水膨張・伸縮継目用） ゴム止水板　センターバルブ ３００×１２．５　径３０水膨張 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023060 止水板　ゴム止水板 センターバルブ型 幅２８０×厚１６ｍｍ（水膨張・可とう性・耐震用） ゴム止水板　センターバルブ ２８０×１６水膨張可とう性耐震 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023065 止水板　ゴム止水板 センターバルブ型 幅３００×厚１６ｍｍ（水膨張・可とう性・耐震用） ゴム止水板　センターバルブ ３００×１６水膨張可とう性耐震 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023070 止水板　ゴム止水板 センターバルブ型 幅１５０×厚６ｍｍ　（一般・伸縮継目用） ゴム止水板　センターバルブ １５０×６ｍｍ　一般　伸縮継目 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023075 止水板　ゴム止水板 センターバルブ型 幅２００×厚６ｍｍ　（一般・伸縮継目用） ゴム止水板　センターバルブ ２００×６ｍｍ　一般　伸縮継目 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023080 止水板　ゴム止水板 センターバルブ型 幅２００×厚９ｍｍ　（一般・伸縮継目用） ゴム止水板　センターバルブ ２００×９ｍｍ　一般　伸縮継目 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023085 止水板　ゴム止水板 センターバルブ型 幅２３０×厚１０ｍｍ（一般・伸縮継目用） ゴム止水板　センターバルブ ２３０×１０ｍｍ一般　伸縮継目 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023090 止水板　ゴム止水板 センターバルブ型 幅３００×厚８ｍｍ　（一般・伸縮継目用） ゴム止水板　センターバルブ ３００×８ｍｍ　一般　伸縮継目 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023095 止水板　ゴム止水板 センターバルブ型 幅３００×厚１２．５ｍｍ　径５０　（一般・伸縮継目用） ゴム止水板　センターバルブ ３００×１２．５ｍｍ径５０一般 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023100 止水板　ゴム止水板 センターバルブ型 幅３００×厚１２．５ｍｍ　径３０　（一般・伸縮継目用） ゴム止水板　センターバルブ ３００×１２．５ｍｍ径３０一般 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023105 止水板　ゴム止水板 センターバルブ型 幅２８０×厚１６ｍｍ（一般・可とう性・耐震用） ゴム止水板　センターバルブ ２８０×１６　一般可とう性耐震 ｍ 999 × ○ 0315 止水板

止水板 0315023110 止水板　ゴム止水板 センターバルブ型 幅３００×厚１６ｍｍ（一般・可とう性・耐震用） ゴム止水板　センターバルブ ３００×１６　一般可とう性耐震 ｍ 999 × ○ 0315 止水板
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止水板 0315029020 止水板　ゴム止水板 可とう性・耐震用のＬ型コーナー役物加工費 １箇所当たりの加算額 ゴム止水板Ｌ型コーナ役物加算額 可とう性・耐震用 箇所 999 × ○ 0315 止水板

産業用火薬類 1901320320 産業用火薬類 爆薬 含水爆薬（坑内用） ２００ｇ ２５ｍｍ×２００ｇ　３０ｍｍ×２００ｇ ２０ｋｇ入 含水爆薬（坑内用） ２５・３０ｍｍ×２００ｇ ｋｇ 999 × ○ 1901 火薬類

産業用火薬類 1901320420 産業用火薬類 爆薬 ＡＮ－ＦＯ ピース物　５０ｍｍ×７５０ｇ ２２．５ｋｇ入 ＡＮ－ＦＯ ピース物　５０ｍｍ×７５０ｇ ｋｇ 999 × ○ 1901 火薬類

産業用火薬類 1901321020 産業用火薬類 火工品 瞬発電気雷管 脚線４．５ｍ付き ５００個入 瞬発電気雷管 脚線４．５ｍ付き　５００個入 個 999 × ○ 1901 火薬類

産業用火薬類 1901321070 産業用火薬類 火工品 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 脚線４．５ｍ付き　２～５段 ５００個入 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 脚線４．５ｍ付き　２～５段 個 999 × ○ 1901 火薬類

産業用火薬類 1901321120 産業用火薬類 火工品 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 脚線４．５ｍ付き　６～１０段 ５００個入 ＤＳ／ＭＳ段発電気雷管 脚線４．５ｍ付き　６～１０段 個 999 × ○ 1901 火薬類

のり面緑化材 1429110010 ネット抑え金具・検測ピン 補助アンカーピン 径９ｍｍ　Ｌ＝２００ｍｍ 補助アンカーピン 径９　Ｌ＝２００ｍｍ 本 999 × ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材 1429110020 ネット抑え金具・検測ピン アンカーピン 径１６ｍｍ　Ｌ＝４００ｍｍ アンカーピン 径１６　Ｌ＝４００ｍｍ 本 999 × ○ 1429 のり面緑化材

のり面緑化材 1429110022 ネット抑え金具・検測ピン 止め釘 径５ｍｍ　Ｌ＝１５０ｍｍ 止め釘 径５ｍｍ　Ｌ＝１５０ｍｍ 本 999 × ○ 1429 のり面緑化材

種子 1425075020 種子 ノシバ 発芽促進処理済 種子　ノシバ 発芽促進処理済 ｋｇ 999 × ○ 1425 芝・種子

種子 1425075030 種子 ススキ（カヤ） 種子　ススキ（カヤ） ｋｇ 999 × ○ 1425 芝・種子

種子 1425075070 種子 ペレニアルライグラス フレンド 種子　ペレニアルライグラス フレンド ｋｇ 999 × ○ 1425 芝・種子

種子 1425075100 種子 トールフェスク サザンクロス 種子　トールフェスク サザンクロス ｋｇ 999 × ○ 1425 芝・種子

種子 1425075110 種子 チモシー ノサップ 種子　チモシー ノサップ ｋｇ 999 × ○ 1425 芝・種子

種子 1425075120 種子 チモシー クンプウ 種子　チモシー クンプウ ｋｇ 999 × ○ 1425 芝・種子

種子 1425075140 種子 チモシー クライマックス 種子　チモシー クライマックス ｋｇ 999 × ○ 1425 芝・種子

種子 1425075150 種子 センチピートグラス 種子　センチピートグラス ｋｇ 999 × ○ 1425 芝・種子

種子 1425075170 種子 シロクローバ ニュージーランドフィア 種子　シロクローバ ニュージーランドフィア ｋｇ 999 × ○ 1425 芝・種子
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種子 1425075190 種子 ケンタッキーブルーグラス トロイ 種子　ケンタッキーブルーグラス トロイ ｋｇ 999 × ○ 1425 芝・種子

種子 1425075300 種子 イタリアンライグラス マンモスＢ 種子　イタリアンライグラス マンモスＢ ｋｇ 999 × ○ 1425 芝・種子

種子 1425075350 種子 アカクローバ メジウム，ＫＳＲＣ１ 種子　アカクローバ メジウム・ＫＳＲＣ１ ｋｇ 999 × ○ 1425 芝・種子

樹木保護材―ブランド品― 1401080990 樹木保護材 サプリガード ＳＬ－２０Ｓ　長５０ｍ　４巻入り 大一工業 樹木保護材　サプリガード ＳＬ－２０Ｓ　Ｌ５０ｍ　４巻入 組 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木保護材―ブランド品― 1401080992 樹木保護材 サプリガード ＳＬ－２０Ｌ　長５０ｍ　２巻入り 大一工業 樹木保護材　サプリガード ＳＬ－２０Ｌ　Ｌ５０ｍ　２巻入 組 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木保護材―ブランド品― 1401080994 樹木保護材 サプリガード ＳＬ－２０ＬＬ　長５０ｍ　１巻入り 大一工業 樹木保護材　サプリガード ＳＬ－２０ＬＬ　Ｌ５０ｍ　１巻 組 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103190 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長１．２ｍ 末口径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ１．２ｍ　末口６ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103200 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長１．２ｍ 末口径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ１．２ｍ　末口７．５ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103210 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長０．９ｍ 末口径９．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ０．９ｍ　末口９ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103220 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長１．２ｍ 末口径９．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ１．２ｍ　末口９ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103230 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長１．５ｍ 末口径９．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ１．５ｍ　末口９ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103240 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長１．８ｍ 末口径９．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ１．８ｍ　末口９ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103250 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長２．１ｍ 末口径９．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ Ｌ２．１ｍ　末口９ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103260 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 梢丸太 長４．０ｍ 元口径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ 梢丸太　Ｌ４ｍ　元口６ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103270 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＣＵＡＺ－２又はＡＣＱ加圧注入） 長丸太 長７．２ｍ 中央径９．０ｃｍ 杉支柱丸太ＣＵＡＺ－２・ＡＣＱ 長丸太Ｌ７．２ｍ　中央径９ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103295 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長１．２ｍ 末口径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ１．２ｍ　末口６ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401103355 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長１．２ｍ 末口径７．５ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ１．２ｍ　末口７．５ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401104000 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長０．９ｍ 末口径９．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ０．９ｍ　末口９ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料
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樹木支柱丸太 1401104010 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長１．２ｍ 末口径９．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ１．２ｍ　末口９ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401104020 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長１．５ｍ 末口径９．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ１．５ｍ　末口９ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401104030 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長１．８ｍ 末口径９．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ１．８ｍ　末口９ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401104040 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長２．１ｍ 末口径９．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 Ｌ２．１ｍ　末口９ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401104050 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 梢丸太 長４．０ｍ 元口径６．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 梢丸太　Ｌ４ｍ　元口６ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

樹木支柱丸太 1401104060 樹木支柱丸太 杉支柱丸太（ＡＣＱ加圧式保存処理） 長丸太 長７．２ｍ 中央径９．０ｃｍ 杉支柱丸太ＡＣＱ加圧式保存処理 長丸太Ｌ７．２ｍ中央径９ｃｍ 本 999 × ○ 1401 植栽材料

散水機材類―ブランド品― 1431082030 バルブ類 エアダスバルブ φ５０ 積水化学工業 エアダスバルブ 径５０ 個 999 × ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431082032 バルブ類 エアダスバルブ φ７５ 積水化学工業 エアダスバルブ 径７５ 個 999 × ○ 1431 造園機器

散水機材類―ブランド品― 1431082034 バルブ類 エアダスバルブ φ１００ 積水化学工業 エアダスバルブ 径１００ 個 999 × ○ 1431 造園機器

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013002 建築用化粧ブロック ベスロック 基本１／２ 厚１２０（１３０）×高９０×長２４０ｍｍ （）内は全幅 エスビック ベスロック 基本１／２ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013004 建築用化粧ブロック ベスロック コーナー 厚１２０（１３０）×高９０×長４９０ｍｍ （）内は全幅 エスビック ベスロック コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013006 建築用化粧ブロック ベスロック 天端 厚１２０（１３０）×高９０×長４９０ｍｍ （）内は全幅 エスビック ベスロック 天端 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013010
建築用化粧ブロック 本みかげ５００ 基本横筋１／２ 厚１０８（１２０）×高１９０×長２４０ｍｍ （）内は全幅 エ
スビック

本みかげ５００ 基本横筋１／２ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013012
建築用化粧ブロック 本みかげ５００ コーナー 厚１０８（１２０）×高１９０×長４９０ｍｍ （）内は全幅 エスビッ
ク

本みかげ５００ コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013014
建築用化粧ブロック 本みかげ５００ コーナー１／２ 厚１０８（１２０）×高１９０×長２４０ｍｍ （）内は全幅 エ
スビック

本みかげ５００ コーナー１／２ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013016 建築用化粧ブロック 本みかげ５００ 笠木 厚１６０×高８０×長４９０ｍｍ エスビック 本みかげ５００ 笠木 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013018 建築用化粧ブロック 本みかげ５００ コーナー笠木 厚１６０×高８０×長５１０ｍｍ エスビック 本みかげ５００ コーナー笠木 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013024 建築用化粧ブロック 本みかげ５００ ３５門柱 厚３４４×高１９０×長３４４ｍｍ エスビック 本みかげ５００ ３５門柱 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013026 建築用化粧ブロック 本みかげ５００ ３５門笠 厚４１４×高１１５×長４１４ｍｍ エスビック 本みかげ５００ ３５門笠 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013034
建築用化粧ブロック エスビー・ステアリブ コーナー 厚１００（１２４）×高１９０×長４００ｍｍ （）内は全幅 エ
スビック

エスビー・ステアリブ コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013042
建築用化粧ブロック エスビー・ステアリブ 笠木 厚１２０（１４４）×高８０×長３９０ｍｍ （）内は全幅 エスビッ
ク

エスビー・ステアリブ 笠木 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013044
建築用化粧ブロック エスビー・ステアリブ コーナー笠木 厚１２０（１４４）×高８０×長４０６ｍｍ （）内は全幅
エスビック

エスビー・ステアリブ コーナー笠木 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013082
建築用化粧ブロック ピッチフェイス１００ 両面タイプ　基本横筋兼用 厚１２０（１５０）×高９０×長３９８ｍｍ
（）内は全幅 エスビック

ピッチフェイス１００ 両面タイプ　基本横筋兼用 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013084
建築用化粧ブロック ピッチフェイス１００ 両面タイプ　コーナー 厚１２０（１５０）×高９０×長４１４ｍｍ （）
内は全幅 エスビック

ピッチフェイス１００ 両面タイプ　コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013086
建築用化粧ブロック ピッチフェイス１００ 両面タイプ　コーナー１／２ 厚１２０（１５０）×高９０×長２１４ｍｍ
（）内は全幅 エスビック

ピッチフェイス１００ 両面タイプ　コーナー１／２ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013088
建築用化粧ブロック ピッチフェイス１００ 両面タイプ　笠木 厚１２０（１５０）×高９０×長３９０ｍｍ （）内は
全幅 エスビック

ピッチフェイス１００ 両面タイプ　笠木 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013090
建築用化粧ブロック ピッチフェイス１００ 両面タイプ　コーナー笠木 厚１２０（１５０）×高９０×長４１０ｍｍ
（）内は全幅 エスビック

ピッチフェイス１００ 両面タイプ　コーナー笠木 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013092 建築用化粧ブロック 大谷９００ 基本１／２ 厚１２４（１５０）×高２９０×長４４０ｍｍ （）内は全幅 エスビック 大谷９００ 基本１／２ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013094 建築用化粧ブロック 大谷９００ 横筋 厚１２４（１５０）×高２９０×長８９０ｍｍ （）内は全幅 エスビック 大谷９００ 横筋 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013096 建築用化粧ブロック 大谷９００ 横筋１／２ 厚１２４（１５０）×高２９０×長４４０ｍｍ （）内は全幅 エスビック 大谷９００ 横筋１／２ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013098 建築用化粧ブロック 大谷９００ コーナー 厚１２４（１５０）×高２９０×長８９０ｍｍ （）内は全幅 エスビック 大谷９００ コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013100
建築用化粧ブロック 大谷９００ コーナー１／２ 厚１２４（１５０）×高２９０×長４４０ｍｍ （）内は全幅 エス
ビック

大谷９００ コーナー１／２ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013102 建築用化粧ブロック 大谷９００ 笠木 厚２１０×高１４０×長８９０ｍｍ エスビック 大谷９００ 笠木 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013104 建築用化粧ブロック 大谷９００ 笠木１／２ 厚２１０×高１４０×長４４０ｍｍ エスビック 大谷９００ 笠木１／２ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013106 建築用化粧ブロック 大谷９００ コーナー笠木 厚２１０×高１４０×長９２０ｍｍ エスビック 大谷９００ コーナー笠木 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013108 建築用化粧ブロック 大谷９００ コーナー笠木１／２ 厚２１０×高１４０×長４７０ｍｍ エスビック 大谷９００ コーナー笠木１／２ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013116 建築用化粧ブロック 大谷９００ ９０洋門柱 厚２１０×高１４０×長８９０ｍｍ エスビック 大谷９００ ９０洋門柱 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013118 建築用化粧ブロック 大谷９００ ９０洋門笠 厚２１０×高１４０×長８９０ｍｍ エスビック 大谷９００ ９０洋門笠 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013120 建築用化粧ブロック 大谷９００ ４５和門柱 厚４００×高２９０×長４５０ｍｍ エスビック 大谷９００ ４５和門柱 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013122 建築用化粧ブロック 大谷９００ ４５和門笠 厚４６０×高１４０×長５１０ｍｍ エスビック 大谷９００ ４５和門笠 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013152
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０　基本１／２　グレー 厚１５０（１７０）×高１９０×長１９８ｍｍ
（）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１５０ 基本１／２　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013154
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０　基本１／２　ナチュラルブラウン 厚１５０（１７０）×高１９０×長
１９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１５０ 基本１／２　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013156
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０　コーナー　グレー 厚１５０（１７０）×高１９０×長３９８（４１
８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１５０ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013158
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０　コーナー　ナチュラルブラウン 厚１５０（１７０）×高１９０×長３
９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１５０ コーナー　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013160
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０　コーナー１／２　グレー 厚１５０（１７０）×高１９０×長１９８
（２１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１５０ コーナー１／２　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013162
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０　コーナー１／２　ナチュラルブラウン 厚１５０（１７０）×高１９０
×長１９８（２１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１５０ コーナー１／２　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013164
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０　ハンチ用　グレー 厚１５０（１７０）×高１９０×長３９８ｍｍ
（）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１５０ ハンチ用　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013166
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０　ハンチ用　ナチュラルブラウン 厚１５０（１７０）×高１９０×長３
９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１５０ ハンチ用　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013168
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０　水抜き用　グレー 厚１５０（１７０）×高１９０×長３９８ｍｍ
（）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１５０ 水抜き用　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013170
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０　水抜き用　ナチュラルブラウン 厚１５０（１７０）×高１９０×長３
９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１５０ 水抜き用　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013172
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０　コーナー隅角部用　グレー 厚１５０（１７０）×高１９０×長３９８
（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１５０ コーナー隅角部用　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013174
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１５０　コーナー隅角部用　ナチュラルブラウン 厚１５０（１７０）×高１９
０×長３９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１５０ コーナー隅角部用　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013176
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０　基本１／２　グレー 厚１８０（２００）×高１９０×長１９８ｍｍ
（）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１８０ 基本１／２　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013178
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０　基本１／２　ナチュラルブラウン 厚１８０（２００）×高１９０×長
１９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１８０ 基本１／２　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013180
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０　コーナー　グレー 厚１８０（２００）×高１９０×長３９８（４１
８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１８０ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013182
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０　コーナー　ナチュラルブラウン 厚１８０（２００）×高１９０×長３
９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１８０ コーナー　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013184
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０　コーナー１／２　グレー 厚１８０（２００）×高１９０×長１９８
（２１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１８０ コーナー１／２　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013186
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０　コーナー１／２　ナチュラルブラウン 厚１８０（２００）×高１９０
×長１９８（２１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１８０ コーナー１／２　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013188
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０　ハンチ用　グレー 厚１８０（２００）×高１９０×長３９８ｍｍ
（）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１８０ ハンチ用　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013190
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０　ハンチ用　ナチュラルブラウン 厚１８０（２００）×高１９０×長３
９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１８０ ハンチ用　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013192
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０　水抜き用　グレー 厚１８０（２００）×高１９０×長３９８ｍｍ
（）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１８０ 水抜き用　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013194
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０　水抜き用　ナチュラルブラウン 厚１８０（２００）×高１９０×長３
９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１８０ 水抜き用　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013196
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０　コーナー隅角部用　グレー 厚１８０（２００）×高１９０×長３９８
（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１８０ コーナー隅角部用　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013198
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ１８０　コーナー隅角部用　ナチュラルブラウン 厚１８０（２００）×高１９
０×長３９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ１８０ コーナー隅角部用　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013200
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００　基本１／２　グレー 厚２００（２２０）×高１９０×長１９８ｍｍ
（）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ２００ 基本１／２　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013202
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００　基本１／２　ナチュラルブラウン 厚２００（２２０）×高１９０×長
１９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ２００ 基本１／２　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013204
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００　コーナー　グレー 厚２００（２２０）×高１９０×長３９８（４１
８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ２００ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013206
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００　コーナー　ナチュラルブラウン 厚２００（２２０）×高１９０×長３
９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ２００ コーナー　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013208
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００　コーナー１／２　グレー 厚２００（２２０）×高１９０×長１９８
（２１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ２００ コーナー１／２　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013210
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００　コーナー１／２　ナチュラルブラウン 厚２００（２２０）×高１９０
×長１９８（２１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ２００ コーナー１／２　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013212
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００　ハンチ用　グレー 厚２００（２２０）×高１９０×長３９８ｍｍ
（）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ２００ ハンチ用　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013214
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００　ハンチ用　ナチュラルブラウン 厚２００（２２０）×高１９０×長３
９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ２００ ハンチ用　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013216
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００　水抜き用　グレー 厚２００（２２０）×高１９０×長３９８ｍｍ
（）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ２００ 水抜き用　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013218
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００　水抜き用　ナチュラルブラウン 厚２００（２２０）×高１９０×長３
９８ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ２００ 水抜き用　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013220
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００　コーナー隅角部用　グレー 厚２００（２２０）×高１９０×長３９８
（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ２００ コーナー隅角部用　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003013222
建築用化粧ブロック ＲＥＣＯＭ ２ＳＰ２００　コーナー隅角部用　ナチュラルブラウン 厚２００（２２０）×高１９
０×長３９８（４１８）ｍｍ （）内は化粧部込みの寸法 エスビック

ＲＥＣＯＭ　２ＳＰ２００ コーナー隅角部用　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003014504 建築用化粧ブロック ホロウブロック 並型 厚１００×高１９０×長１９０ｍｍ 万代商会 ホロウブロック Ｔ１００×Ｈ１９０×Ｌ１９０ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003014506 建築用化粧ブロック ホロウブロック 並型 厚１００×高１９０×長３９０ｍｍ 万代商会 ホロウブロック Ｔ１００×Ｈ１９０×Ｌ３９０ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003014502 建築用化粧ブロック ホロウブロック 並型 厚１５０×高１４０×長１４０ｍｍ 万代商会 ホロウブロック Ｔ１５０×Ｈ１４０×Ｌ１４０ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003014510 建築用化粧ブロック ホロウブロック 並型 厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ 万代商会 ホロウブロック Ｔ１５０×Ｈ１９０×Ｌ３９０ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003014512 建築用化粧ブロック ホロウブロック 並型 厚１５０×高２００×長２００ｍｍ 万代商会 ホロウブロック Ｔ１５０×Ｈ２００×Ｌ２００ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003014514 建築用化粧ブロック ホロウブロック 硝子入用段付型 厚１５０×高１９０×長１９０ｍｍ 万代商会 ホロウブロック 硝子入用段付型 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003014516 建築用化粧ブロック ホロウブロック アラベスク型 厚１００×高３８５×長３８５ｍｍ 万代商会 ホロウブロック アラベスク型 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015008 建築用化粧ブロック ポートリブ・スクエア 基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 久保田セメント工業 ポートリブ・スクエア 基本横筋兼用 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015010 建築用化粧ブロック ポートリブ・スクエア コーナー 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 久保田セメント工業 ポートリブ・スクエア コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015014 建築用化粧ブロック ポートリブ・スクエア 笠木基本 厚１５０×高９０×長３９０ｍｍ 久保田セメント工業 ポートリブ・スクエア 笠木基本 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015016 建築用化粧ブロック ポートリブ・スクエア 笠木コーナー 厚１５０×高９０×長４００ｍｍ 久保田セメント工業 ポートリブ・スクエア 笠木コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015022
建築用化粧ブロック ポートリブ１ライン １２－１ＬＷ　両面　基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 久
保田セメント工業

ポートリブ１ライン１２－１ＬＷ 両面　基本横筋兼用 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015024
建築用化粧ブロック ポートリブ１ライン １２－１ＬＷ　両面　コーナー 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 久保田
セメント工業

ポートリブ１ライン１２－１ＬＷ 両面　コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015026 建築用化粧ブロック ポートリブ１ライン 笠木　両面　基本 厚１５０×高９０×長３９０ｍｍ 久保田セメント工業 ポートリブ１ライン 笠木　両面　基本 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015028
建築用化粧ブロック ポートリブ１ライン 笠木　両面　コーナー 厚１５０×高９０×長４００ｍｍ 久保田セメント工
業

ポートリブ１ライン 笠木　両面　コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015034
建築用化粧ブロック ポートリブ５ライン １２－５ＬＷ　両面　基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 久
保田セメント工業

ポートリブ５ライン１２－５ＬＷ 両面　基本横筋兼用 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015036
建築用化粧ブロック ポートリブ５ライン １２－５ＬＷ　両面　コーナー 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 久保田
セメント工業

ポートリブ５ライン１２－５ＬＷ 両面　コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015046 建築用化粧ブロック ポートリブ５ライン 笠木　両面　基本 厚１５０×高９０×長３９０ｍｍ 久保田セメント工業 ポートリブ５ライン 笠木　両面　基本 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015048
建築用化粧ブロック ポートリブ５ライン 笠木　両面　コーナー 厚１５０×高９０×長４００ｍｍ 久保田セメント工
業

ポートリブ５ライン 笠木　両面　コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015054
建築用化粧ブロック ポートリブミカゲ １５－７ＬＷ　両面　基本横筋兼用 厚１５０×高１９０×長３９８ｍｍ 久保
田セメント工業

ポートリブ７ライン１５－７ＬＷ 両面　基本横筋兼用 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015056
建築用化粧ブロック ポートリブミカゲ １５－７ＬＷ　両面　コーナー 厚１５０×高１９０×長３９８ｍｍ 久保田セ
メント工業

ポートリブ７ライン１５－７ＬＷ 両面　コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015058 建築用化粧ブロック ポートリブミカゲ 笠木　両面　基本 厚１５０×高９０×長３９０ｍｍ 久保田セメント工業 ポートリブ７ライン 笠木　両面　基本 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015060 建築用化粧ブロック ポートリブミカゲ 笠木　両面　コーナー 厚１５０×高９０×長４００ｍｍ 久保田セメント工業 ポートリブ７ライン 笠木　両面　コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015062 建築用化粧ブロック バリュー５ 基本横筋兼用 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 久保田セメント工業 バリューファイブ 基本横筋兼用 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015064 建築用化粧ブロック バリュー５ コーナー 厚１２０×高１９０×長３９８ｍｍ 久保田セメント工業 バリューファイブ コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015066 建築用化粧ブロック ＣＢセレクト 基本横筋兼用 厚１０６×高１９０×長３９８ｍｍ 久保田セメント工業 ＣＢセレクト 基本横筋兼用 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015068 建築用化粧ブロック ＣＢセレクト コーナー 厚１０６×高１９０×長４０１ｍｍ 久保田セメント工業 ＣＢセレクト コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015086 建築用化粧ブロック ノルディーブリック ブリック５面加工 厚１００×高６０×長２００ｍｍ 久保田セメント工業 ノルディーブリック ブリック５面加工 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015090 建築用化粧ブロック ドゥーズィーエムトロンメル 基本 厚１００×高６０×長２００ｍｍ 久保田セメント工業 ドゥーズィーエムトロンメル 基本 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015094
建築用化粧ブロック ＡＢ石垣６度 基本型　グレー・ブラウン 厚２５０×高１９０×長４００ｍｍ 久保田セメント工
業

ＡＢ石垣６度 基本型　グレー・ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015096
建築用化粧ブロック ＡＢ石垣６度 ジュニア　グレー・ブラウン 厚２５０×高１９０×長２００ｍｍ 久保田セメント
工業

ＡＢ石垣６度 ジュニア　グレー・ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015098
建築用化粧ブロック ＡＢ石垣６度 コーナー　左・右　グレー・ブラウン 厚２５０×高１９０×長４００ｍｍ 久保田
セメント工業

ＡＢ石垣６度 コーナー　グレー・ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015100
建築用化粧ブロック ＡＢ石垣６度 キャップ　グレー・ブラウン 厚２５０×高９０×長４００ｍｍ 久保田セメント工
業

ＡＢ石垣６度 キャップ　グレー・ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015106
建築用化粧ブロック ＡＢ石垣３度 基本型　グレー・ブラウン 厚２５０×高１９０×長４００ｍｍ 久保田セメント工
業

ＡＢ石垣３度 基本型　グレー・ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015108
建築用化粧ブロック ＡＢ石垣３度 ジュニア　グレー・ブラウン 厚２５０×高１９０×長２００ｍｍ 久保田セメント
工業

ＡＢ石垣３度 ジュニア　グレー・ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015110
建築用化粧ブロック ＡＢ石垣３度 コーナー　左・右　グレー・ブラウン 厚２５０×高１９０×長４００ｍｍ 久保田
セメント工業

ＡＢ石垣３度 コーナー　グレー・ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003015112
建築用化粧ブロック ＡＢ石垣３度 キャップ　グレー・ブラウン 厚２５０×高９０×長４００ｍｍ 久保田セメント工
業

ＡＢ石垣３度 キャップ　グレー・ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003012002 建築用化粧ブロック シャモティ １２　基本形横筋 厚１２０×高１９０×長４００ｍｍ ユニソン シャモティ　１２ 基本形横筋 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003012004 建築用化粧ブロック シャモティ １２　コーナー 厚１２０×高１９０×長４００ｍｍ ユニソン シャモティ　１２ コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003012008 建築用化粧ブロック シャモティ １２－１Ｌ　基本形横筋 厚１２０×高１９０×長４００ｍｍ ユニソン シャモティ　１２－１Ｌ 基本形横筋 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003012012 建築用化粧ブロック シャモティ １２－１Ｌ　コーナー 厚１２０×高１９０×長４００ｍｍ ユニソン シャモティ　１２－１Ｌ コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003012014 建築用化粧ブロック シャモティ １２－１ＬＷ　基本形横筋 厚１２０×高１９０×長４００ｍｍ ユニソン シャモティ　１２－１ＬＷ 基本形横筋 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003012016 建築用化粧ブロック シャモティ １２－１ＬＷ　コーナー 厚１２０×高１９０×長４００ｍｍ ユニソン シャモティ　１２－１ＬＷ コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003012026 建築用化粧ブロック リブスプリット １２－１Ｌ　基本形横筋 厚１２０×高１９０×長４００ｍｍ ユニソン リブスプリット　１２－１Ｌ 基本形横筋 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003012028 建築用化粧ブロック リブスプリット １２－１Ｌ　コーナー 厚１２０×高１９０×長４００ｍｍ ユニソン リブスプリット　１２－１Ｌ コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003012032 建築用化粧ブロック リブスプリット １２－１ＬＷ　基本形横筋 厚１２０×高１９０×長４００ｍｍ ユニソン リブスプリット　１２－１ＬＷ 基本形横筋 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003012034 建築用化粧ブロック リブスプリット １２－１ＬＷ　コーナー 厚１２０×高１９０×長４００ｍｍ ユニソン リブスプリット　１２－１ＬＷ コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016010
建築用化粧ブロック エディ・イレブン ＣＢ４００－１１Ｅ２　両面　基本形横筋　グレー 厚１１０（１４０）×高１
９０×長３９８ｍｍ （）内は全幅 トーホー

エディ・イレブンＣＢ４００ １１Ｅ２両面　基本形横筋　灰 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016014
建築用化粧ブロック エディ・イレブン ＣＢ４００－１１Ｅ２　両面　コーナー　グレー 厚１１０（１４０）×高１９
０×長３９９ｍｍ （）内は全幅 トーホー

エディ・イレブンＣＢ４００ １１Ｅ２両面　コーナー　灰 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016016
建築用化粧ブロック エディ・イレブン ＣＢ４００－１１Ｅ２　両面　コーナー　サンドイエロー・ライトベージュ 厚
１１０（１４０）×高１９０×長３９９ｍｍ （）内は全幅 トーホー

エディ・イレブンＣＢ４００ １１Ｅ２両面　コーナー　黄他 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016018
建築用化粧ブロック エディ・イレブン ＣＢ４００－１１Ｅ２　両面　基本笠木　グレー 厚１５０×高８０×長３９０
ｍｍ トーホー

エディ・イレブンＣＢ４００ １１Ｅ２両面　基本笠木　灰 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016020
建築用化粧ブロック エディ・イレブン ＣＢ４００－１１Ｅ２　両面　基本笠木　サンドイエロー・ライトベージュ 厚
１５０×高８０×長３９０ｍｍ トーホー

エディ・イレブンＣＢ４００ １１Ｅ２両面　基本笠木　黄他 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016022
建築用化粧ブロック エディ・イレブン ＣＢ４００－１１Ｅ２　両面　コーナー笠木　グレー 厚１５０×高８０×長４
００ｍｍ トーホー

エディ・イレブンＣＢ４００ １１Ｅ２両面　コーナー笠木　灰 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016024
建築用化粧ブロック エディ・イレブン ＣＢ４００－１１Ｅ２　両面　コーナー笠木　サンドイエロー・ライトベー
ジュ 厚１５０×高８０×長４００ｍｍ トーホー

エディ・イレブンＣＢ４００ １１Ｅ２両面　コーナー笠木黄他 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016034
建築用化粧ブロック ドリーム・イレブン ＣＢ４００－１１ＤＦ２　両面　基本形横筋　グレー 厚１１０（１４０）×
高１９０×長３９８ｍｍ （）内は全幅 トーホー

ドリーム・イレブンＣＢ４００ １１ＤＦ２両面　基本形横筋　灰 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016038
建築用化粧ブロック ドリーム・イレブン ＣＢ４００－１１ＤＦ２　両面　コーナー　グレー 厚１１０（１４０）×高
１９０×長３９９ｍｍ （）内は全幅 トーホー

ドリーム・イレブンＣＢ４００ １１ＤＦ２　両面　コーナー　灰 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016040
建築用化粧ブロック ドリーム・イレブン ＣＢ４００－１１ＤＦ２　両面　コーナー　サンドイエロー・ライトベー
ジュ 厚１１０（１４０）×高１９０×長３９９ｍｍ （）内は全幅 トーホー

ドリーム・イレブンＣＢ４００ １１ＤＦ２両面　コーナー　黄他 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016042
建築用化粧ブロック ドリーム・イレブン ＣＢ４００－１１ＤＦ２　両面　基本笠木　グレー 厚１５０×高８０×長３
９０ｍｍ トーホー

ドリーム・イレブンＣＢ４００ １１ＤＦ２　両面　基本笠木　灰 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016044
建築用化粧ブロック ドリーム・イレブン ＣＢ４００－１１ＤＦ２　両面　基本笠木　サンドイエロー・ライトベー
ジュ 厚１５０×高８０×長３９０ｍｍ トーホー

ドリーム・イレブンＣＢ４００ １１ＤＦ２両面　基本笠木　黄他 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016046
建築用化粧ブロック ドリーム・イレブン ＣＢ４００－１１ＤＦ２　両面　コーナー笠木　グレー 厚１５０×高８０×
長４００ｍｍ トーホー

ドリーム・イレブンＣＢ４００ １１ＤＦ２両面コーナー笠木　灰 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016048
建築用化粧ブロック ドリーム・イレブン ＣＢ４００－１１ＤＦ２　両面　コーナー笠木　サンドイエロー・ライト
ベージュ 厚１５０×高８０×長４００ｍｍ トーホー

ドリーム・イレブンＣＢ４００ １１ＤＦ２両面コーナー笠木黄他 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016074
建築用化粧ブロック マイルド・ワン・ツー ＣＢ５００－１２Ｍ２　基本形横筋　グレー 厚１２０（１４０）×高１９
０×長４９８ｍｍ （）内は全幅 トーホー

マイルドワンツーＣＢ５００ １２Ｍ２　基本形横筋　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016078
建築用化粧ブロック マイルド・ワン・ツー ＣＢ５００－１２Ｍ２　コーナー　グレー 厚１２０（１４０）×高１９０
×長５０４ｍｍ （）内は全幅 トーホー

マイルドワンツーＣＢ５００ １２Ｍ２　コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016080
建築用化粧ブロック マイルド・ワン・ツー ＣＢ５００－１２Ｍ２　コーナー　ライトブラウン 厚１２０（１４０）×
高１９０×長５０４ｍｍ （）内は全幅 トーホー

マイルドワンツーＣＢ５００ １２Ｍ２　コーナー　ブラウン他 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016122
建築用化粧ブロック ウイング・テン ＣＢ４００－１０Ｗ２　基本形横筋　グレー 厚１００（１４０）×高１９０×長
３９０ｍｍ （）内は全幅 トーホー

ウイングテンＣＢ４００１０Ｗ２ 基本形横筋　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016126
建築用化粧ブロック ウイング・テン ＣＢ４００－１０Ｗ２　コーナー　グレー 厚１００（１４０）×高１９０×長４
１０ｍｍ （）内は全幅 トーホー

ウイングテンＣＢ４００１０Ｗ２ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016128
建築用化粧ブロック ウイング・テン ＣＢ４００－１０Ｗ２　コーナー　マロンベージュ 厚１００（１４０）×高１９
０×長４１０ｍｍ （）内は全幅 トーホー

ウイングテンＣＢ４００１０Ｗ２ コーナー　マロンベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016130
建築用化粧ブロック ウイング・テン ＣＢ４００－１０Ｗ２　基本笠木　グレー 厚１５０×高８０×長３９０ｍｍ
トーホー

ウイングテンＣＢ４００１０Ｗ２ 基本笠木　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016132
建築用化粧ブロック ウイング・テン ＣＢ４００－１０Ｗ２　基本笠木　マロンベージュ 厚１５０×高８０×長３９０
ｍｍ トーホー

ウイングテンＣＢ４００１０Ｗ２ 基本笠木　マロンベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016134
建築用化粧ブロック ウイング・テン ＣＢ４００－１０Ｗ２　コーナー笠木　グレー 厚１５０×高８０×長４１５ｍｍ
トーホー

ウイングテンＣＢ４００１０Ｗ２ コーナー笠木　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016136
建築用化粧ブロック ウイング・テン ＣＢ４００－１０Ｗ２　コーナー笠木　マロンベージュ 厚１５０×高８０×長４
１５ｍｍ トーホー

ウイングテンＣＢ４００１０Ｗ２ コーナー笠木　マロンベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016146
建築用化粧ブロック ビータ・イレブン ＣＢ４００－１１Ｖ２　両面　基本形横筋　グレー 厚１１０（１４０）×高１
９０×長３９８ｍｍ （）内は全幅 トーホー

ビータ・イレブンＣＢ４００ １１Ｖ２両面　基本形横筋　灰 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016150
建築用化粧ブロック ビータ・イレブン ＣＢ４００－１１Ｖ２　両面　コーナー　グレー 厚１１０（１４０）×高１９
０×長３９９ｍｍ （）内は全幅 トーホー

ビータ・イレブンＣＢ４００ １１Ｖ２両面　コーナー　灰 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016152
建築用化粧ブロック ビータ・イレブン ＣＢ４００－１１Ｖ２　両面　コーナー　サンドイエロー・ブラウン 厚１１０
（１４０）×高１９０×長３９９ｍｍ （）内は全幅 トーホー

ビータ・イレブンＣＢ４００ １１Ｖ２両面　コーナー　黄他 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016154
建築用化粧ブロック ビータ・イレブン ＣＢ４００－１１Ｖ２　両面　基本笠木　グレー 厚１５０×高８０×長３９０
ｍｍ トーホー

ビータ・イレブンＣＢ４００ １１Ｖ２両面　基本笠木　灰 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016156
建築用化粧ブロック ビータ・イレブン ＣＢ４００－１１Ｖ２　両面　基本笠木　イエロー・ブラウン 厚１５０×高８
０×長３９０ｍｍ トーホー

ビータ・イレブンＣＢ４００ １１Ｖ２両面　基本笠木　黄他 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016158
建築用化粧ブロック ビータ・イレブン ＣＢ４００－１１Ｖ２　両面　コーナー笠木　グレー 厚１５０×高８０×長４
００ｍｍ トーホー

ビータ・イレブンＣＢ４００ １１Ｖ２両面　コーナー笠木　灰 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016160
建築用化粧ブロック ビータ・イレブン ＣＢ４００－１１Ｖ２　両面　コーナー笠木　イエロー・ブラウン 厚１５０×
高８０×長４００ｍｍ トーホー

ビータ・イレブンＣＢ４００ １１Ｖ２両面　コーナー笠木黄他 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016164
建築用化粧ブロック コルゲート・テン ＣＢ４００－１０Ｃ２　コーナー 厚１００（１２４）×高１９０×長４０１ｍ
ｍ （）内は全幅 トーホー

コルゲート・テンＣＢ４００ １０Ｃ２　コーナー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016202
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－１５Ｅ　基本　グレー 厚１５０×高１９０×長３９０ｍ
ｍ トーホー

エディＣＰ４００－１５Ｅ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016206
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－１５Ｅ　コーナー　グレー 厚１５０×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－１５Ｅ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016208
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－１５Ｅ　コーナー　イエロー 厚１５０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－１５Ｅ コーナー　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016604
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－１５Ｅ　基本ハンチ　グレー 厚１５０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－１５Ｅ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016606
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－１５Ｅ　基本ハンチ　イエロー 厚１５０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－１５Ｅ 基本ハンチ　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016210
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－１８Ｅ　基本　グレー 厚１８０×高１９０×長３９０ｍ
ｍ トーホー

エディＣＰ４００－１８Ｅ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016212
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－１８Ｅ　基本　イエロー 厚１８０×高１９０×長３９０
ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－１８Ｅ 基本　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016214
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－１８Ｅ　コーナー　グレー 厚１８０×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－１８Ｅ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016216
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－１８Ｅ　コーナー　イエロー 厚１８０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－１８Ｅ コーナー　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016608
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－１８Ｅ　基本ハンチ　グレー 厚１８０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－１８Ｅ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016610
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－１８Ｅ　基本ハンチ　イエロー 厚１８０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－１８Ｅ 基本ハンチ　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016218
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２１Ｅ　基本　グレー 厚２１０×高１９０×長３９０ｍ
ｍ トーホー

エディＣＰ４００－２１Ｅ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016220
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２１Ｅ　基本　イエロー 厚２１０×高１９０×長３９０
ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－２１Ｅ 基本　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016222
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２１Ｅ　コーナー　グレー 厚２１０×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－２１Ｅ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016224
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２１Ｅ　コーナー　イエロー 厚２１０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－２１Ｅ コーナー　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016612
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２１Ｅ　基本ハンチ　グレー 厚２１０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－２１Ｅ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016614
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２１Ｅ　基本ハンチ　イエロー 厚２１０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－２１Ｅ 基本ハンチ　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016226
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２４Ｅ　基本　グレー 厚２４０×高１９０×長３９０ｍ
ｍ トーホー

エディＣＰ４００－２４Ｅ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016228
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２４Ｅ　基本　イエロー 厚２４０×高１９０×長３９０
ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－２４Ｅ 基本　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016230
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２４Ｅ　コーナー　グレー 厚２４０×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－２４Ｅ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016232
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２４Ｅ　コーナー　イエロー 厚２４０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－２４Ｅ コーナー　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016616
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２４Ｅ　基本ハンチ　グレー 厚２４０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－２４Ｅ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016618
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２４Ｅ　基本ハンチ　イエロー 厚２４０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－２４Ｅ 基本ハンチ　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016234
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２７Ｅ　基本　グレー 厚２７０×高１９０×長３９０ｍ
ｍ トーホー

エディＣＰ４００－２７Ｅ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016236
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２７Ｅ　基本　イエロー 厚２７０×高１９０×長３９０
ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－２７Ｅ 基本　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016238
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２７Ｅ　コーナー　グレー 厚２７０×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－２７Ｅ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016240
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２７Ｅ　コーナー　イエロー 厚２７０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－２７Ｅ コーナー　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016620
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２７Ｅ　基本ハンチ　グレー 厚２７０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－２７Ｅ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016622
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－２７Ｅ　基本ハンチ　イエロー 厚２７０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－２７Ｅ 基本ハンチ　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016242
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－３０Ｅ　基本　グレー 厚３００×高１９０×長３９０ｍ
ｍ トーホー

エディＣＰ４００－３０Ｅ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016244
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－３０Ｅ　基本　イエロー 厚３００×高１９０×長３９０
ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－３０Ｅ 基本　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016246
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－３０Ｅ　コーナー　グレー 厚３００×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－３０Ｅ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016248
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－３０Ｅ　コーナー　イエロー 厚３００×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－３０Ｅ コーナー　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016624
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－３０Ｅ　基本ハンチ　グレー 厚３００×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－３０Ｅ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016626
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック エディ ＣＰ４００－３０Ｅ　基本ハンチ　イエロー 厚３００×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

エディＣＰ４００－３０Ｅ 基本ハンチ　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016250
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－１５ＤＦ　基本　グレー 厚１５０×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－１５ＤＦ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016254
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－１５ＤＦ　コーナー　グレー 厚１５０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－１５ＤＦ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016256
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－１５ＤＦ　コーナー　イエロー 厚１５０×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－１５ＤＦ コーナー　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016628
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－１５ＤＦ　基本ハンチ　グレー 厚１５０×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－１５ＤＦ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016630
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－１５ＤＦ　基本ハンチ　イエロー 厚１５０×高１９０
×長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－１５ＤＦ 基本ハンチ　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016258
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－１８ＤＦ　基本　グレー 厚１８０×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－１８ＤＦ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016260
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－１８ＤＦ　基本　イエロー 厚１８０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－１８ＤＦ 基本　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016262
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－１８ＤＦ　コーナー　グレー 厚１８０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－１８ＤＦ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016264
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－１８ＤＦ　コーナー　イエロー 厚１８０×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－１８ＤＦ コーナー　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016632
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－１８ＤＦ　基本ハンチ　グレー 厚１８０×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－１８ＤＦ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016634
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－１８ＤＦ　基本ハンチ　イエロー 厚１８０×高１９０
×長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－１８ＤＦ 基本ハンチ　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016266
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２１ＤＦ　基本　グレー 厚２１０×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２１ＤＦ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016268
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２１ＤＦ　基本　イエロー 厚２１０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２１ＤＦ 基本　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016270
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２１ＤＦ　コーナー　グレー 厚２１０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２１ＤＦ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016272
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２１ＤＦ　コーナー　イエロー 厚２１０×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２１ＤＦ コーナー　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016636
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２１ＤＦ　基本ハンチ　グレー 厚２１０×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２１ＤＦ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016638
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２１ＤＦ　基本ハンチ　イエロー 厚２１０×高１９０
×長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２１ＤＦ 基本ハンチ　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016274
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２４ＤＦ　基本　グレー 厚２４０×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２４ＤＦ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016276
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２４ＤＦ　基本　イエロー 厚２４０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２４ＤＦ 基本　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016278
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２４ＤＦ　コーナー　グレー 厚２４０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２４ＤＦ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016280
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２４ＤＦ　コーナー　イエロー 厚２４０×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２４ＤＦ コーナー　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016640
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２４ＤＦ　基本ハンチ　グレー 厚２４０×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２４ＤＦ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016642
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２４ＤＦ　基本ハンチ　イエロー 厚２４０×高１９０
×長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２４ＤＦ 基本ハンチ　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016282
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２７ＤＦ　基本　グレー 厚２７０×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２７ＤＦ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016284
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２７ＤＦ　基本　イエロー 厚２７０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２７ＤＦ 基本　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016286
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２７ＤＦ　コーナー　グレー 厚２７０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２７ＤＦ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016288
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２７ＤＦ　コーナー　イエロー 厚２７０×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２７ＤＦ コーナー　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016644
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２７ＤＦ　基本ハンチ　グレー 厚２７０×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２７ＤＦ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016646
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－２７ＤＦ　基本ハンチ　イエロー 厚２７０×高１９０
×長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－２７ＤＦ 基本ハンチ　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016290
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－３０ＤＦ　基本　グレー 厚３００×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－３０ＤＦ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016292
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－３０ＤＦ　基本　イエロー 厚３００×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－３０ＤＦ 基本　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016294
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－３０ＤＦ　コーナー　グレー 厚３００×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－３０ＤＦ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016296
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－３０ＤＦ　コーナー　イエロー 厚３００×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－３０ＤＦ コーナー　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016648
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－３０ＤＦ　基本ハンチ　グレー 厚３００×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－３０ＤＦ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016650
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ドリーム ＣＰ４００－３０ＤＦ　基本ハンチ　イエロー 厚３００×高１９０
×長３９０ｍｍ トーホー

ドリームＣＰ４００－３０ＤＦ 基本ハンチ　イエロー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016298
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１５Ｗ　基本　グレー 厚１５０×高１９０×長３９０
ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－１５Ｗ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016302
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１５Ｗ　コーナー　グレー 厚１５０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－１５Ｗ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016304
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１５Ｗ　コーナー　ベージュ 厚１５０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－１５Ｗ コーナー　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016652
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１５Ｗ　基本ハンチ　グレー 厚１５０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－１５Ｗ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016654
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１５Ｗ　基本ハンチ　ベージュ 厚１５０×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－１５Ｗ 基本ハンチ　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016306
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１８Ｗ　基本　グレー 厚１８０×高１９０×長３９０
ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－１８Ｗ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016308
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１８Ｗ　基本　ベージュ 厚１８０×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－１８Ｗ 基本　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016310
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１８Ｗ　コーナー　グレー 厚１８０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－１８Ｗ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016312
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１８Ｗ　コーナー　ベージュ 厚１８０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－１８Ｗ コーナー　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016656
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１８Ｗ　基本ハンチ　グレー 厚１８０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－１８Ｗ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016658
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－１８Ｗ　基本ハンチ　ベージュ 厚１８０×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－１８Ｗ 基本ハンチ　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016314
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２１Ｗ　基本　グレー 厚２１０×高１９０×長３９０
ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２１Ｗ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016316
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２１Ｗ　基本　ベージュ 厚２１０×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２１Ｗ 基本　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016318
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２１Ｗ　コーナー　グレー 厚２１０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２１Ｗ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016320
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２１Ｗ　コーナー　ベージュ 厚２１０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２１Ｗ コーナー　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016660
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２１Ｗ　基本ハンチ　グレー 厚２１０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２１Ｗ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016662
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２１Ｗ　基本ハンチ　ベージュ 厚２１０×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２１Ｗ 基本ハンチ　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016322
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２４Ｗ　基本　グレー 厚２４０×高１９０×長３９０
ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２４Ｗ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016324
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２４Ｗ　基本　ベージュ 厚２４０×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２４Ｗ 基本　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016326
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２４Ｗ　コーナー　グレー 厚２４０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２４Ｗ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016328
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２４Ｗ　コーナー　ベージュ 厚２４０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２４Ｗ コーナー　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016664
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２４Ｗ　基本ハンチ　グレー 厚２４０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２４Ｗ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016666
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２４Ｗ　基本ハンチ　ベージュ 厚２４０×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２４Ｗ 基本ハンチ　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016330
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２７Ｗ　基本　グレー 厚２７０×高１９０×長３９０
ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２７Ｗ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016332
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２７Ｗ　基本　ベージュ 厚２７０×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２７Ｗ 基本　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016334
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２７Ｗ　コーナー　グレー 厚２７０×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２７Ｗ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016336
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２７Ｗ　コーナー　ベージュ 厚２７０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２７Ｗ コーナー　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016668
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２７Ｗ　基本ハンチ　グレー 厚２７０×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２７Ｗ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016670
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－２７Ｗ　基本ハンチ　ベージュ 厚２７０×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－２７Ｗ 基本ハンチ　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016338
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－３０Ｗ　基本　グレー 厚３００×高１９０×長３９０
ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－３０Ｗ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016340
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－３０Ｗ　基本　ベージュ 厚３００×高１９０×長３９
０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－３０Ｗ 基本　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016342
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－３０Ｗ　コーナー　グレー 厚３００×高１９０×長３
９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－３０Ｗ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016344
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－３０Ｗ　コーナー　ベージュ 厚３００×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－３０Ｗ コーナー　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016672
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－３０Ｗ　基本ハンチ　グレー 厚３００×高１９０×長
３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－３０Ｗ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016674
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック ウイング ＣＰ４００－３０Ｗ　基本ハンチ　ベージュ 厚３００×高１９０×
長３９０ｍｍ トーホー

ウイングＣＰ４００－３０Ｗ 基本ハンチ　ベージュ 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016448
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－１５Ｆ　基本・コーナー　グレーショット 厚１５０×
高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－１５Ｆ 基本・コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016700
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－１５Ｆ　基本ハンチ　グレースタンダード 厚１５０×
高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－１５Ｆ 基本ハンチ　グレー標準 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016702
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－１５Ｆ　基本ハンチ　グレーショット 厚１５０×高１
９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－１５Ｆ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016450
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－１８Ｆ　基本・コーナー　グレースタンダード 厚１８
０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－１８Ｆ 基本・コーナー　グレー標準 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016452
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－１８Ｆ　基本・コーナー　グレーショット 厚１８０×
高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－１８Ｆ 基本・コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016704
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－１８Ｆ　基本ハンチ　グレースタンダード 厚１８０×
高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－１８Ｆ 基本ハンチ　グレー標準 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016706
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－１８Ｆ　基本ハンチ　グレーショット 厚１８０×高１
９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－１８Ｆ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016454
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２１Ｆ　基本・コーナー　グレースタンダード 厚２１
０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－２１Ｆ 基本・コーナー　グレー標準 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016456
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２１Ｆ　基本・コーナー　グレーショット 厚２１０×
高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－２１Ｆ 基本・コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016708
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２１Ｆ　基本ハンチ　グレースタンダード 厚２１０×
高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－２１Ｆ 基本ハンチ　グレー標準 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016710
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２１Ｆ　基本ハンチ　グレーショット 厚２１０×高１
９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－２１Ｆ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016458
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２４Ｆ　基本・コーナー　グレースタンダード 厚２４
０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－２４Ｆ 基本・コーナー　グレー標準 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016460
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２４Ｆ　基本・コーナー　グレーショット 厚２４０×
高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－２４Ｆ 基本・コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016712
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２４Ｆ　基本ハンチ　グレースタンダード 厚２４０×
高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－２４Ｆ 基本ハンチ　グレー標準 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016714
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２４Ｆ　基本ハンチ　グレーショット 厚２４０×高１
９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－２４Ｆ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016462
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２７Ｆ　基本・コーナー　グレースタンダード 厚２７
０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－２７Ｆ 基本・コーナー　グレー標準 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016464
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２７Ｆ　基本・コーナー　グレーショット 厚２７０×
高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－２７Ｆ 基本・コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016716
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２７Ｆ　基本ハンチ　グレースタンダード 厚２７０×
高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－２７Ｆ 基本ハンチ　グレー標準 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016718
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－２７Ｆ　基本ハンチ　グレーショット 厚２７０×高１
９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－２７Ｆ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016466
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－３０Ｆ　基本・コーナー　グレースタンダード 厚３０
０×高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－３０Ｆ 基本・コーナー　グレー標準 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016468
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－３０Ｆ　基本・コーナー　グレーショット 厚３００×
高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－３０Ｆ 基本・コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016720
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－３０Ｆ　基本ハンチ　グレースタンダード 厚３００×
高１９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－３０Ｆ 基本ハンチ　グレー標準 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016722
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック フラット ＣＰ４００－３０Ｆ　基本ハンチ　グレーショット 厚３００×高１
９０×長３９０ｍｍ トーホー

フラットＣＰ４００－３０Ｆ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016470
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１５Ｍ２　基本　グレー 厚１５０×高１９０×長４９
０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－１５Ｍ２ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016592
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１５Ｍ２　コーナー　グレー 厚１５０×高１９０×長
４９０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－１５Ｍ２ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016594
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１５Ｍ２　コーナー　ブラウン 厚１５０×高１９０×
長４９０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－１５Ｍ２ コーナー　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016724
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１５Ｍ２　基本ハンチ　グレー 厚１５０×高１９０×
長４９０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－１５Ｍ２ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016726
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１５Ｍ２　基本ハンチ　ブラウン 厚１５０×高１９０
×長４９０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－１５Ｍ２ 基本ハンチ　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック
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建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016474
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１８Ｍ２　基本　グレー 厚１８０×高１９０×長４９
０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－１８Ｍ２ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016476
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１８Ｍ２　基本　ブラウン 厚１８０×高１９０×長４
９０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－１８Ｍ２ 基本　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016596
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１８Ｍ２　コーナー　グレー 厚１８０×高１９０×長
４９０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－１８Ｍ２ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016598
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１８Ｍ２　コーナー　ブラウン 厚１８０×高１９０×
長４９０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－１８Ｍ２ コーナー　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016728
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１８Ｍ２　基本ハンチ　グレー 厚１８０×高１９０×
長４９０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－１８Ｍ２ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016730
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－１８Ｍ２　基本ハンチ　ブラウン 厚１８０×高１９０
×長４９０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－１８Ｍ２ 基本ハンチ　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016478
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－２１Ｍ２　基本　グレー 厚２１０×高１９０×長４９
０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－２１Ｍ２ 基本　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016480
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－２１Ｍ２　基本　ブラウン 厚２１０×高１９０×長４
９０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－２１Ｍ２ 基本　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016600
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－２１Ｍ２　コーナー　グレー 厚２１０×高１９０×長
４９０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－２１Ｍ２ コーナー　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016602
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－２１Ｍ２　コーナー　ブラウン 厚２１０×高１９０×
長４９０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－２１Ｍ２ コーナー　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016732
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－２１Ｍ２　基本ハンチ　グレー 厚２１０×高１９０×
長４９０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－２１Ｍ２ 基本ハンチ　グレー 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016734
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック マイルド ＣＰ５００－２１Ｍ２　基本ハンチ　ブラウン 厚２１０×高１９０
×長４９０ｍｍ トーホー

マイルドＣＰ５００－２１Ｍ２ 基本ハンチ　ブラウン 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016506
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック 笠木 ５００－１７Ｕ　基本　グレー 厚１５０（１７０）×高９０×長４９０
ｍｍ （）内は全幅 トーホー

笠木　５００－１７Ｕ 基本　グレー　ＣＰ型枠 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016508
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック 笠木 ５００－１７Ｕ　基本　ブラウン 厚１５０（１７０）×高９０×長４９
０ｍｍ （）内は全幅 トーホー

笠木　５００－１７Ｕ 基本　ブラウン　ＣＰ型枠 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016510
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック 笠木 ５００－１７Ｕ　コーナー　グレー 厚１５０（１７０）×高９０×長５
００ｍｍ （）内は全幅 トーホー

笠木　５００－１７Ｕ コーナー　グレー　ＣＰ型枠 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

建築用化粧ブロック【公表価格】 2003016512
建築用化粧ブロック　ＣＰ型枠ブロック 笠木 ５００－１７Ｕ　コーナー　ブラウン 厚１５０（１７０）×高９０×長
５００ｍｍ （）内は全幅 トーホー

笠木　５００－１７Ｕ コーナー　ブラウン　ＣＰ型枠 個 999 × ○ 2003 化粧ブロック

アスファルト防水材 2101170010 アスファルト防水材 防水用ポリエチレンフィルム 厚さ０．１５ 防水用ポリエチレンフィルム 厚さ０．１５ ｍ２ 999 × ○ 2101 アスファルト防水材

伸縮目地材 2107010505 伸縮目地材 成形伸縮目地材 ２５ｍｍ×８０ｍｍ　付着層タイプ 成形伸縮目地材 ２５×８０　付着層タイプ ｍ 999 × ○ 2107 目地材（建築用）
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伸縮目地材 2107010510 伸縮目地材 成形伸縮目地材 ２５ｍｍ×８０ｍｍ　アンカータイプ 成形伸縮目地材 ２５×８０　アンカータイプ ｍ 999 × ○ 2107 目地材（建築用）

伸縮目地材 2107010515 伸縮目地材 成形緩衝材 ２５ｍｍ×８０ｍｍ　片面のり付 成形緩衝材 ２５×８０　片面のり付 ｍ 999 × ○ 2107 目地材（建築用）

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230002 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－２１ 厚１．５×縦８×横２０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－２１ １．５×８×２０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230004 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－２２ 厚１．５×縦２０×横２０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－２２ １．５×２０×２０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230006 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－２５ 厚１．２×縦１０×横２５×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－２５ １．２×１０×２５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230008 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－３０ 厚１．５×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－３０ １．５×１０×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230010 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－３１ 厚１．２×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－３１ １．２×１０×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230012 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－３２ 厚２．０×縦１５×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－３２ ２．０×１５×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230014 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－３３ 厚１．５×縦３０×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－３３ １．５×３０×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230016 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－３４ 厚２．０×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－３４ ２．０×１０×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230018 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－３７ 厚１．２×縦１１×横３５×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－３７ １．２×１１×３５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230020 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－４０ 厚１．５×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４０ １．５×１０×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230022
防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－４０Ｎ 厚１．５×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ タイセ
イ

Ｌ型アルミアングル　ＴＡ４０Ｎ １．５×１０×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230024 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－４１ 厚１．２×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４１ １．２×１０×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230026 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－４２ 厚２．０×縦２０×横４０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４２ ２．０×２０×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230028 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－４３ 厚２．０×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４３ ２．０×１０×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230030 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－４４ 厚１．２×縦７×横４０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４４ １．２×７×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230032 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－４５ 厚１．５×縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４５ １．５×４５×６５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品
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防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230034 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－４６ 厚１．５×縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４６ １．５×４５×６５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230036
防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－４６Ｓ 厚１．３×縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ タイセ
イ

Ｌ型アルミアングル　ＴＡ４６Ｓ １．３×４５×６５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230038
防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－４６Ｌ 厚１．５×縦４８×横８５×長２，０００ｍｍ タイセ
イ

Ｌ型アルミアングル　ＴＡ４６Ｌ １．５×４８×８５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230040 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－４７ 厚１．５×縦２０×横４０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４７ １．５×２０×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230042 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－４９ 厚１．５×縦２０×横４０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－４９ １．５×２０×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230044 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－５０ 厚１．７×縦５０×横５０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－５０ １．７×５０×５０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230046 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－５３ 厚１．５×縦３０×横５０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－５３ １．５×３０×５０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230048 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－５６ 厚１．５×縦４０×横５０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－５６ １．５×４０×５０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230050 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－５７ 厚１．２×縦３０×横５０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－５７ １．２×３０×５０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230052 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－６０ 厚１．５×縦３０×横６０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－６０ １．５×３０×６０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230054 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－６５ 厚１．５×縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－６５ １．５×４５×６５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230056 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－７０ 厚２．０×縦４０×横７０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－７０ ２．０×４０×７０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230058 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－７１ 厚１．５×縦４０×横７０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－７１ １．５×４０×７０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230060 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－７２ 厚１．８×縦４０×横７０×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－７２ １．８×４０×７０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230062 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－７７ 厚１．５×縦４５×横７５×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－７７ １．５×４５×７５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230064 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－７９ 厚２．０×縦４５×横７５×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－７９ ２．０×４５×７５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230066 防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－８１ 厚２．０×縦５０×横７３×長２，０００ｍｍ タイセイ Ｌ型アルミアングル　ＴＡ－８１ ２．０×５０×７３×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230068
防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１０３ 厚１．５×縦３０×横１００×長２，０００ｍｍ タイ
セイ

Ｌ型アルミアングル　ＴＡ１０３ １．５×３０×１００×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品
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防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230070
防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１０４ 厚１．７×縦４０×横１００×長２，０００ｍｍ タイ
セイ

Ｌ型アルミアングル　ＴＡ１０４ １．７×４０×１００×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230072
防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１０７ 厚１．５×縦７０×横１００×長２，０００ｍｍ タイ
セイ

Ｌ型アルミアングル　ＴＡ１０７ １．５×７０×１００×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230074
防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１１０ 厚１．７×縦４３×横９７×長２，０００ｍｍ タイセ
イ

Ｌ型アルミアングル　ＴＡ１１０ １．７×４３×９７×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230080
防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１１３ 厚１．５×縦５０×横１００×長２，０００ｍｍ タイ
セイ

Ｌ型アルミアングル　ＴＡ１１３ １．５×５０×１００×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230082
防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１１４ 厚１．５×縦７２×横１２０×長２，０００ｍｍ タイ
セイ

Ｌ型アルミアングル　ＴＡ１１４ １．５×７２×１２０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230084
防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１１５ 厚２．０×縦１１０×横５５×長２，０００ｍｍ タイ
セイ

Ｌ型アルミアングル　ＴＡ１１５ ２．０×１１０×５５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230086
防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１１６ 厚１．８×縦５０×横１３５×長２，０００ｍｍ タイ
セイ

Ｌ型アルミアングル　ＴＡ１１６ １．８×５０×１３５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230088
防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１１７ 厚２．０×縦５５×横１１０×長２，０００ｍｍ タイ
セイ

Ｌ型アルミアングル　ＴＡ１１７ ２．０×５５×１１０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230090
防水押さえ金物（建築用） Ｌ型アルミアングル ＴＡ－１１９ 厚１．５×縦５０×横１３５×長２，０００ｍｍ タイ
セイ

Ｌ型アルミアングル　ＴＡ１１９ １．５×５０×１３５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230092 防水押さえ金物（建築用） 水切り ＴＡ－２０１ 厚１．５×縦２９×横８７×長２，０００ｍｍ タイセイ 水切り　ＴＡ－２０１ １．５×２９×８７×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230094 防水押さえ金物（建築用） 水切り ＴＡ－２０２ 厚１．５×縦５０×横７２×長２，０００ｍｍ タイセイ 水切り　ＴＡ－２０２ １．５×５０×７２×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230096 防水押さえ金物（建築用） 水切り ＴＡ－２０３ 厚１．５×縦５０×横１１２×長２，０００ｍｍ タイセイ 水切り　ＴＡ－２０３ １．５×５０×１１２×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230098 防水押さえ金物（建築用） 水切り ＴＡ－２０６ 厚１．２×縦２０×横５４×長２，０００ｍｍ タイセイ 水切り　ＴＡ－２０６ １．２×２０×５４×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230100 防水押さえ金物（建築用） 水切り ＴＡ－２０７ 厚１．５×縦２９．５×横９２×長２，０００ｍｍ タイセイ 水切り　ＴＡ－２０７ １．５×２９．５×９２ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230102 防水押さえ金物（建築用） 水切り ＴＡ－２０８ 厚１．２×縦２９×横８２×長２，０００ｍｍ タイセイ 水切り　ＴＡ－２０８ １．２×２９×８２×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230104 防水押さえ金物（建築用） 水切り ＴＡ－２０９ 厚１．２×縦２０×横４９×長２，０００ｍｍ タイセイ 水切り　ＴＡ－２０９ １．２×２０×４９×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230106 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－４５ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－４５ ２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230108 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－４６ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－４６ ２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品
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防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230110 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－４６Ｓ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－４６Ｓ ２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230112 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－４６Ｌ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－４６Ｌ ２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230114 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－５０ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－５０ ２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230116 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－５３ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－５３ ２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230118 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－６０ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－６０ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230120 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－６５ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－６５ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230122 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－７０ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－７０ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230124 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－７１ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－７１ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230126 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－７２ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－７２ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230128 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－７７ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－７７ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230130 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－７９ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－７９ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230132 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－８１ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－８１ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230134 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１０３ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－１０３ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230136 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１０４ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－１０４ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230138 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１０７ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－１０７ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230140 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１１０ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－１１０ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230146 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１１３ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－１１３ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230148 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１１４ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－１１４ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品
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防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230150 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１１５ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－１１５ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230152 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１１６ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－１１６ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230154 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１１７ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－１１７ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230156 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－１１９ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－１１９ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230158 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＯ－３０１ＳＥＴ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＯ－３０１ＳＥＴ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230160 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＦ－９ 縦２５０×横２５０ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＦ－９ ２５０×２５０ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230162 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＦ－１０ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＦ－１０ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230168 防水押さえ金物（建築用） コーナー Ｔ－１３５Ｓ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ コーナー　Ｔ－１３５Ｓ ２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230170 防水押さえ金物（建築用） コーナー Ｔ－１６ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ コーナー　Ｔ－１６ ２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230172 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－２０１ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－２０１ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230174 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－２０２ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－２０２ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230176 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－２０３ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－２０３ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230178 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－２０６ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－２０６ ２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230180 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－２０７ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－２０７ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230182 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－２０８ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－２０８ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230184 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－２０９ 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－２０９ ２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230186 防水押さえ金物（建築用） コーナー ＴＡ－２５０ＳＥＴ 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ コーナー　ＴＡ－２５０ＳＥＴ ３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230194
防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－４６　直線 縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ
タイセイ

電解ブロンズ　ＴＡ－４６ 直線　４５×６５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品
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防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230196 防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－４６　出隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ 電解ブロンズ　ＴＡ－４６ 出隅　２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230198 防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－４６　入隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ 電解ブロンズ　ＴＡ－４６ 入隅　２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230200
防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－７１　直線 縦４０×横７０×長２，０００ｍｍ
タイセイ

電解ブロンズ　ＴＡ－７１ 直線　４０×７０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230202 防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－７１　出隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ 電解ブロンズ　ＴＡ－７１ 出隅　３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230204 防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－７１　入隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ 電解ブロンズ　ＴＡ－７１ 入隅　３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230206
防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－１１０　直線 縦４３×横９７×長２，０００ｍｍ
タイセイ

電解ブロンズ　ＴＡ－１１０ 直線　４３×９７×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230208 防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－１１０　出隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ 電解ブロンズ　ＴＡ－１１０ 出隅　３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230210 防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－１１０　入隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ 電解ブロンズ　ＴＡ－１１０ 入隅　３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230212
防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－２０１　直線 縦２９×横８７×長２，０００ｍｍ
タイセイ

電解ブロンズ　ＴＡ－２０１ 直線　２９×８７×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230214 防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－２０１　出隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ 電解ブロンズ　ＴＡ－２０１ 出隅　３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230216 防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－２０１　入隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ 電解ブロンズ　ＴＡ－２０１ 入隅　３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230218
防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－２０６　直線 縦２０×横５４×長２，０００ｍｍ
タイセイ

電解ブロンズ　ＴＡ－２０６ 直線　２０×５４×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230220 防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－２０６　出隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ 電解ブロンズ　ＴＡ－２０６ 出隅　２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230222 防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－２０６　入隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ 電解ブロンズ　ＴＡ－２０６ 入隅　２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230224
防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－２５０ＳＥＴ　直線 縦６８×横１０３．３×長
２，０００ｍｍ タイセイ

電解ブロンズ　ＴＡ２５０ＳＥＴ 直線　６８×１０３．３ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230226
防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－２５０ＳＥＴ　出隅 縦３００×横３００ｍｍ タ
イセイ

電解ブロンズ　ＴＡ２５０ＳＥＴ 出隅　３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230228
防水押さえ金物（建築用） 電解ブロンズ（ＹＢ３Ｎ在庫品） ＴＡ－２５０ＳＥＴ　入隅 縦３００×横３００ｍｍ タ
イセイ

電解ブロンズ　ＴＡ２５０ＳＥＴ 入隅　３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230230
防水押さえ金物（建築用） 電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品） ＴＡ－４６　直線 縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ
タイセイ

電解ブラック　ＴＡ－４６ 直線　４５×６５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品
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防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230232 防水押さえ金物（建築用） 電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品） ＴＡ－４６　出隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ 電解ブラック　ＴＡ－４６ 出隅　２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230234 防水押さえ金物（建築用） 電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品） ＴＡ－４６　入隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ 電解ブラック　ＴＡ－４６ 入隅　２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230236
防水押さえ金物（建築用） 電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品） ＴＡ－７２　直線 縦４０×横７０×長２，０００ｍｍ
タイセイ

電解ブラック　ＴＡ－７２ 直線　４０×７０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230238 防水押さえ金物（建築用） 電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品） ＴＡ－７２　出隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ 電解ブラック　ＴＡ－７２ 出隅　３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230240 防水押さえ金物（建築用） 電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品） ＴＡ－７２　入隅 縦３００×横３００ｍｍ タイセイ 電解ブラック　ＴＡ－７２ 入隅　３００×３００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230242
防水押さえ金物（建築用） 電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品） ＴＡ－２０６　直線 縦２０×横５４×長２，０００ｍｍ
タイセイ

電解ブラック　ＴＡ－２０６ 直線　２０×５４×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230244 防水押さえ金物（建築用） 電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品） ＴＡ－２０６　出隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ 電解ブラック　ＴＡ－２０６ 出隅　２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230246 防水押さえ金物（建築用） 電解ブラック（ＹＫ１Ｎ在庫品） ＴＡ－２０６　入隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセイ 電解ブラック　ＴＡ－２０６ 入隅　２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230248
防水押さえ金物（建築用） 電解ステンカラー（ＹＨ２Ｎ在庫品） ＴＡ－４６　直線 縦４５×横６５×長２，０００ｍ
ｍ タイセイ

電解ステンカラー　ＴＡ－４６ 直線　４５×６５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230250
防水押さえ金物（建築用） 電解ステンカラー（ＹＨ２Ｎ在庫品） ＴＡ－４６　出隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセ
イ

電解ステンカラー　ＴＡ－４６ 出隅　２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230252
防水押さえ金物（建築用） 電解ステンカラー（ＹＨ２Ｎ在庫品） ＴＡ－４６　入隅 縦２００×横２００ｍｍ タイセ
イ

電解ステンカラー　ＴＡ－４６ 入隅　２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230254
防水押さえ金物（建築用） 電解ステンカラー（ＹＨ２Ｎ在庫品） ＴＡ－２０６　直線 縦２０×横５４×長２，０００
ｍｍ タイセイ

電解ステンカラー　ＴＡ－２０６ 直線　２０×５４×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230256
防水押さえ金物（建築用） 電解ステンカラー（ＹＨ２Ｎ在庫品） ＴＡ－２０６　出隅 縦２００×横２００ｍｍ タイ
セイ

電解ステンカラー　ＴＡ－２０６ 出隅　２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230258
防水押さえ金物（建築用） 電解ステンカラー（ＹＨ２Ｎ在庫品） ＴＡ－２０６　入隅 縦２００×横２００ｍｍ タイ
セイ

電解ステンカラー　ＴＡ－２０６ 入隅　２００×２００ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230260 防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－１ 厚２．０×横１００×長２，０００ｍｍ タイセイ アルミフラット　ＴＦ－１ ２．０×１００×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230262 防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－２ 厚１．５×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ アルミフラット　ＴＦ－２ １．５×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230264 防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－３ 厚２．０×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ アルミフラット　ＴＦ－３ ２．０×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230266 防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－４ 厚１．５×縦６．５×横３４×長２，０００ｍｍ タイセイ アルミフラット　ＴＦ－４ １．５×６．５×３４×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

3688 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230268 防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－４×４３ 厚２．０×縦４×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ アルミフラット　ＴＦ－４×４３ ２．０×４×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230270 防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－５ 厚１．７×縦５×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ アルミフラット　ＴＦ－５ １．７×５×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230272 防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－５×５ 厚１．５×縦５×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ アルミフラット　ＴＦ－５×５ １．５×５×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230274 防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－６ 厚２．０×縦５×横２５×長２，０００ｍｍ タイセイ アルミフラット　ＴＦ－６ ２．０×５×２５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230276 防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－７ 厚２．０×横５０×長２，０００ｍｍ タイセイ アルミフラット　ＴＦ－７ ２．０×５０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230278 防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－８ 厚１．５×縦５×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ アルミフラット　ＴＦ－８ １．５×５×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230280 防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－９ 厚６．０×横５０×長２，０００ｍｍ タイセイ アルミフラット　ＴＦ－９ ６．０×５０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230282 防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－１０ 厚６．０×縦４０×横６０×長２，０００ｍｍ タイセイ アルミフラット　ＴＦ－１０ ６．０×４０×６０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230284 防水押さえ金物（建築用） アルミフラット ＴＦ－１１ 厚２．０×縦８×横３５×長２，０００ｍｍ タイセイ アルミフラット　ＴＦ－１１ ２．０×８×３５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230286
防水押さえ金物（建築用） 変形アルミアングル Ｔ－１ 厚１．３×縦８．８×横３１．７×長２，０００ｍｍ タイセ
イ

変形アルミアングル　Ｔ－１ １．３×８．８×３１．７ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230288 防水押さえ金物（建築用） 変形アルミアングル Ｔ－４ 厚１．３×縦１０×横５８×長２，０００ｍｍ タイセイ 変形アルミアングル　Ｔ－４ １．３×１０×５８×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230290 防水押さえ金物（建築用） 変形アルミアングル Ｔ－６ 厚１．５×縦２０×横４５×長２，０００ｍｍ タイセイ 変形アルミアングル　Ｔ－６ １．５×２０×４５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230292 防水押さえ金物（建築用） 変形アルミアングル Ｔ－７ 厚１．３×縦６．５×横３１×長２，０００ｍｍ タイセイ 変形アルミアングル　Ｔ－７ １．３×６．５×３１×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230294
防水押さえ金物（建築用） 変形アルミアングル Ｔ－１６ 厚１．２×縦３１．２×横４０×長２，０００ｍｍ タイセ
イ

変形アルミアングル　Ｔ－１６ １．２×３１．２×４０ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230296
防水押さえ金物（建築用） 変形アルミアングル Ｔ－１３５Ｓ 厚１．３×縦６８×横６５×長２，０００ｍｍ タイセ
イ

変形アルミアングルＴ－１３５Ｓ １．３×６８×６５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230298
防水押さえ金物（建築用） ステンレスアングル ＴＳＡ－３０ 厚０．８×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ タイセ
イ

ステンレスアングル　ＴＳＡ３０ ０．８×１０×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230300
防水押さえ金物（建築用） ステンレスアングル ＴＳＡ－４０ 厚０．８×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ タイセ
イ

ステンレスアングル　ＴＳＡ４０ ０．８×１０×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230302 防水押さえ金物（建築用） ステンレスアングル ＴＳＦ－３０ 厚０．８×横３０×長２，０００ｍｍ タイセイ ステンレスアングル　ＴＳＦ３０ ０．８×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品
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防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609230304
防水押さえ金物（建築用） 端末おさえ ＴＯ－３０１ＳＥＴ 厚１．５×縦５５×横７２．５×長２，０００ｍｍ タイ
セイ

端末おさえ　ＴＯ－３０１ＳＥＴ １．５×５５×７２．５ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231002 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１ 厚１．５×縦４×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－１ １．５×４×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231004 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１Ｂ 厚１．５×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－１Ｂ １．５×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231006 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－２ 厚１．５×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－２ １．５×１０×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231008 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－２Ｂ 厚１．７×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－２Ｂ １．７×１０×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231010 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－３ 厚１．５×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－３ １．５×１０×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231012 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－４ 厚２．０×縦５×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－４ ２．０×５×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231014 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－４Ｂ 厚２．０×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－４Ｂ ２．０×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231016 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－４Ｃ 厚２．０×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－４Ｃ ２．０×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231018 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－４Ｄ 厚１．５×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－４Ｄ １．５×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231020 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－５ 厚２．０×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－５ ２．０×１０×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231022 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－６ 厚２．０×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－６ ２．０×１０×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231024 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－７ 厚２．０×縦５×横２５×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－７ ２．０×５×２５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231026 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－８ 厚１．５×縦６．５×横３３×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－８ １．５×６．５×３３×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231028 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－９ 厚１．７×縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－９ １．７×４５×６５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231030 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－９Ｂ 厚１．５×縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－９Ｂ １．５×４５×６５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231032 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１０ 厚２．０×縦５５×横１１０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－１０ ２．０×５５×１１０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231034
防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１０Ｂ 厚２．０×縦８０×横１００×長２，０００ｍｍ 白水興
産

アングルＯシリーズ　Ｏ－１０Ｂ ２．０×８０×１００×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品
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防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231036 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１１ 厚１．２×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－１１ １．２×１０×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231038 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１１Ｅ 厚０．９×縦１０×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－１１Ｅ ０．９×１０×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231040 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１２ 厚１．２×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－１２ １．２×１０×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231042 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１２Ｂ 厚１．２×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－１２Ｂ １．２×１０×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231044 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１２Ｅ 厚０．９×縦１０×横４０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－１２Ｅ ０．９×１０×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231046 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１５ 厚１．２×縦３０×横６０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－１５ １．２×３０×６０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231048 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１５Ｂ 厚１．５×縦３０×横６０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－１５Ｂ １．５×３０×６０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231050 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１６ 厚１．７×縦２０×横４０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－１６ １．７×２０×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231052 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１７ 厚１．７×縦３０×横５０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－１７ １．７×３０×５０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231054 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１８ 厚１．８×縦４０×横７０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－１８ １．８×４０×７０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231056 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１８Ｂ 厚２．０×縦４０×横７０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－１８Ｂ ２．０×４０×７０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231058
防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－１９ 特殊アングル　厚１．５×縦３０×横６０×長２，０００ｍ
ｍ 白水興産

アングルＯシリーズ　Ｏ－１９ １．５×３０×６０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231060 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－２０ 厚２．０×縦１５×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－２０ ２．０×１５×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231062 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－２１ 厚１．５×縦３０×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－２１ １．５×３０×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231064 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－２２ 厚２．０×縦５０×横５０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－２２ ２．０×５０×５０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231066 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－２２Ｂ 厚１．５×縦５０×横５０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－２２Ｂ １．５×５０×５０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231068 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－２３ 厚１．５×縦８×横３０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－２３ １．５×８×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231070 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－２４ 厚１．５×縦８×横２０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－２４ １．５×８×２０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品
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防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231072 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－２６ 厚１．５×縦２０×横４０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－２６ １．５×２０×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231074 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－２６Ｂ 厚１．２×縦２０×横４０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－２６Ｂ １．２×２０×４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231076 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－２７ 厚１．５×縦３０×横５０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－２７ １．５×３０×５０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231078 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－２７Ｂ 厚１．２×縦３０×横５０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－２７Ｂ １．２×３０×５０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231080 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－２８ 厚１．５×縦４０×横７０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－２８ １．５×４０×７０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231082 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－２９ 厚１．５×縦４５×横６５×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－２９ １．５×４５×６５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231084 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－３０ 厚１．７×縦４０×横１００×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－３０ １．７×４０×１００×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231086 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－３１ 厚２．０×縦５０×横１００×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－３１ ２．０×５０×１００×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231088
防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－３１Ｂ 厚１．５×縦５０×横１００×長２，０００ｍｍ 白水興
産

アングルＯシリーズ　Ｏ－３１Ｂ １．５×５０×１００×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231090
防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－３１Ｙ 厚１．５×縦５０×横１００×長２，０００ｍｍ 白水興
産

アングルＯシリーズ　Ｏ－３１Ｙ １．５×５０×１００×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231092 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－３２ 厚１．５×縦１０×横５０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－３２ １．５×１０×５０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231094 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－３３ 厚１．５×縦１５×横７０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－３３ １．５×１５×７０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231096 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－３４ 厚１．５×横７０×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－３４ １．５×７０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231098 防水押さえ金物（建築用） アングルＯシリーズ Ｏ－３５ 厚１．５×横１００×長２，０００ｍｍ 白水興産 アングルＯシリーズ　Ｏ－３５ １．５×１００×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231100
防水押さえ金物（建築用） アングルＯＸシリーズ（シルバー） ＯＸ－１ 厚２．０×縦４×横２５×長２，０００ｍｍ
白水興産

アングルＯＸシリーズ　ＯＸ－１ ２．０×４×２５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231102
防水押さえ金物（建築用） アングルＯＸシリーズ（シルバー） ＯＸ－２ 厚２．０×縦４５×横７５×長２，０００ｍ
ｍ 白水興産

アングルＯＸシリーズ　ＯＸ－２ ２．０×４５×７５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231104
防水押さえ金物（建築用） アングルＯＸシリーズ（シルバー） ＯＸ－７ １１Ｒ　厚１．３×縦６．５×横３１×長
２，０００ｍｍ 白水興産

アングルＯＸシリーズ　ＯＸ－７ １．３×６．５×３１×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231106
防水押さえ金物（建築用） アングルＯＸシリーズ（シルバー） ＯＸ－８ ９Ｒ　厚１．３×縦１０×横５８×長２，０
００ｍｍ 白水興産

アングルＯＸシリーズ　ＯＸ－８ １．３×１０×５８×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品
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防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231108
防水押さえ金物（建築用） アングルＯＸシリーズ（シルバー） ＯＸ－１２ 厚１．５×縦１５．５×横４３×長２，０
００ｍｍ 白水興産

アングルＯＸシリーズ　ＯＸ１２ １．５×１５．５×４３ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231110
防水押さえ金物（建築用） アングルＯＸシリーズ（シルバー） ＯＸ－１５ 厚１．５×縦５．５×横３０×長２，００
０ｍｍ 白水興産

アングルＯＸシリーズ　ＯＸ１５ １．５×５．５×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231112
防水押さえ金物（建築用） アングルＯＸシリーズ（シルバー） ＯＸ－１６ イ型　厚１．０×縦２７×横４５×長２，
０００ｍｍ 白水興産

アングルＯＸシリーズ　ＯＸ１６ １．０×２７×４５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231114
防水押さえ金物（建築用） アングルＯＸシリーズ（シルバー） ＯＸ－１７ 厚１．２×縦１１×横３５×長２，０００
ｍｍ 白水興産

アングルＯＸシリーズ　ＯＸ１７ １．２×１１×３５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231116
防水押さえ金物（建築用） アングルＯＸシリーズ（シルバー） ＯＸ－２７Ｂ 厚１．５×縦７０×横１００×長２，０
００ｍｍ 白水興産

アングルＯＸシリーズＯＸ２７Ｂ １．５×７０×１００×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231118
防水押さえ金物（建築用） アングルＯＸシリーズ（シルバー） ＯＸ－２８ 厚１．５×縦７０×横１００×長２，００
０ｍｍ 白水興産

アングルＯＸシリーズ　ＯＸ２８ １．５×７０×１００×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231120
防水押さえ金物（建築用） ＯＳシリーズ　ステンアングル ＯＳ－３０ フラットバー　厚０．８×横３０×長２，００
０ｍｍ 白水興産

ステンアングル　ＯＳ－３０ ０．８×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231122
防水押さえ金物（建築用） ＯＳシリーズ　ステンアングル ＯＳ－１０３０ 厚０．８×縦１０×横３０×長２，０００
ｍｍ 白水興産

ステンアングル　ＯＳ－１０３０ ０．８×１０×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231124
防水押さえ金物（建築用） ＯＳシリーズ　ステンアングル ＲＭ－１０３０ ラスキャッチＭ　厚０．６×縦１０×横３
０×長２，０００ｍｍ 白水興産

ステンアングル　ＲＭ－１０３０ ０．６×１０×３０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231126
防水押さえ金物（建築用） ＯＫシリーズ　大型アングル ＯＫ－１４０ 厚２．０×縦５５×横１４０×長２，０００ｍ
ｍ 白水興産

大型アングル　ＯＫ－１４０ ２．０×５５×１４０×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

防水押さえ金物（建築用）【公表価格】 2609231128
防水押さえ金物（建築用） ＯＫシリーズ　大型アングル ＯＫ－８５ 厚２．０×縦５５×横８５×長２，０００ｍｍ
白水興産

大型アングル　ＯＫ－８５ ２．０×５５×８５×２０００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

人造石【公表価格】 2203050258 人造石 木曽グラニット ＢＡ－１０００　カラー　（６枚組） 縦１００×幅（１００・１０）×厚１８ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＢＡ－１０００　カラー　６枚組 組 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050260
人造石 木曽グラニット ＢＡ－１０００　白みかげ　（６枚組） 縦１００×幅（１００・１０）×厚１８ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＢＡ－１０００白みかげ　６枚組 組 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050262 人造石 木曽グラニット ＢＡ－１００６　カラー 縦１００×幅（１００・６０）×厚１８ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＢＡ－１００６　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050264 人造石 木曽グラニット ＢＡ－１００６　白みかげ 縦１００×幅（１００・６０）×厚１８ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＢＡ－１００６　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050266 人造石 木曽グラニット ＢＡＤ－１００５　カラー 縦（１００＋５０）×幅１００×厚１８ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＢＡＤ－１００５　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050268 人造石 木曽グラニット ＢＡＤ－１００５　白みかげ 縦（１００＋５０）×幅１００×厚１８ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＢＡＤ－１００５　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050270
人造石 木曽グラニット ＢＡＤＳ－１０１０（接着）　カラー 縦（１００＋１００）×幅１００×厚１８ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＢＡＤＳ－１０１０接着　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石
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人造石【公表価格】 2203050272
人造石 木曽グラニット ＢＡＤＳ－１０１０（接着）　白みかげ 縦（１００＋１００）×幅１００×厚１８ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＢＡＤＳ１０１０接着　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050274
人造石 木曽グラニット ＢＡＳ－１０００　カラー　（６枚組） 縦１００×幅（１００・１０）×厚３０ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＢＡＳ－１０００カラー　６枚組 組 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050276
人造石 木曽グラニット ＢＡＳ－１０００　白みかげ　（６枚組） 縦１００×幅（１００・１０）×厚３０ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＢＡＳ－１０００白みかげ６枚組 組 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050278 人造石 木曽グラニット ＢＡＳ－１００６　カラー 縦１００×幅（１００・６０）×厚３０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＢＡＳ－１００６　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050280 人造石 木曽グラニット ＢＡＳ－１００６　白みかげ 縦１００×幅（１００・６０）×厚３０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＢＡＳ－１００６　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050282 人造石 木曽グラニット ＢＡＳ－１０１０　カラー 縦１００×幅１００×厚３０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＢＡＳ－１０１０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050284 人造石 木曽グラニット ＦＫ－１５１５　カラー 縦１４０×幅１４０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－１５１５　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050286 人造石 木曽グラニット ＦＫ－２０１０　カラー 縦１９０×幅９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－２０１０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050288 人造石 木曽グラニット ＦＫ－２０１０　白みかげ 縦１９０×幅９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－２０１０　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050290 人造石 木曽グラニット ＦＫ－２０１５　カラー 縦１９０×幅１４０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－２０１５　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050292 人造石 木曽グラニット ＦＫ－２０１５　白みかげ 縦１９０×幅１４０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－２０１５　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050294 人造石 木曽グラニット ＦＫ－２０２０　カラー 縦１９０×幅１９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－２０２０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050296 人造石 木曽グラニット ＦＫ－２０２０　白みかげ 縦１９０×幅１９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－２０２０　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050298 人造石 木曽グラニット ＦＫ－３０１０　カラー 縦２９０×幅９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－３０１０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050300 人造石 木曽グラニット ＦＫ－３０１０　白みかげ 縦２９０×幅９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－３０１０　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050302 人造石 木曽グラニット ＦＫ－３０１５　カラー 縦２９０×幅１４０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－３０１５　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050304 人造石 木曽グラニット ＦＫ－３０１５　白みかげ 縦２９０×幅１４０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－３０１５　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050306 人造石 木曽グラニット ＦＫ－３０２０　カラー 縦２９０×幅１９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－３０２０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石
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人造石【公表価格】 2203050308 人造石 木曽グラニット ＦＫ－３０２０　白みかげ 縦２９０×幅１９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－３０２０　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050310 人造石 木曽グラニット ＦＫ－３０３０　カラー 縦２９０×幅２９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－３０３０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050312 人造石 木曽グラニット ＦＫ－３０３０　白みかげ 縦２９０×幅２９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－３０３０　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050314 人造石 木曽グラニット ＦＫ－４０２０　カラー 縦３９０×幅１９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－４０２０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050316 人造石 木曽グラニット ＦＫ－４０２０　白みかげ 縦３９０×幅１９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－４０２０　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050318 人造石 木曽グラニット ＦＫ－４０４０　カラー 縦３９０×幅３９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－４０４０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050320 人造石 木曽グラニット ＦＫ－４０４０　白みかげ 縦３９０×幅３９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－４０４０　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050322 人造石 木曽グラニット ＦＫ－４５３０　カラー 縦４４０×幅２９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－４５３０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050324 人造石 木曽グラニット ＦＫ－４５３０　白みかげ 縦４４０×幅２９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－４５３０　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050326 人造石 木曽グラニット ＦＫ－４５４５　カラー 縦４４０×幅４４０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－４５４５　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050328 人造石 木曽グラニット ＦＫ－４５４５　白みかげ 縦４４０×幅４４０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－４５４５　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050330 人造石 木曽グラニット ＦＫ－６０３０　カラー 縦５９０×幅２９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－６０３０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050332 人造石 木曽グラニット ＦＫ－６０３０　白みかげ 縦５９０×幅２９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫ－６０３０　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050342 人造石 木曽グラニット ＦＫＤ－１００６　カラー 縦（９０＋５０）×幅９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤ－１００６　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050344 人造石 木曽グラニット ＦＫＤ－１００６　白みかげ 縦（９０＋５０）×幅９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤ－１００６　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050346 人造石 木曽グラニット ＦＫＤ－１５５６　カラー 縦（１４０＋５０）×幅１４０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤ－１５５６　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050348 人造石 木曽グラニット ＦＫＤ－１５５６　白みかげ 縦（１４０＋５０）×幅１４０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤ－１５５６　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050350 人造石 木曽グラニット ＦＫＤ－３０５６　カラー 縦（１４０＋５０）×幅２９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤ－３０５６　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石
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人造石【公表価格】 2203050352 人造石 木曽グラニット ＦＫＤ－３０５６　白みかげ 縦（１４０＋５０）×幅２９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤ－３０５６　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050354 人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－１０１０（接着）　カラー 縦（９０＋９０）×幅９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤＳ－１０１０接着　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050356 人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－１０１０（接着）　白みかげ 縦（９０＋９０）×幅９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤＳ１０１０接着　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050358 人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－１５１０（接着）　カラー 縦（９０＋９０）×幅１４０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤＳ－１５１０接着　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050360 人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－１５１０（接着）　白みかげ 縦（９０＋９０）×幅１４０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤＳ１５１０接着　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050362 人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－２００６（接着）　カラー 縦（９０＋５０）×幅１９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤＳ－２００６接着　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050364 人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－２００６（接着）　白みかげ 縦（９０＋５０）×幅１９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤＳ２００６接着　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050366 人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－２０１０（接着）　カラー 縦（９０＋９０）×幅１９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤＳ－２０１０接着　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050368 人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－２０１０（接着）　白みかげ 縦（９０＋９０）×幅１９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤＳ２０１０接着　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050370 人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－３０１０（接着）　カラー 縦（９０＋９０）×幅２９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤＳ－３０１０接着　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050372 人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－３０１０（接着）　白みかげ 縦（９０＋９０）×幅２９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤＳ３０１０接着　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050374 人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－４０１０（接着）　カラー 縦（９０＋９０）×幅３９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤＳ４０１０　接着　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050376 人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－４０１０（接着）　白みかげ 縦（９０＋９０）×幅３９０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤＳ４０１０接着　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050378 人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－４５１０（接着）　カラー 縦（９０＋９０）×幅４４０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤＳ－４５１０接着　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050380 人造石 木曽グラニット ＦＫＤＳ－４５１０（接着）　白みかげ 縦（９０＋９０）×幅４４０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＦＫＤＳ４５１０接着　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050382 人造石 木曽グラニット ＫＧ－０６０３　カラー 縦１００×幅（６６・３２）×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－０６０３　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050384 人造石 木曽グラニット ＫＧ－０６０３　白みかげ 縦１００×幅（６６・３２）×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－０６０３　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050388
人造石 木曽グラニット ＫＧ－１０００　白みかげ　（６枚組） 縦１００×幅（１００・１０）×厚２０ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＫＧ－１０００　白みかげ６枚組 組 999 × ○ 2203 人造石
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人造石【公表価格】 2203050390 人造石 木曽グラニット ＫＧ－１００８　カラー 縦１００×幅（１００・８０）×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－１００８　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050392 人造石 木曽グラニット ＫＧ－１００８　白みかげ 縦１００×幅（１００・８０）×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－１００８　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050394 人造石 木曽グラニット ＫＧ－１０１０　カラー 縦１００×幅１００×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－１０１０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203050398 人造石 木曽グラニット ＫＧ－１５１５　カラー 縦１５０×幅１５０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－１５１５　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053002 人造石 木曽グラニット ＫＧ－２０１０　カラー 縦２００×幅１００×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－２０１０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053004 人造石 木曽グラニット ＫＧ－２０１５　カラー 縦２００×幅１５０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－２０１５　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053006 人造石 木曽グラニット ＫＧ－２０１５　白みかげ 縦２００×幅１５０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－２０１５　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053008 人造石 木曽グラニット ＫＧ－２０２０　カラー 縦２００×幅２００×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－２０２０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053014 人造石 木曽グラニット ＫＧ－３０１５　カラー 縦３００×幅１５０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－３０１５　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053016 人造石 木曽グラニット ＫＧ－３０１５　白みかげ 縦３００×幅１５０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－３０１５　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053018 人造石 木曽グラニット ＫＧ－３０２０　カラー 縦３００×幅２００×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－３０２０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053020 人造石 木曽グラニット ＫＧ－３０２０　白みかげ 縦３００×幅２００×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－３０２０　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053022 人造石 木曽グラニット ＫＧ－３０３０　カラー 縦３００×幅３００×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－３０３０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053024 人造石 木曽グラニット ＫＧ－４５３０　カラー 縦４５０×幅３００×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧ－４５３０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053026 人造石 木曽グラニット ＫＧＤ－１００５　カラー 縦（１００＋５０）×幅１００×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧＤ－１００５　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053028 人造石 木曽グラニット ＫＧＤ－１００５　白みかげ 縦（１００＋５０）×幅１００×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧＤ－１００５　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053030
人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－１０１０（接着）　カラー 縦（１００＋１００）×幅１００×厚２０ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＫＧＤＳ－１０１０接着　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053032
人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－１０１０（接着）　白みかげ 縦（１００＋１００）×幅１００×厚２０ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＫＧＤＳ１０１０接着　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石
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人造石【公表価格】 2203053034 人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－１５０５（接着）　カラー 縦（１５０＋５０）×幅１５０×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧＤＳ１５０５接着　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053036
人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－１５０５（接着）　白みかげ 縦（１５０＋５０）×幅１５０×厚２０ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＫＧＤＳ１５０５接着　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053038
人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－１５１０（接着）　カラー 縦（１００＋１００）×幅１５０×厚２０ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＫＧＤＳ－１５１０接着　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053040
人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－１５１０（接着）　白みかげ 縦（１００＋１００）×幅１５０×厚２０ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＫＧＤＳ１５１０接着　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053042
人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－２０１０（接着）　カラー 縦（１００＋１００）×幅２００×厚２０ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＫＧＤＳ－２０１０接着　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053044
人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－２０１０（接着）　白みかげ 縦（１００＋１００）×幅２００×厚２０ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＫＧＤＳ２０１０接着　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053054 人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－３００５（接着）　カラー 縦（１００＋５０）×幅３００×厚２０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧＤＳ－３００５接着　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053056
人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－３００５（接着）　白みかげ 縦（１００＋５０）×幅３００×厚２０ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＫＧＤＳ３００５接着　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053058
人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－３０１０（接着）　カラー 縦（１００＋１００）×幅３００×厚２０ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＫＧＤＳ－３０１０接着　カラー ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053060
人造石 木曽グラニット ＫＧＤＳ－３０１０（接着）　白みかげ 縦（１００＋１００）×幅３００×厚２０ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＫＧＤＳ３０１０接着　白みかげ ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053062 人造石 木曽グラニット ＫＧＳ－０６０３　カラー 縦１００×幅（６６・３２）×厚３０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧＳ－０６０３　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053064 人造石 木曽グラニット ＫＧＳ－０６０３　白みかげ 縦１００×幅（６６・３２）×厚３０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧＳ－０６０３　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053078
人造石 木曽グラニット ＫＧＳ－１０００　カラー　（６枚組） 縦１００×幅（１００・１０）×厚３０ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＫＧＳ－１０００カラー　６枚組 組 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053080
人造石 木曽グラニット ＫＧＳ－１０００　白みかげ　（６枚組） 縦１００×幅（１００・１０）×厚３０ｍｍ ニッ
トー

人造石　木曽グラニット ＫＧＳ－１０００白みかげ６枚組 組 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053070 人造石 木曽グラニット ＫＧＳ－１００８　カラー 縦１００×幅（１００・８０）×厚３０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧＳ－１００８　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053072 人造石 木曽グラニット ＫＧＳ－１００８　白みかげ 縦１００×幅（１００・８０）×厚３０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧＳ－１００８　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053074 人造石 木曽グラニット ＫＧＳ－１０１０　カラー 縦１００×幅１００×厚３０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧＳ－１０１０　カラー ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203053076 人造石 木曽グラニット ＫＧＳ－１０１０　白みかげ 縦１００×幅１００×厚３０ｍｍ ニットー 人造石　木曽グラニット ＫＧＳ－１０１０　白みかげ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石
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人造石【公表価格】 2203052412 人造石 クリスタルクレイ ＣＬＢ　半マス 縦９７×幅９７×厚６０ｍｍ クリスタルクレイ 人造石　クリスタルクレイＣＬＢ 半マス ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203052414 人造石 クリスタルクレイ ＣＴ２　２００×１００（透水タイプ） 縦１９７×幅９７×厚８０ｍｍ クリスタルクレイ 人造石　クリスタルクレイＣＴ２ ２００×１００　透水タイプ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203052416
人造石 クリスタルクレイ ＣＴ２　３００×４５０（透水タイプ） 縦２９７×幅４４７×厚６０ｍｍ クリスタルクレ
イ

人造石　クリスタルクレイＣＴ２ ３００×４５０　透水タイプ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203052418
人造石 クリスタルクレイ ＣＴ２Ａ　２００×１００（保水タイプ） 縦１９７×幅９７×厚８０ｍｍ クリスタルクレ
イ

人造石クリスタルクレイＣＴ２Ａ ２００×１００　保水タイプ ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203051464
人造石 グリーンウッドⅡ １００角（平ユニット）　ＧＷ－１００ 縦９２．５×幅９２．５×厚８．５ｍｍ アイコッ
トリョーワ

人造石　グリーンウッド２ １００角　平ユニット ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203051466
人造石 グリーンウッドⅡ １００角（平階段）　ＧＷ－１０１ 縦９２．５×幅９２．５×厚８．５ｍｍ アイコット
リョーワ

人造石　グリーンウッド２ １００角　平階段 ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203051468
人造石 グリーンウッドⅡ １００角（平コーナー）　ＧＷ－１０２ 縦９２．５×幅９２．５×厚８．５ｍｍ アイコッ
トリョーワ

人造石　グリーンウッド２ １００角　平コーナー 枚 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203051470
人造石 グリーンウッドⅡ １００角（たれ付階段）　ＧＷ－１０３ 縦（９２．５＋３０）×幅９２．５×厚８．５ｍｍ
アイコットリョーワ

人造石　グリーンウッド２ １００角　たれ付階段 ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203051474
人造石 グリーンウッドⅡ １５０角（平ユニット）　ＧＷ－１５０ 縦１４２．５×幅１４２．５×厚９．０ｍｍ アイ
コットリョーワ

人造石　グリーンウッド２ １５０角　平ユニット ｍ２ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203051478
人造石 グリーンウッドⅡ １５０角（平階段）　ＧＷ－１５１ 縦１４２．５×幅１４２．５×厚９．０ｍｍ アイコッ
トリョーワ

人造石　グリーンウッド２ １５０角　平階段 ｍ 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203051480
人造石 グリーンウッドⅡ １５０角（平コーナー）　ＧＷ－１５２ 縦１４２．５×幅１４２．５×厚９．０ｍｍ アイ
コットリョーワ

人造石　グリーンウッド２ １５０角　平コーナー 枚 999 × ○ 2203 人造石

人造石【公表価格】 2203051482
人造石 グリーンウッドⅡ １５０角（たれ付階段）　ＧＷ－１５３ 縦（１４２．５＋３０）×幅１４２．５×厚９．０
ｍｍ アイコットリョーワ

人造石　グリーンウッド２ １５０角　たれ付階段 ｍ 999 × ○ 2203 人造石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092502 天然御影石 サンロクヨン　Ｇ－３６４－Ｐ 縦３００×幅３００×厚１０ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　サンロクヨン Ｇ－３６４－Ｐ　３００×１０ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092504 天然御影石 サンロクヨン　Ｇ－３６４－ＪＢ 縦３００×幅３００×厚１２ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　サンロクヨン Ｇ－３６４－ＪＢ　３００×１２ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092506 天然御影石 サンロクヨン　Ｇ－３６４－Ｐ 縦４００×幅４００×厚１２ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　サンロクヨン Ｇ－３６４－Ｐ　４００×１２ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092508 天然御影石 サンロクヨン　Ｇ－３６４－ＪＢ 縦４００×幅４００×厚１３ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　サンロクヨン Ｇ－３６４－ＪＢ　４００×１３ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092510 天然御影石 サンロクイチ　Ｇ－３６１－Ｐ 縦３００×幅３００×厚１０ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　サンロクイチ Ｇ－３６１－Ｐ　３００×１０ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092512 天然御影石 サンロクイチ　Ｇ－３６１－ＪＢ 縦３００×幅３００×厚１２ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　サンロクイチ Ｇ－３６１－ＪＢ　３００×１２ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石
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天然石（規格品）【公表価格】 2201092514 天然御影石 サンロクイチ　Ｇ－３６１－Ｐ 縦４００×幅４００×厚１２ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　サンロクイチ Ｇ－３６１－Ｐ　４００×１２ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092516 天然御影石 サンロクイチ　Ｇ－３６１－ＪＢ 縦４００×幅４００×厚１３ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　サンロクイチ Ｇ－３６１－ＪＢ　４００×１３ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092518 天然御影石 ゴウロクニ　Ｇ－５６２－Ｐ 縦３００×幅３００×厚１０ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　ゴウロクニ Ｇ－５６２－Ｐ　３００×１０ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092520 天然御影石 ゴウロクニ　Ｇ－５６２－ＪＢ 縦３００×幅３００×厚１２ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　ゴウロクニ Ｇ－５６２－ＪＢ　３００×１２ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092522 天然御影石 ゴウロクニ　Ｇ－５６２－Ｐ 縦４００×幅４００×厚１２ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　ゴウロクニ Ｇ－５６２－Ｐ　４００×１２ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092524 天然御影石 ゴウロクニ　Ｇ－５６２－ＪＢ 縦４００×幅４００×厚１３ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　ゴウロクニ Ｇ－５６２－ＪＢ　４００×１３ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092526 天然御影石 サンセイクロ　Ｇ－４１３－Ｐ 縦３００×幅３００×厚１０ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　サンセイクロ Ｇ－４１３－Ｐ　３００×１０ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092528 天然御影石 サンセイクロ　Ｇ－４１３－ＪＢ 縦３００×幅３００×厚１２ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　サンセイクロ Ｇ－４１３－ＪＢ　３００×１２ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092530 天然御影石 サンセイクロ　Ｇ－４１３－Ｐ 縦４００×幅４００×厚１２ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　サンセイクロ Ｇ－４１３－Ｐ　４００×１２ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092532 天然御影石 サンセイクロ　Ｇ－４１３－ＪＢ 縦４００×幅４００×厚１３ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　サンセイクロ Ｇ－４１３－ＪＢ　４００×１３ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092534 天然御影石 チャイナグリーン　Ｇ３８１－Ｐ 縦３００×幅３００×厚１０ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　チャイナグリーン Ｇ３８１－Ｐ　３００×１０ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092536 天然御影石 チャイナグリーン　Ｇ３８１－ＪＢ 縦３００×幅３００×厚１２ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　チャイナグリーン Ｇ３８１－ＪＢ　３００×１２ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092538 天然御影石 チャイナグリーン　Ｇ３８１－Ｐ 縦４００×幅４００×厚１２ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　チャイナグリーン Ｇ３８１－Ｐ　４００×１２ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201092540 天然御影石 チャイナグリーン　Ｇ３８１－ＪＢ 縦４００×幅４００×厚１３ｍｍ アジアマテリアルテクノロジー 御影石　チャイナグリーン Ｇ３８１－ＪＢ　４００×１３ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022502 天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　ロッソベローナ　ＣＡ－１Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット１００角 ロッソベローナ　ＣＡ－１Ｈ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022504 天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　ロッソベローナ　ＣＡ－１ 縦１００×幅１００×厚２５ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット１００角 ロッソベローナ　ＣＡ－１ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022506 天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　ボテチーノ　ＣＡ－２Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット１００角 ボテチーノ　ＣＡ－２Ｈ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022508 天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　ボテチーノ　ＣＡ－２ 縦１００×幅１００×厚２５ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット１００角 ボテチーノ　ＣＡ－２ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石
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天然石（規格品）【公表価格】 2201022510
天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　トラベルチーノキャロ　ＣＡ－３Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１ｍｍ エク
シィズ

大理石　コットベネット１００角 トラベルチーノキャロ　ＣＡ３Ｈ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022512
天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　トラベルチーノキャロ　ＣＡ－３ 縦１００×幅１００×厚２５ｍｍ エク
シィズ

大理石　コットベネット１００角 トラベルチーノキャロ　ＣＡ－３ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022514
天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　トラベルチーノノーチェ　ＣＡ－４Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１ｍｍ エ
クシィズ

大理石　コットベネット１００角 トラベルチーノノーチェＣＡ４Ｈ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022516
天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　トラベルチーノノーチェ　ＣＡ－４ 縦１００×幅１００×厚２５ｍｍ エク
シィズ

大理石　コットベネット１００角 トラベルチーノノーチェＣＡ－４ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022518 天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　ジャロ　ＣＡ－５Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット１００角 ジャロ　ＣＡ－５Ｈ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022520 天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　ジャロ　ＣＡ－５ 縦１００×幅１００×厚２５ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット１００角 ジャロ　ＣＡ－５ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022522
天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　ローザアンティコ　ＣＡ－６Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１ｍｍ エクシィ
ズ

大理石　コットベネット１００角 ローザアンティコ　ＣＡ－６Ｈ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022524 天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　ローザアンティコ　ＣＡ－６ 縦１００×幅１００×厚２５ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット１００角 ローザアンティコ　ＣＡ－６ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022526 天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　ビアンコカララ　ＣＡ－７Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット１００角 ビアンコカララ　ＣＡ－７Ｈ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022528 天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　ビアンコカララ　ＣＡ－７ 縦１００×幅１００×厚２５ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット１００角 ビアンコカララ　ＣＡ－７ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022530
天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　グリジオバルディグリオ　ＣＡ－８Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１ｍｍ エ
クシィズ

大理石　コットベネット１００角 グリジオバルディグリオＣＡ８Ｈ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022532
天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　グリジオバルディグリオ　ＣＡ－８ 縦１００×幅１００×厚２５ｍｍ エク
シィズ

大理石　コットベネット１００角 グリジオバルディグリオＣＡ－８ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022534 天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　ネロ　ＣＡ－９Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット１００角 ネロ　ＣＡ－９Ｈ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022536 天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　ネロ　ＣＡ－９ 縦１００×幅１００×厚２５ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット１００角 ネロ　ＣＡ－９ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022538
天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　ヴェルデアルピ　ＣＡ－１０Ｈ 縦１００×幅１００×厚１１ｍｍ エクシィ
ズ

大理石　コットベネット１００角 ヴェルデアルピ　ＣＡ－１０Ｈ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022540 天然大理石 コットベネット１００ｍｍ角　ヴェルデアルピ　ＣＡ－１０ 縦１００×幅１００×厚２５ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット１００角 ヴェルデアルピ　ＣＡ－１０ ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022542 天然大理石 コットベネット３００ｍｍ角　ロッソベローナ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット３００角 ロッソベローナ　３００角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022544 天然大理石 コットベネット３００ｍｍ角　ボテチーノ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット３００角 ボテチーノ　３００角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

3701 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

天然石（規格品）【公表価格】 2201022546
天然大理石 コットベネット３００ｍｍ角　トラベルチーノキャロ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１ｍｍ エク
シィズ

大理石　コットベネット３００角 トラベルチーノキャロ　３００角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022548
天然大理石 コットベネット３００ｍｍ角　トラベルチーノノーチェ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１ｍｍ エク
シィズ

大理石　コットベネット３００角 トラベルチーノノーチェ３００角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022550 天然大理石 コットベネット３００ｍｍ角　ジャロ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット３００角 ジャロ　３００角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022552 天然大理石 コットベネット３００ｍｍ角　ローザアンティコ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット３００角 ローザアンティコ　３００角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022554 天然大理石 コットベネット３００ｍｍ角　ヴェルデアルピ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット３００角 ヴェルデアルピ　３００角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022556 天然大理石 コットベネット３００ｍｍ角　スキャボスローザ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　コットベネット３００角 スキャボスローザ　３００角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022558
天然大理石 コットベネット３００ｍｍ角　トラベルチーノローザ　３００角 縦３００×幅３００×厚１１ｍｍ エク
シィズ

大理石　コットベネット３００角 トラベルチーノローザ　３００角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022560 天然大理石 イルモザイコ　ロッソベローナ　２５角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　イルモザイコ ロッソベローナ　２５角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022562 天然大理石 イルモザイコ　ロッソベローナ　５０角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　イルモザイコ ロッソベローナ　５０角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022564 天然大理石 イルモザイコ　ボテチーノ　２５角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　イルモザイコ ボテチーノ　２５角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022566 天然大理石 イルモザイコ　ボテチーノ　５０角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　イルモザイコ ボテチーノ　５０角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022568
天然大理石 イルモザイコ　トラベルチーノキャロ　２５角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エク
シィズ

大理石　イルモザイコ トラベルチーノキャロ　２５角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022570
天然大理石 イルモザイコ　トラベルチーノキャロ　５０角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エク
シィズ

大理石　イルモザイコ トラベルチーノキャロ　５０角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022572
天然大理石 イルモザイコ　トラベルチーノノーチェ　２５角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エク
シィズ

大理石　イルモザイコ トラベルチーノノーチェ　２５角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022574
天然大理石 イルモザイコ　トラベルチーノノーチェ　５０角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エク
シィズ

大理石　イルモザイコ トラベルチーノノーチェ　５０角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022576 天然大理石 イルモザイコ　ジャロ　２５角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　イルモザイコ ジャロ　２５角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022578 天然大理石 イルモザイコ　ジャロ　５０角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　イルモザイコ ジャロ　５０角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022580 天然大理石 イルモザイコ　ローザアンティコ　２５角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　イルモザイコ ローザアンティコ　２５角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石
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天然石（規格品）【公表価格】 2201022582 天然大理石 イルモザイコ　ローザアンティコ　５０角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　イルモザイコ ローザアンティコ　５０角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022584 天然大理石 イルモザイコ　ビアンコカララ　２５角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　イルモザイコ ビアンコカララ　２５角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022586 天然大理石 イルモザイコ　ビアンコカララ　５０角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　イルモザイコ ビアンコカララ　５０角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022588
天然大理石 イルモザイコ　グリジオバルディグリオ　２５角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エク
シィズ

大理石　イルモザイコ グリジオバルディグリオ　２５角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022590
天然大理石 イルモザイコ　グリジオバルディグリオ　５０角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エク
シィズ

大理石　イルモザイコ グリジオバルディグリオ　５０角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022592 天然大理石 イルモザイコ　ネロ　２５角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　イルモザイコ ネロ　２５角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201022594 天然大理石 イルモザイコ　ネロ　５０角（裏ネット貼り） 縦３０２×幅３０２×厚１１ｍｍ エクシィズ 大理石　イルモザイコ ネロ　５０角 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201031002 天然大谷石 大谷石　五六石（荒目一級品） 縦９００×幅１８０×厚１５０ｍｍ 大谷石材協同組合 大谷石　五六石（荒目一級品） ９００×１８０×１５０ｍｍ 本 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201031004 天然大谷石 大谷石　五七石（荒目一級品） 縦９００×幅２１０×厚１５０ｍｍ 大谷石材協同組合 大谷石　五七石（荒目一級品） ９００×２１０×１５０ｍｍ 本 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201031006 天然大谷石 大谷石　五十石（荒目一級品） 縦９００×幅３００×厚１５０ｍｍ 大谷石材協同組合 大谷石　五十石（荒目一級品） ９００×３００×１５０ｍｍ 本 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201031008 天然大谷石 大谷石　五七石（細目一級品） 縦９００×幅２１０×厚１５０ｍｍ 大谷石材協同組合 大谷石　五七石（細目一級品） ９００×２１０×１５０ｍｍ 本 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201031010 天然大谷石 大谷石　五十石（細目一級品） 縦９００×幅３００×厚１５０ｍｍ 大谷石材協同組合 大谷石　五十石（細目一級品） ９００×３００×１５０ｍｍ 本 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201111002
天然石灰岩 ＬＩＭＥ　ＳＴＯＮＥ　モリーノス（水磨き）　スラブ対応可 縦４００×幅４００×厚１５ｍｍ 昭和イン
ペックス

石灰岩　ＬＩＭＥ　ＳＴＯＮＥ モリーノス（水磨き） ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201111004
天然石灰岩 ＬＩＭＥ　ＳＴＯＮＥ　カプリ（水磨き／本磨き）　スラブ対応可 縦４００×幅４００×厚１５ｍｍ 昭和
インペックス

石灰岩　ＬＩＭＥ　ＳＴＯＮＥ カプリ（水磨き　本磨き） ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201111006
天然石灰岩 ＬＩＭＥ　ＳＴＯＮＥ　モカクリーム（水磨き）　スラブ対応可 縦４００×幅４００×厚１５ｍｍ 昭和イ
ンペックス

石灰岩　ＬＩＭＥ　ＳＴＯＮＥ モカクリーム（水磨き） ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201111008
天然石灰岩 ＬＩＭＥ　ＳＴＯＮＥ　オアシスブルー（水磨き）　スラブ対応可 縦４００×幅４００×厚１５ｍｍ 昭和
インペックス

石灰岩　ＬＩＭＥ　ＳＴＯＮＥ オアシスブルー（水磨き） ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201111010
天然石灰岩 ＬＩＭＥ　ＳＴＯＮＥ　オアシスベージュ（水磨き）　スラブ対応可 縦４００×幅４００×厚１５ｍｍ 昭
和インペックス

石灰岩　ＬＩＭＥ　ＳＴＯＮＥ オアシスベージュ（水磨き） ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201041002 天然鉄平石 鉄平石　３００角　割肌 約縦３００×幅３００×約厚１０～２５ｍｍ 名古屋モザイク工業 鉄平石 ３００角　割肌 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石
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天然石（規格品）【公表価格】 2201041004 天然鉄平石 鉄平石　３００×１５０角　割肌 約縦１５０×幅３００×約厚１０～２５ｍｍ 名古屋モザイク工業 鉄平石 ３００×１５０角　割肌 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201041006
天然鉄平石 鉄平石　コバ　３００×７０ボーダー　割肌 約縦７０×幅３００×約厚２５～３５ｍｍ 名古屋モザイク工
業

鉄平石　コバ ３００×７０ボーダー　割肌 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

天然石（規格品）【公表価格】 2201041008 天然鉄平石 鉄平石　乱形　割肌 約厚１０～２５ｍｍ 名古屋モザイク工業 鉄平石 乱形　割肌 ｍ２ 999 × ○ 2201 天然石

タイル【公表価格】 2303023026
内装床タイル 磁器質／無釉 ミラビビッド　ＭＶ４００－Ｐ４２００Ａ ４００ｍｍ角平 ３９８×３９８×１０．５ｍ
ｍ ＫＹタイル

ミラビビッド ＭＶ４００－Ｐ４２００Ａ ｍ２ 999 × ○ 2303 内装タイル

タイル【公表価格】 2303023034
内装床タイル 磁器質／無釉 ミラビビッド　ＭＶ４００－Ａ８０４ ４００ｍｍ角平 ３９８×３９８×１０ｍｍ ＫＹタ
イル

ミラビビッド ＭＶ４００－Ａ８０４ ｍ２ 999 × ○ 2303 内装タイル

タイル【公表価格】 2303023036
内装床タイル 磁器質／無釉 ミラビビッド　ＭＶ４００－Ｃ８０５Ａ ４００ｍｍ角平 ３９８×３９８×１０．５ｍｍ
ＫＹタイル

ミラビビッド ＭＶ４００－Ｃ８０５Ａ ｍ２ 999 × ○ 2303 内装タイル

タイル【公表価格】 2303023050
内装床タイル 磁器質／施釉 メタルウッド　ＭＷ－１２０１　ＩＲＩＤＩＯ ６００×３００ｍｍ角平 ６００×２９
９．４×９ｍｍ ＫＹタイル

メタルウッド ＭＷ－１２０１ ｍ２ 999 × ○ 2303 内装タイル

タイル【公表価格】 2303023052
内装床タイル 磁器質／施釉 メタルウッド　ＭＷ－１２０２　ＡＲＧＥＮＴＯ ６００×３００ｍｍ角平 ６００×２９
９．４×９ｍｍ ＫＹタイル

メタルウッド ＭＷ－１２０２ ｍ２ 999 × ○ 2303 内装タイル

タイル【公表価格】 2303023054
内装床タイル 磁器質／施釉 メタルウッド　ＭＷ－１２０３　ＰＩＯＭＢＯ ６００×３００ｍｍ角平 ６００×２９
９．４×９ｍｍ ＫＹタイル

メタルウッド ＭＷ－１２０３ ｍ２ 999 × ○ 2303 内装タイル

タイル【公表価格】 2303023056
内装床タイル 磁器質／施釉 メタルウッド　ＭＷ－１２０４　ＳＩＬＣＩＯ ６００×３００ｍｍ角平 ６００×２９
９．４×９ｍｍ ＫＹタイル

メタルウッド ＭＷ－１２０４ ｍ２ 999 × ○ 2303 内装タイル

タイル【公表価格】 2303023058
内装床タイル 磁器質／施釉 メタルウッド　ＭＷ－１２０５　ＢＲＯＮＺＯ ６００×３００ｍｍ角平 ６００×２９
９．４×９ｍｍ ＫＹタイル

メタルウッド ＭＷ－１２０５ ｍ２ 999 × ○ 2303 内装タイル

タイル【公表価格】 2301032030
外装床タイル 磁器質／無釉 セルボ　ＳＢＫＡ１２０ ２００×１００ｍｍ角タレ付階段 （９２＋３０）×１９２×１
０ｍｍ ＫＹタイル

セルボ ＳＢＫＡ１２０ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301032034
外装床タイル 磁器質／無釉 スターコート　ＡＣＳ１００ １００角スロープ ９２×９２×（９＋１．５）ｍｍ ＫＹタ
イル

スターコート ＡＣＳ１００　１００角スロープ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301032036
外装床タイル 磁器質／無釉 スターコート　ＡＣＳ１５０ １５０角スロープ １４２×１４２×（１０＋１．５）ｍｍ
ＫＹタイル

スターコート ＡＣＳ１５０　１５０角スロープ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301033026
外装床タイル 磁器質／無釉 グラニオン　スロープ床タイル １５０角平 １４４×１４４ｍｍ　厚１２＋０．７ｍｍ ダ
ントー

グラニオン １５０角平　厚１２＋０．７ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301033028
外装床タイル 磁器質／無釉 グラニオン　スロープ床タイル １００角平ユニット ９４×９４ｍｍ　厚１２＋０．７ｍ
ｍ ダントー

グラニオン １００角平ユニット ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301033034
外装床タイル 磁器質／無釉 クイーンフロアー　スロープ床タイル １５０角平 １４２×１４２ｍｍ　厚８＋０．７ｍ
ｍ ダントー

クイーンフロアー １５０角平 ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301033038
外装床タイル 磁器質／無釉 クイーンフロアー　スロープ床タイル １００角平ユニット ９２×９２ｍｍ　厚８＋０．
７ｍｍ ダントー

クイーンフロアー １００角平ユニット ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル
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タイル【公表価格】 2301013060
外装壁タイル 磁器質／無釉 アリアルボーダー　ＡＲＩ２０ＦＮ－１０・３０・５０ ２５０×２０　ボーダー割面・平
面ミックス ２５０×２０ｍｍ　厚１１ｍｍ 名古屋モザイク工業

アリアルボーダー ＡＲＩ２０ＦＮ１０・３０・５０ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301013062
外装壁タイル 磁器質／無釉 アリアルボーダー　ＡＲＩ７５－１０・３０・５０ ７５角割面 ７２×７２ｍｍ　厚１１
ｍｍ 名古屋モザイク工業

アリアルボーダー ＡＲＩ７５－１０・３０・５０ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301013008
外装壁タイル 磁器質／無釉 アリアルボーダー　ＡＲＩ２０Ｓ－１０・３０・５０ ２５０×２０ボーダー割面 ２５０
×２０ｍｍ　厚１１ｍｍ・１５ｍｍ 名古屋モザイク工業

アリアルボーダー ＡＲＩ２０Ｓ－１０・３０・５０ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014008
外装壁タイル 磁器質／無釉 ラインバー　Ａ　ＲＡＢ－Ｒ１～６ ボーダー（ユニット） ２３０×２３×１３ｍｍ ニッ
タイ工業

ラインバー Ａ　ＲＡＢ－Ｒ１～６ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014010
外装壁タイル 磁器質／無釉 ラインバー　Ｂ　ＲＡＢ－Ｒ００ ボーダー（ユニット） ２３０×２３×１３ｍｍ ニッタ
イ工業

ラインバー Ｂ　ＲＡＢ－Ｒ００ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014012
外装壁タイル 磁器質／無釉 ラインバー　Ｂ　ＲＡＢ－Ｒ１０ ボーダー（ユニット） ２３０×２３×１３ｍｍ ニッタ
イ工業

ラインバー Ｂ　ＲＡＢ－Ｒ１０ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014014
外装壁タイル 磁器質／無釉 ラインバー　Ａ　ＲＡＢ－Ｒ１～６Ｍ ボーダー曲り（ユニット）（接着） （１３５＋８
０）×２３ｍｍ ニッタイ工業

ラインバー Ａ　ＲＡＢ－Ｒ１～６Ｍ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014016
外装壁タイル 磁器質／無釉 ラインバー　Ｂ　ＲＡＢ－Ｒ００Ｍ ボーダー曲り（ユニット）（接着） （１３５＋８
０）×２３ｍｍ ニッタイ工業

ラインバー Ｂ　ＲＡＢ－Ｒ００Ｍ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014018
外装壁タイル 磁器質／無釉 ラインバー　Ｂ　ＲＡＢ－Ｒ１０Ｍ ボーダー曲り（ユニット）（接着） （１３５＋８
０）×２３ｍｍ ニッタイ工業

ラインバー Ｂ　ＲＡＢ－Ｒ１０Ｍ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014026
外装壁タイル 磁器質／無釉 漣～さざなみ～　ＳＺ－２－１０～３０ ボーダー（ユニット） ２３０×１５×１５～１
９ｍｍ ニッタイ工業

漣 ＳＺ－２－１０～３０ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014028
外装壁タイル 磁器質／無釉 漣～さざなみ～　ＳＺ－１Ｍ－１０～３０ ボーダー曲り（接着）（ユニット） 内寸（１
１９＋６１）×１５ｍｍ ニッタイ工業

漣 ＳＺ－１Ｍ－１０～３０ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014030
外装壁タイル 磁器質／無釉 モダンスクウェアⅡ　ＭＳＱ－７５Ｎ－１０１，３０１，５０１ 平（７５角）（ユニッ
ト） ７２×７２×１１ｍｍ ニッタイ工業

モダンスクウェア２ ＭＳＱ－７５Ｎ－１０１ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014032
外装壁タイル 磁器質／無釉 モダンスクウェアⅡ　ＭＳＱ－７５ＮＭ－１０１，３０１，５０１ ７５角曲り（接着）
（ユニット） 内寸（６４＋６４）×７２ｍｍ ニッタイ工業

モダンスクウェア２ ＭＳＱ－７５ＮＭ－１０１ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014186
外装壁タイル 磁器質／施釉 ラインスクウェア　ＬＳＱ－４５－１０～４０ 平（５０角）（ユニット） ４５×４５×
７ｍｍ ニッタイ工業

ラインスクウェア ＬＳＱ－４５－１０～４０ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014034
外装壁タイル 磁器質／施釉 ラインスクウェア　ＬＳＱ－４５Ｍ－１０～４０ ５０角曲り（ユニット） （４５＋４
５）×４５ｍｍ ニッタイ工業

ラインスクウェア ＬＳＱ－４５Ｍ－１０～４０ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014042
外装壁タイル せっ器質／無釉 上弦壁　ＪＧＨ－６－１０～４０ ボーダー ２２７×４０×１８（１３）ｍｍ ニッタイ
工業

上弦壁 ＪＧＨ－６－１０～４０ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014044
外装壁タイル せっ器質／無釉 上弦壁　ＪＧＨ－６Ｈ－１０～４０ ボーダー曲り（接着） 内寸（１５３×３８．５）
×４０ｍｍ ニッタイ工業

上弦壁 ＪＧＨ－６Ｈ－１０～４０ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014046
外装壁タイル せっ器質／無釉 スクラッチスクウェア　ＳＫＳ－１０Ｂ－１０～５０ 平（９２角） ９２×９２×１１
ｍｍ ニッタイ工業

スクラッチスクウェア ＳＫＳ－１０Ｂ－１０～５０ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル
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タイル【公表価格】 2301014048
外装壁タイル せっ器質／無釉 スクラッチスクウェア　ＳＫＳ－１０Ｍ－１０～５０ ９２角等辺曲り（接着） （９２
＋９２）×９２ｍｍ ニッタイ工業

スクラッチスクウェア ＳＫＳ－１０Ｍ－１０～５０ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014050
外装壁タイル せっ器質／無釉 レガティー（接着剤張り工法）　ＬＧＲ－２－２２０～２６０ 二丁掛平 ２２７×６０
×１１ｍｍ ニッタイ工業

レガティー ＬＧＲ－２－２２０～２６０ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014052
外装壁タイル せっ器質／無釉 レガティー（接着剤張り工法）　ＬＧＲ－２Ｈ－２２０～２６０ 標準曲り（接着）
（１６８＋５０）×６０ｍｍ ニッタイ工業

レガティー ＬＧＲ－２Ｈ－２２０～２６０ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014170
外装壁タイル せっ器質／無釉 ネオナイン（接着剤張り工法）　ＮＮ－２－０１～１１０ 二丁掛平（フラット面） ２
２７×６０×９．５ｍｍ ニッタイ工業

ネオナイン ＮＮ－２－０１～１１０ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014172
外装壁タイル せっ器質／無釉 ネオナイン（接着剤張り工法）　ＮＮ－２Ｈ－０１～１１０ 標準曲り（フラット面）
（接着） （１６８＋５０）×６０ｍｍ ニッタイ工業

ネオナイン ＮＮ－２Ｈ－０１～１１０ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014174
外装壁タイル せっ器質／無釉 ブリザード（接着剤張り工法）　ＺＲ－２２－ＲＷ～ＲＢＫ 二丁掛平 ２２７×６０×
１２ｍｍ ニッタイ工業

ブリザード ＺＲ－２２－ＲＷ～ＲＢＫ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014176
外装壁タイル せっ器質／無釉 ブリザード（接着剤張り工法）　ＺＲ－２２Ｈ－ＲＷ～ＲＢＫ 標準曲り（接着） （１
６８＋５０）×６０ｍｍ ニッタイ工業

ブリザード ＺＲ－２２Ｈ－ＲＷ～ＲＢＫ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014178
外装壁タイル せっ器質／無釉 ブリザードフラット１７（接着剤張り工法）　ＺＲＦ－２－ＲＷ～ＲＢＫ 二丁掛平 ２
２７×６０×１７ｍｍ ニッタイ工業

ブリザードフラット１７ ＺＲＦ－２－ＲＷ～ＲＢＫ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014180
外装壁タイル せっ器質／無釉 ブリザードフラット１７（接着剤張り工法）　ＺＲＦ－２Ｈ－ＲＷ～ＲＢＫ 標準曲り
（接着） （１６８＋５０）×６０ｍｍ ニッタイ工業

ブリザードフラット１７ ＺＲＦ－２Ｈ－ＲＷ～ＲＢＫ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014182
外装壁タイル せっ器質／無釉 窯艶彩（接着剤張り工法）　ＹＥＳ－６－１０～４０ ボーダー ２２７×４０×１１／
１３ｍｍ ニッタイ工業

窯艶彩 ＹＥＳ－６－１０～４０ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014184
外装壁タイル せっ器質／無釉 窯艶彩（接着剤張り工法）　ＹＥＳ－６Ｈ－１０～４０ ボーダー曲り（接着） 内寸
（１５５＋３７）×４０ｍｍ ニッタイ工業

窯艶彩 ＹＥＳ－６Ｈ－１０～４０ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014188
外装壁タイル せっ器質／無釉 セラピアライト　ＣＬ－２－０５～９２ 二丁掛平 ２２６×７３×１２ｍｍ ニッタイ工
業

セラピアライト ＣＬ－２－０５～９２ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014190
外装壁タイル せっ器質／無釉 セラピアライト　ＣＬ－２Ｔ－０５～９２ 縦張用平 ２１３×７４×１４ｍｍ ニッタイ
工業

セラピアライト ＣＬ－２Ｔ－０５～９２ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014192
外装壁タイル せっ器質／無釉 セラピアライト　ＣＬ－２ＨＲ－０５～９２ 標準曲り（右）（接着） （１６４＋５
０）×７３ｍｍ ニッタイ工業

セラピアライト ＣＬ－２ＨＲ－０５～９２ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014194
外装壁タイル せっ器質／無釉 セラピアライト　ＣＬ－２ＨＬ－０５～９２ 標準曲り（左）（接着） （１６４＋５
０）×７３ｍｍ ニッタイ工業

セラピアライト ＣＬ－２ＨＬ－０５～９２ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014196
外装壁タイル せっ器質／無釉 セラピアライトⅡ　ＣＬＦ－２－００～１０５ 二丁掛平 ２２６×７３×１２ｍｍ ニッ
タイ工業

セラピアライト２ ＣＬＦ－２－００～１０５ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014198
外装壁タイル せっ器質／無釉 セラピアライトⅡ　ＣＬＦ－２Ｔ－００～１０５ 縦張用平 ２１３×７４×１４ｍｍ
ニッタイ工業

セラピアライト２ ＣＬＦ－２Ｔ－００～１０５ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014200
外装壁タイル せっ器質／無釉 セラピアライトⅡ　ＣＬＦ－２ＨＲ－００～１０５ 標準曲り（右）（接着） （１６４
＋５０）×７３ｍｍ ニッタイ工業

セラピアライト２ ＣＬＦ－２ＨＲ－００～１０５ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル
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タイル【公表価格】 2301014202
外装壁タイル せっ器質／無釉 セラピアライトⅡ　ＣＬＦ－２ＨＬ－００～１０５ 標準曲り（左）（接着） （１６４
＋５０）×７３ｍｍ ニッタイ工業

セラピアライト２ ＣＬＦ－２ＨＬ－００～１０５ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014204
外装壁タイル せっ器質／無釉 レガクラッシュ　ＬＣＲ－２－１０～４０ 二丁掛平 ２２６×７３×１２ｍｍ ニッタイ
工業

レガクラッシュ ＬＣＲ－２－１０～４０ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014206
外装壁タイル せっ器質／無釉 レガクラッシュ　ＬＣＲ－２Ｔ－１０～４０ 縦張用平 ２１３×７４×１４ｍｍ ニッタ
イ工業

レガクラッシュ ＬＣＲ－２Ｔ－１０～４０ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014208
外装壁タイル せっ器質／無釉 レガクラッシュ　ＬＣＲ－２ＨＲ－１０～４０ 標準曲り（右）（接着） （１６４＋５
０）×７３ｍｍ ニッタイ工業

レガクラッシュ ＬＣＲ－２ＨＲ－１０～４０ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301014210
外装壁タイル せっ器質／無釉 レガクラッシュ　ＬＣＲ－２ＨＬ－１０～４０ 標準曲り（左）（接着） （１６４＋５
０）×７３ｍｍ ニッタイ工業

レガクラッシュ ＬＣＲ－２ＨＬ－１０～４０ ｍ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301034010
外装床タイル 磁器質／無釉 セシオン　ＳＥ－０９４Ｎ／ＳＢ－１～１２ スロープ面　スロープＢ１００ユニット ９
４×９４×１０（１１．５）ｍｍ ニッタイ工業

セシオン ＳＥ－０９４Ｎ／ＳＢ－１～１２ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301034012
外装床タイル 磁器質／無釉 セシオン　ＳＥ－１４４／ＳＢ－１～１２ スロープ面　スロープＢ１５０ １４４×１４
４×１０（１１．５）ｍｍ ニッタイ工業

セシオン ＳＥ－１４４／ＳＢ－１～１２ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

タイル【公表価格】 2301034502 外装床タイル 磁器質／無釉 ホームラン ３００ｍｍ角平 ３００×３００ｍｍ厚７．５ｍｍ 丸英 ホームラン ３００ｍｍ角平　厚７．５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2301 外装タイル

屋根仕上材【公表価格】 2503035008
屋根仕上材 スレート系 レイシャスグラッサ 働き寸法　長９１０×幅１８２ｍｍ　２０（枚／３．３ｍ２） ケイ
ミュー

レイシャスグラッサ Ｌ９１０×Ｗ１８２ｍｍ 枚 999 × ○ 2503 スレート

屋根仕上材【公表価格】 2503035028
屋根仕上材 スレート系 セイバリーグランデグラッサ 働き寸法　長９１０×幅１８２ｍｍ　２０（枚／３．３ｍ２）
ケイミュー

セイバリーグランデグラッサ Ｌ９１０×Ｗ１８２ｍｍ 枚 999 × ○ 2503 スレート

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054002 トップライト（採光屋根） 大型建築物用 アークライト　ステンカラー 中低層用　２１ｍ以下用 白水興産 アークライト　ステンカラー 中低層用　２１ｍ以下用 ｍ２ 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054518
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－２６００Ｍ 幅１，５００×長２，２０
０ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－２６００Ｍ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054520
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－２９００Ｍ 幅１，６５０×長２，２０
０ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－２９００Ｍ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054522
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－３１００Ｍ 幅１，７５０×長２，２０
０ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－３１００Ｍ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054524
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－３５００Ｍ 幅１，９５０×長２，２０
０ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－３５００Ｍ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054526
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－３７００Ｍ 幅２，０５０×長２，２０
０ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－３７００Ｍ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054528
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－４１００Ｍ 幅２，２００×長２，２５
０ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－４１００Ｍ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054530
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－４５００Ｍ 幅２，２００×長２，４５
０ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　プレート形 ＳＨ－４５００Ｍ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材
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トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054538
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　採光形 ＳＨ－２６００Ｇ１ 幅１，５００×長２，２００
ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　採光形 ＳＨ－２６００Ｇ１ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054540
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　採光形 ＳＨ－２９００Ｇ１ 幅１，６５０×長２，２００
ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　採光形 ＳＨ－２９００Ｇ１ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054542
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　採光形 ＳＨ－３１００Ｇ１ 幅１，７５０×長２，２００
ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　採光形 ＳＨ－３１００Ｇ１ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054544
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　採光形 ＳＨ－３５００Ｇ１ 幅１，９５０×長２，２００
ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　採光形 ＳＨ－３５００Ｇ１ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054546
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　採光形 ＳＨ－３７００Ｇ１ 幅２，０５０×長２，２００
ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　採光形 ＳＨ－３７００Ｇ１ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054548
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　採光形 ＳＨ－４１００Ｇ１ 幅２，２００×長２，２５０
ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　採光形 ＳＨ－４１００Ｇ１ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054550
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 スモークハッチ　採光形 ＳＨ－４５００Ｇ１ 幅２，２００×長２，４５０
ｍｍ 鎌倉製作所

スモークハッチ　採光形 ＳＨ－４５００Ｇ１ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054558
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－２６００ＧＰ 幅１，５００×長２，２０
０ｍｍ 鎌倉製作所

ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－２６００ＧＰ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054560
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－２９００ＧＰ 幅１，６５０×長２，２０
０ｍｍ 鎌倉製作所

ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－２９００ＧＰ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054562
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－３１００ＧＰ 幅１，７５０×長２，２０
０ｍｍ 鎌倉製作所

ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－３１００ＧＰ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054564
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－３５００ＧＰ 幅１，９５０×長２，２０
０ｍｍ 鎌倉製作所

ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－３５００ＧＰ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054566
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－３７００ＧＰ 幅２，０５０×長２，２０
０ｍｍ 鎌倉製作所

ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－３７００ＧＰ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054568
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－４１００ＧＰ 幅２，２００×長２，２５
０ｍｍ 鎌倉製作所

ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－４１００ＧＰ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054570
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－４５００ＧＰ 幅２，２００×長２，４５
０ｍｍ 鎌倉製作所

ペアドームハッチ　採光形 ＳＨ－４５００ＧＰ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054578
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－２６００Ｍ 幅１，５００×長２，２００
ｍｍ 鎌倉製作所

ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－２６００Ｍ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054580
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－９００Ｇ 幅１，０４０×長１，１４０ｍ
ｍ 鎌倉製作所

ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－９００Ｇ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054582
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１６００Ｇ 幅１，０４０×長２，０００
ｍｍ 鎌倉製作所

ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１６００Ｇ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054584
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１３００Ｇ 幅１，５００×長１，５００
ｍｍ 鎌倉製作所

ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１３００Ｇ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材
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トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054586
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－２６００Ｇ 幅１，５００×長２，２００
ｍｍ 鎌倉製作所

ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－２６００Ｇ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054588
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－９００ＧＰ 幅１，０４０×長１，１４０
ｍｍ 鎌倉製作所

ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－９００ＧＰ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054590
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１６００ＧＰ 幅１，０４０×長２，００
０ｍｍ 鎌倉製作所

ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１６００ＧＰ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054592
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１３００ＧＰ 幅１，５００×長１，５０
０ｍｍ 鎌倉製作所

ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－１３００ＧＰ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

トップライト（採光屋根）【公表価格】 2509054594
トップライト（採光屋根） 大型建築物用 ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－２６００ＧＰ 幅１，５００×長２，２０
０ｍｍ 鎌倉製作所

ステンレス製ハッチ ＳＨｓｕｓ－２６００ＧＰ 組 999 × ○ 2509 特殊屋根材

雨どい【公表価格】 2601010436
雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１　５０ｍｍ φ６０．５×長３，０００×厚０．６ｍｍ カネ
ソウ

ステンレスたてとい　ＰＳ－１ ６０．５×３０００×０．６ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010438
雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１　５０ｍｍ φ６０．５×長１，０００×厚０．６ｍｍ カネ
ソウ

ステンレスたてとい　ＰＳ－１ ６０．５×１０００×０．６ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010440
雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１　７５ｍｍ φ８９．１×長３，０００×厚０．８ｍｍ カネ
ソウ

ステンレスたてとい　ＰＳ－１ ８９．１×３０００×０．８ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010442
雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１　７５ｍｍ φ８９．１×長１，０００×厚０．８ｍｍ カネ
ソウ

ステンレスたてとい　ＰＳ－１ ８９．１×１０００×０．８ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010444
雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１　１００ｍｍ φ１１４．３×長３，０００×厚０．８ｍｍ
カネソウ

ステンレスたてとい　ＰＳ－１ １１４．３×３０００×０．８ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010446
雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１　１００ｍｍ φ１１４．３×長１，０００×厚０．８ｍｍ
カネソウ

ステンレスたてとい　ＰＳ－１ １１４．３×１０００×０．８ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010448
雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１　１２５ｍｍ φ１３９．８×長４，０００×厚１．０ｍｍ
カネソウ

ステンレスたてとい　ＰＳ－１ １３９．８×４０００×１．０ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010450
雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１　１２５ｍｍ φ１３９．８×長３，０００×厚１．０ｍｍ
カネソウ

ステンレスたてとい　ＰＳ－１ １３９．８×３０００×１．０ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010452
雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１　１２５ｍｍ φ１３９．８×長１，０００×厚１．０ｍｍ
カネソウ

ステンレスたてとい　ＰＳ－１ １３９．８×１０００×１．０ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010454
雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１　１５０ｍｍ φ１６５．２×長４，０００×厚１．２ｍｍ
カネソウ

ステンレスたてとい　ＰＳ－１ １６５．２×４０００×１．２ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010456
雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１　１５０ｍｍ φ１６５．２×長３，０００×厚１．２ｍｍ
カネソウ

ステンレスたてとい　ＰＳ－１ １６５．２×３０００×１．２ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010458
雨どい（塩ビ製・金属製） ステンレスたてとい ＰＳ－１　１５０ｍｍ φ１６５．２×長１，０００×厚１．２ｍｍ
カネソウ

ステンレスたてとい　ＰＳ－１ １６５．２×１０００×１．２ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601012622 雨どい（塩ビ製・金属製） くさりといＡ型Ⅱ ＧＵ１９ ２，９５９ｍｍ（本体＝２８ケ連結） 積水化学工業 くさりといＡ型２ ＧＵ１９　２９５９ｍｍ セット 999 × ○ 2601 雨どい
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雨どい【公表価格】 2601012624 雨どい（塩ビ製・金属製） 鎖といアダプター ＰＦ７５ Ｙ６０Ｈ 積水化学工業 鎖といアダプター ＰＦ７５　Ｙ６０Ｈ 個 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601012620 雨どい（塩ビ製・金属製） 鎖といアダプターＫ式 ＧＦ１８ ６０ 積水化学工業 鎖といアダプターＫ式 ＧＦ１８ 個 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010286
雨どい（塩ビ製・金属製） シェイプリーライン ＴＲＵ７５ 軒どい（住宅用） 底幅８２×前高７５×長３，６００ｍ
ｍ　梱包数１５／本 タキロンシーアイ

シェイプリーライン ＴＲＵ７５　軒どい（住宅用） 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010288
雨どい（塩ビ製・金属製） シェイプリーライン ＴＲＵ１１０ 軒どい（住宅用） 底幅１００×前高１１０×長３，６
００ｍｍ　梱包数１０／本 タキロンシーアイ

シェイプリーライン ＴＲＵ１１０　軒どい（住宅用） 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601011012 雨どい（塩ビ製・金属製） シェイプリーライン ＴＲ７５ 止まり 梱包数５０／個 タキロンシーアイ シェイプリーライン ＴＲ７５　止まり 個 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601011014 雨どい（塩ビ製・金属製） シェイプリーライン ＴＲ１１０ 止まり 梱包数５０／個 タキロンシーアイ シェイプリーライン ＴＲ１１０　止まり 個 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601011448 雨どい（塩ビ製・金属製） シェイプリーライン ＴＲ７５ 角軒継手 梱包数５０／個 タキロンシーアイ シェイプリーライン ＴＲ７５　角軒継手 個 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601011456 雨どい（塩ビ製・金属製） シェイプリーライン ＴＲ１１０ 角軒継手 梱包数５０／個 タキロンシーアイ シェイプリーライン ＴＲ１１０　角軒継手 個 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010292 雨どい（塩ビ製・金属製） 大型角どい（前上り） 角軒どい２００ 梱包数４／本 タキロンシーアイ 大型角どい（前上り） 角軒どい２００ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601011022 雨どい（塩ビ製・金属製） 大型角どい（前上り） 角止り１３５ 梱包数４０／個 タキロンシーアイ 大型角どい（前上り） 角止り１３５ 個 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601011024 雨どい（塩ビ製・金属製） 大型角どい（前上り） 角止り１６５ 梱包数４０／個 タキロンシーアイ 大型角どい（前上り） 角止り１６５ 個 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601011026 雨どい（塩ビ製・金属製） 大型角どい（前上り） 角止り２００ 梱包数３０／個 タキロンシーアイ 大型角どい（前上り） 角止り２００ 個 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601011464 雨どい（塩ビ製・金属製） 大型角どい（前上り） 角軒継手１３５ 梱包数５０／個 タキロンシーアイ 大型角どい（前上り） 角軒継手１３５ 個 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601011466 雨どい（塩ビ製・金属製） 大型角どい（前上り） 角軒継手１６５ 梱包数３０／個 タキロンシーアイ 大型角どい（前上り） 角軒継手１６５ 個 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601011468 雨どい（塩ビ製・金属製） 大型角どい（前上り） 角軒継手２００ 梱包数２５／個 タキロンシーアイ 大型角どい（前上り） 角軒継手２００ 個 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601012602 雨どい（塩ビ製・金属製） くさりどい Ａくさり１型Ｓ 梱包数５／セット タキロンシーアイ くさりどい Ａくさり１型Ｓ セット 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601012604 雨どい（塩ビ製・金属製） くさりどい １型用集水器（大） 梱包数２０ タキロンシーアイ くさりどい １型用集水器（大） 個 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601012608 雨どい（塩ビ製・金属製） くさりどい用おもり 梱包数１０ タキロンシーアイ くさりどい用おもり 梱包数１０ 個 999 × ○ 2601 雨どい
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雨どい【公表価格】 2601010460
雨どい（塩ビ製・金属製） ビルステン丸たてとい ＳＧ－２０７ φ６０ 厚０．６×長４，０００ｍｍ　梱包数／３本
タニタハウジングウェア

ビルステン丸たてとい ＳＧ－２０７　φ６０ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010462
雨どい（塩ビ製・金属製） ビルステン丸たてとい ＳＧ－２０３ φ１０５ 厚０．６×長４，０００ｍｍ　梱包数／３
本 タニタハウジングウェア

ビルステン丸たてとい ＳＧ－２０３　φ１０５ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010464
雨どい（塩ビ製・金属製） ビルステン丸たてとい ＳＧ－２０１ φ１５０ 厚１．２×長４，０００ｍｍ　梱包数／１
本 タニタハウジングウェア

ビルステン丸たてとい ＳＧ－２０１　φ１５０ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010300
雨どい（塩ビ製・金属製） デカノキ軒とい ＳＧ－１２２ 角１２号 厚０．６×長４，０００ｍｍ　梱包数／２本 タニ
タハウジングウェア

デカノキ軒とい ＳＧ－１２２　角１２号 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010304
雨どい（塩ビ製・金属製） レクステン軒とい ＳＧ－３００３ Ｒ６号 厚０．４×長３，６４０ｍｍ　梱包数／６本 タ
ニタハウジングウェア

レクステン軒とい ＳＧ－３００３　Ｒ６号 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010468
雨どい（塩ビ製・金属製） レクステン丸たてとい ＳＧ－３０１７ φ６０ 厚０．４×長１，８２０ｍｍ　梱包数／１
０本 タニタハウジングウェア

レクステン丸たてとい ＳＧ－３０１７　φ６０ 本 999 × ○ 2601 雨どい

雨どい【公表価格】 2601010470
雨どい（塩ビ製・金属製） レクステン丸たてとい ＳＧ－３０２０ φ７５ 厚０．４×長１，８２０ｍｍ　梱包数／１
０本 タニタハウジングウェア

レクステン丸たてとい ＳＧ－３０２０　φ７５ 本 999 × ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601021602 とい受金物 正面打（受）角どい受金物 １２０ｍｍ×１２０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　正面打ち １２０×１２０鉄（亜鉛メッキ） 個 999 × ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601021604 とい受金物 正面打（受）角どい受金物 １５０ｍｍ×１５０ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　正面打ち １５０×１５０鉄（亜鉛メッキ） 個 999 × ○ 2601 雨どい

とい受金物 2601021606 とい受金物 正面打（受）角どい受金物 ２００ｍｍ×１６５ｍｍ 鉄（亜鉛めっき） とい受金物　正面打ち ２００×１６５鉄（亜鉛メッキ） 個 999 × ○ 2601 雨どい

階段用ノンスリップ 2609018005 階段用ノンスリップ フラットエンド加工 ステンレス製 階段用ノンスリップ フラットエンド加工ステンレス製 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ 2609018010 階段用ノンスリップ フラットエンド加工 ビニル製 階段用ノンスリップ フラットエンド加工　ビニル製 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ 2609018015 階段用ノンスリップ 埋込工法足金物 ステンレス製 階段用ノンスリップ 埋込工法足金物　ステンレス製 ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015002 階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｓ－１０００ 黒 幅１，０４０×長２５５ｍｍ　ゴム被覆 アースワーク 焼付階段ゴムマット Ｓ－１０００　黒 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015004
階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｓ－１０００ グレー・茶 幅１，０４０×長２５５ｍｍ　ゴム被覆 アース
ワーク

焼付階段ゴムマット Ｓ－１０００　グレー・茶 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015006 階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｍ－１２００ 黒 幅１，２００×長２６０ｍｍ　ゴム被覆 アースワーク 焼付階段ゴムマット Ｍ－１２００　黒 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015008
階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｍ－１２００ グレー・茶 幅１，２００×長２６０ｍｍ　ゴム被覆 アース
ワーク

焼付階段ゴムマット Ｍ－１２００　グレー・茶 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015010 階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｔ－９００ 黒 幅９００×長２６０ｍｍ　ゴム被覆 アースワーク 焼付階段ゴムマット Ｔ－９００　黒 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品
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階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015012 階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｔ－９００ グレー・茶 幅９００×長２６０ｍｍ　ゴム被覆 アースワーク 焼付階段ゴムマット Ｔ－９００　グレー・茶 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015014 階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｍ－９００ 黒 幅９００×長２６０ｍｍ　ゴム被覆 アースワーク 焼付階段ゴムマット Ｍ－９００　黒 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015016 階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｍ－９００ グレー・茶 幅９００×長２６０ｍｍ　ゴム被覆 アースワーク 焼付階段ゴムマット Ｍ－９００　グレー・茶 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015018 階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｓ－７５０ 黒 幅７５０×長２６０ｍｍ　ゴム被覆 アースワーク 焼付階段ゴムマット Ｓ－７５０　黒 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015020 階段用ノンスリップ 焼付階段ゴムマット Ｓ－７５０ グレー・茶 幅７５０×長２６０ｍｍ　ゴム被覆 アースワーク 焼付階段ゴムマット Ｓ－７５０　グレー・茶 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015022
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＭＳＢ２９０－１ 黒 厚８～６×幅１，０００×長２９０ｍｍ　ゴム板 アース
ワーク

階段ゴム板マット ＭＳＢ２９０－１　黒 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015024
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＭＳＢ２９０－１ グレー・茶 厚８～６×幅１，０００×長２９０ｍｍ　ゴム
板 アースワーク

階段ゴム板マット ＭＳＢ２９０－１　グレー・茶 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015026
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＭＳＢ２９０－２ 黒 厚８～６×幅１，２５０×長２９０ｍｍ　ゴム板 アース
ワーク

階段ゴム板マット ＭＳＢ２９０－２　黒 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015028
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＭＳＢ２９０－２ グレー・茶 厚８～６×幅１，２５０×長２９０ｍｍ　ゴム
板 アースワーク

階段ゴム板マット ＭＳＢ２９０－２　グレー・茶 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015046
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＬＣＭ３００ 黒 厚８～６×幅１，２７０×長３００ｍｍ　ゴム板 アースワー
ク

階段ゴム板マット ＬＣＭ３００　黒 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015048
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＬＣＭ３００ グレー・茶 厚８～６×幅１，２７０×長３００ｍｍ　ゴム板
アースワーク

階段ゴム板マット ＬＣＭ３００　グレー・茶 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015050
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＬＭ１０００－１ 黒 厚８×幅１，０００×長１，０００ｍｍ　ゴム板　フ
ラット アースワーク

階段ゴム板マット ＯＬＭ１０－０－１　黒 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015052
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＬＭ１０００－１ グレー・茶 厚８×幅１，０００×長１，０００ｍｍ　ゴ
ム板　フラット アースワーク

階段ゴム板マット ＯＬＭ１０－０－１　グレー・茶 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015054
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＬＭ１０００－２ 黒 厚８×幅１，０００×長１，０００ｍｍ　ゴム板　前
ダレ付き アースワーク

階段ゴム板マット ＯＬＭ１０－０－２　黒 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015056
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＬＭ１０００－２ グレー・茶 厚８×幅１，０００×長１，０００ｍｍ　ゴ
ム板　前ダレ付き アースワーク

階段ゴム板マット ＯＬＭ１０－０－２　グレー・茶 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015058
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＭＢ１０００－１ 黒 厚８×幅１，０００×長１，０００ｍｍ　ゴム板　フ
ラット アースワーク

階段ゴム板マット ＯＭＢ１０－０－１　黒 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015060
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＭＢ１０００－１ グレー・茶 厚８×幅１，０００×長１，０００ｍｍ　ゴ
ム板　フラット アースワーク

階段ゴム板マット ＯＭＢ１０－０－１　グレー・茶 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015062
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＭＢ１０００－２ 黒 厚８×幅１，０００×長１，０００ｍｍ　ゴム板　前
ダレ付き アースワーク

階段ゴム板マット ＯＭＢ１０－０－２　黒 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

3712 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015064
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＭＢ１０００－２ グレー・茶 厚８×幅１，０００×長１，０００ｍｍ　ゴ
ム板　前ダレ付き アースワーク

階段ゴム板マット ＯＭＢ１０－０－２　グレー・茶 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015066
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＬＭ１２５０－１ 黒 厚８×幅１，０００×長１，２５０ｍｍ　ゴム板　フ
ラット アースワーク

階段ゴム板マット ＯＬＭ１２５０－１　黒 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015068
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＬＭ１２５０－１ グレー・茶 厚８×幅１，０００×長１，２５０ｍｍ　ゴ
ム板　フラット アースワーク

階段ゴム板マット ＯＬＭ１２５０－１　グレー・茶 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015070
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＬＭ１２５０－２ 黒 厚８×幅１，０００×長１，２５０ｍｍ　ゴム板　前
ダレ付き アースワーク

階段ゴム板マット ＯＬＭ１２５０－２　黒 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015072
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＬＭ１２５０－２ グレー・茶 厚８×幅１，０００×長１，２５０ｍｍ　ゴ
ム板　前ダレ付き アースワーク

階段ゴム板マット ＯＬＭ１２５０－２　グレー・茶 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015074
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＭＢ１２５０－１ 黒 厚８×幅１，０００×長１，２５０ｍｍ　ゴム板　フ
ラット アースワーク

階段ゴム板マット ＯＭＢ１２５０－１　黒 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015076
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＭＢ１２５０－１ グレー・茶 厚８×幅１，０００×長１，２５０ｍｍ　ゴ
ム板　フラット アースワーク

階段ゴム板マット ＯＭＢ１２５０－１　グレー・茶 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015078
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＭＢ１２５０－２ 黒 厚８×幅１，０００×長１，２５０ｍｍ　ゴム板　前
ダレ付き アースワーク

階段ゴム板マット ＯＭＢ１２５０－２　黒 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609015080
階段用ノンスリップ 階段ゴム板マット ＯＭＢ１２５０－２ グレー・茶 厚８×幅１，０００×長１，２５０ｍｍ　ゴ
ム板　前ダレ付き アースワーク

階段ゴム板マット ＯＭＢ１２５０－２　グレー・茶 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016502
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＡ 黒・緑・黄 幅１５０×長６１０ｍｍ　凹凸面用・シマ鋼板用
シート スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＡ　１５０×６１０ｍｍ 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016504
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＢ 黒 幅１４０×長１４０ｍｍ　平面用・エキストラ　シート ス
リーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＢ　１４０×１４０ｍｍ 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016506
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＢ 黒 幅１５０×長６１０ｍｍ　平面用・エキストラ　シート ス
リーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＢ　１５０×６１０ｍｍ 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016508
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＤ 白 幅１５０×長６１０ｍｍ　平面・室内／素足歩行用　シート
スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＤ　１５０×６１０ｍｍ 枚 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016510
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＡ 黒・緑・黄 幅５０ｍｍ×長５ｍ　凹凸面用・シマ鋼板用　ロー
ル スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＡ　５０ｍｍ×５ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016512
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＡ 黒・緑・黄 幅１００ｍｍ×長５ｍ　凹凸面用・シマ鋼板用
ロール スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＡ　１００ｍｍ×５ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016514
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＡ 黒・緑・黄 幅５０ｍｍ×長１８ｍ　凹凸面用・シマ鋼板用
ロール スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＡ　５０ｍｍ×１８ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016516
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＡ 黒・緑・黄 幅１００ｍｍ×長１８ｍ　凹凸面用・シマ鋼板用
ロール スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＡ　１００ｍｍ×１８ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016518
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＡ 黒・緑・黄 幅１５０ｍｍ×長１８ｍ　凹凸面用・シマ鋼板用
ロール スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＡ　１５０ｍｍ×１８ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品
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階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016520
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＡ 黒・緑・黄 幅３０５ｍｍ×長１８ｍ　凹凸面用・シマ鋼板用
ロール スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＡ　３０５ｍｍ×１８ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016522
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＳ－Ｂ 黒・黄 幅５０ｍｍ×長５ｍ　平面用・スタンダード　ロー
ル スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＳ－Ｂ　５０ｍｍ×５ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016524
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＳ－Ｂ 黒・黄 幅１００ｍｍ×長５ｍ　平面用・スタンダード
ロール スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＳ－Ｂ　１００ｍｍ×５ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016526
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＳ－Ｂ 黒・黄・茶 幅１００ｍｍ×長１８ｍ　平面用・スタンダー
ド　ロール スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＳ－Ｂ１００ｍｍ×１８ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016528
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＳ－Ｂ 黒・黄・茶 幅１５０ｍｍ×長１８ｍ　平面用・スタンダー
ド　ロール スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＳ－Ｂ１５０ｍｍ×１８ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016530
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＳ－Ｂ 黒・黄・茶 幅３０５ｍｍ×長１８ｍ　平面用・スタンダー
ド　ロール スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＳ－Ｂ３０５ｍｍ×１８ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016532
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＢ 黒 幅５０ｍｍ×長１８ｍ　平面用・エキストラ　ロール スリー
エムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＢ　黒　５０ｍｍ×１８ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016534
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＢ 黒 幅１００ｍｍ×長１８ｍ　平面用・エキストラ　ロール ス
リーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＢ　黒１００ｍｍ×１８ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016536
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＢ 黒 幅１５０ｍｍ×長１８ｍ　平面用・エキストラ　ロール ス
リーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＢ　黒１５０ｍｍ×１８ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016538
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＢ 黒 幅３０５ｍｍ×長１８ｍ　平面用・エキストラ　ロール ス
リーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＢ　黒３０５ｍｍ×１８ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016540
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＣ グレー 幅５０ｍｍ×長５ｍ　平面・室内・軽歩行用　ロール ス
リーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＣグレー　５０ｍｍ×５ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016542
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＣ グレー 幅１００ｍｍ×長５ｍ　平面・室内・軽歩行用　ロール
スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＣグレー１００ｍｍ×５ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016544
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＣ 黒・グレー 幅１００ｍｍ×長１８ｍ　平面・室内・軽歩行用
ロール スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＣ　１００ｍｍ×１８ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016546
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＣ 黒・グレー 幅１５０ｍｍ×長１８ｍ　平面・室内・軽歩行用
ロール スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＣ　１５０ｍｍ×１８ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016548
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＣ 黒・グレー 幅３０５ｍｍ×長１８ｍ　平面・室内・軽歩行用
ロール スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＣ　３０５ｍｍ×１８ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016550
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＤ 白 幅２０ｍｍ×長５ｍ　平面・室内・素足歩行用　ロール ス
リーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＤ　白　２０ｍｍ×５ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016552
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＤ 白 幅５０ｍｍ×長５ｍ　平面・室内・素足歩行用　ロール ス
リーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＤ　白　５０ｍｍ×５ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

階段用ノンスリップ【公表価格】 2609016554
階段用ノンスリップ セーフティ・ウォーク タイプＤ 白・クリアー 幅３０５ｍｍ×長１８ｍ　平面・室内・素足歩行
用　ロール スリーエムジャパン

セーフティ・ウォーク タイプＤ　３０５ｍｍ×１８ｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

3714 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ピット 2609058005 ピット 受枠 ステンレス３０４製　１－２１－１ 受枠　ステンレス３０４製 １－２１－１ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058010 ピット 受枠 ステンレス３０４製　１－２１－２ 受枠　ステンレス３０４製 １－２１－２ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058015 ピット 受枠 ステンレス３０４製　１－２１－７ 受枠　ステンレス３０４製 １－２１－７ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058020 ピット 受枠 硬質アルミ製　１－２１－３ 受枠　硬質アルミ製 １－２１－３ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058025 ピット 受枠 硬質アルミ製　１－２１－５ 受枠　硬質アルミ製 １－２１－５ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058030 ピット 受枠コーナー ステンレス３０４製　１－２１－１ 受枠コーナーステンレス３０４製 １－２１－１ 箇所 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058035 ピット 受枠コーナー ステンレス３０４製　１－２１－２ 受枠コーナーステンレス３０４製 １－２１－２ 箇所 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058040 ピット 受枠コーナー ステンレス３０４製　１－２１－７ 受枠コーナーステンレス３０４製 １－２１－７ 箇所 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058045 ピット 受枠コーナー 硬質アルミ製　１－２１－３ 受枠コーナー　硬質アルミ製 １－２１－３ 箇所 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058050 ピット 受枠コーナー 硬質アルミ製　１－２１－４ 受枠コーナー　硬質アルミ製 １－２１－４ 箇所 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058055 ピット 受枠コーナー 硬質アルミ製　１－２１－５ 受枠コーナー　硬質アルミ製 １－２１－５ 箇所 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058060 ピット 受枠コーナー 硬質アルミ製　１－２１－６ 受枠コーナー　硬質アルミ製 １－２１－６ 箇所 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058065 ピット トラフふた 幅１００　ＣＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－１．３ トラフふた　ＣＰＬ－４．５ Ｗ１００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058070 ピット トラフふた 幅２００　ＣＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－１．３ トラフふた　ＣＰＬ－４．５ Ｗ２００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058075 ピット トラフふた 幅３００　ＣＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－１．３ トラフふた　ＣＰＬ－４．５ Ｗ３００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058080 ピット トラフふた 幅４００　ＣＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－１．３ トラフふた　ＣＰＬ－４．５ Ｗ４００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058085 ピット トラフふた 幅５００　ＣＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－１．３ トラフふた　ＣＰＬ－４．５ Ｗ５００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058090 ピット トラフふた 幅６００　ＣＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－１．３ トラフふた　ＣＰＬ－４．５ Ｗ６００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品
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ピット 2609058095 ピット トラフふた 幅１００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－２ トラフふた　ＰＬ－４．５ Ｗ１００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058100 ピット トラフふた 幅２００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－２ トラフふた　ＰＬ－４．５ Ｗ２００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058105 ピット トラフふた 幅３００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－２ トラフふた　ＰＬ－４．５ Ｗ３００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058110 ピット トラフふた 幅４００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－２ トラフふた　ＰＬ－４．５ Ｗ４００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058115 ピット トラフふた 幅５００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－２ トラフふた　ＰＬ－４．５ Ｗ５００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058120 ピット トラフふた 幅６００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－２ トラフふた　ＰＬ－４．５ Ｗ６００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058125 ピット トラフふた 幅１００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－４　硬質アルミ内枠 トラフふた　ＰＬ－４．５ 硬質アルミ内枠　Ｗ１００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058130 ピット トラフふた 幅２００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－４　硬質アルミ内枠 トラフふた　ＰＬ－４．５ 硬質アルミ内枠　Ｗ２００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058135 ピット トラフふた 幅３００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－４　硬質アルミ内枠 トラフふた　ＰＬ－４．５ 硬質アルミ内枠　Ｗ３００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058140 ピット トラフふた 幅４００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－４　硬質アルミ内枠 トラフふた　ＰＬ－４．５ 硬質アルミ内枠　Ｗ４００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058145 ピット トラフふた 幅５００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－４　硬質アルミ内枠 トラフふた　ＰＬ－４．５ 硬質アルミ内枠　Ｗ５００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058150 ピット トラフふた 幅６００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－４　硬質アルミ内枠 トラフふた　ＰＬ－４．５ 硬質アルミ内枠　Ｗ６００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058155 ピット トラフふた 幅１００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－６　ステンレス３０４内枠 トラフふた　ＰＬ－４．５ ステンレス３０４内枠　Ｗ１００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058160 ピット トラフふた 幅２００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－６　ステンレス３０４内枠 トラフふた　ＰＬ－４．５ ステンレス３０４内枠　Ｗ２００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058165 ピット トラフふた 幅３００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－６　ステンレス３０４内枠 トラフふた　ＰＬ－４．５ ステンレス３０４内枠　Ｗ３００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058170 ピット トラフふた 幅４００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－６　ステンレス３０４内枠 トラフふた　ＰＬ－４．５ ステンレス３０４内枠　Ｗ４００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058175 ピット トラフふた 幅５００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－６　ステンレス３０４内枠 トラフふた　ＰＬ－４．５ ステンレス３０４内枠　Ｗ５００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058180 ピット トラフふた 幅６００　ＰＬ－厚４．５ｍｍ　１－２１－６　ステンレス３０４内枠 トラフふた　ＰＬ－４．５ ステンレス３０４内枠　Ｗ６００ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品
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ピット 2609058185 ピット 排水トラフふた 幅１００　厚さ５ｍｍ　受枠共　屋内用　アルミ製 排水トラフふた　アルミ製 Ｗ１００　Ｔ５　受枠共屋内用 ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058190 ピット 排水トラフふた 幅１５０　厚さ５ｍｍ　受枠共　屋内用　アルミ製 排水トラフふた　アルミ製 Ｗ１５０　Ｔ５　受枠共屋内用 ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058195 ピット 排水トラフふた 幅２００　厚さ５ｍｍ　受枠共　屋内用　アルミ製 排水トラフふた　アルミ製 Ｗ２００　Ｔ５　受枠共屋内用 ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058200 ピット 排水トラフふた 幅２５０　厚さ５ｍｍ　受枠共　屋内用　アルミ製 排水トラフふた　アルミ製 Ｗ２５０　Ｔ５　受枠共屋内用 ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058205 ピット 排水トラフふた 幅１００　厚さ３ｍｍ　受枠共　屋内用　ステンレス３０４製 排水トラフふたステンレス３０４ Ｗ１００　Ｔ３　受枠共屋内用 ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058210 ピット 排水トラフふた 幅１５０　厚さ３ｍｍ　受枠共　屋内用　ステンレス３０４製 排水トラフふたステンレス３０４ Ｗ１５０　Ｔ３　受枠共屋内用 ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058215 ピット 排水トラフふた 幅２００　厚さ３ｍｍ　受枠共　屋内用　ステンレス３０４製 排水トラフふたステンレス３０４ Ｗ２００　Ｔ３　受枠共屋内用 ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058220 ピット 排水トラフふた 幅２５０　厚さ３ｍｍ　受枠共　屋内用　ステンレス３０４製 排水トラフふたステンレス３０４ Ｗ２５０　Ｔ３　受枠共屋内用 ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058225 ピット 排水トラフふた 幅３００　厚さ３ｍｍ　受枠共　屋内用　ステンレス３０４製 排水トラフふたステンレス３０４ Ｗ３００　Ｔ３　受枠共屋内用 ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

ピット 2609058230 ピット ステンレス取手 １－２１ ステンレス取手 １－２１ 箇所 999 × ○ 2609 金属加工製品

樹脂製グレーチング【公表価格】 2607070002 樹脂製グレーチング セーフティグレーチング ＧＲＳ－２０Ｗ１５０ 幅１５０ ×長９９９×高２０ｍｍ シマブン セーフティグレーチング ＧＲＳ－２０Ｗ１５０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

樹脂製グレーチング【公表価格】 2607070004 樹脂製グレーチング セーフティグレーチング ＧＲＳ－２０Ｗ２００ 幅２００ ×長９９９×高２０ｍｍ シマブン セーフティグレーチング ＧＲＳ－２０Ｗ２００ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

樹脂製グレーチング【公表価格】 2607070006 樹脂製グレーチング セーフティグレーチング ＧＲＳ－２０Ｗ２５０ 幅２５０ ×長９９９×高２０ｍｍ シマブン セーフティグレーチング ＧＲＳ－２０Ｗ２５０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

樹脂製グレーチング【公表価格】 2607070008 樹脂製グレーチング セーフティグレーチング ＧＲＳ－２０Ｗ３００ 幅３００ ×長９９９×高２０ｍｍ シマブン セーフティグレーチング ＧＲＳ－２０Ｗ３００ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

樹脂製グレーチング【公表価格】 2607070010 樹脂製グレーチング セーフティグレーチング ＧＲＳ－２５Ｗ１５０ 幅１５０ ×長９９９×高２５ｍｍ シマブン セーフティグレーチング ＧＲＳ－２５Ｗ１５０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

樹脂製グレーチング【公表価格】 2607070012 樹脂製グレーチング セーフティグレーチング ＧＲＳ－２５Ｗ２００ 幅２００ ×長９９９×高２５ｍｍ シマブン セーフティグレーチング ＧＲＳ－２５Ｗ２００ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

樹脂製グレーチング【公表価格】 2607070014 樹脂製グレーチング セーフティグレーチング ＧＲＳ－２５Ｗ２５０ 幅２５０ ×長９９９×高２５ｍｍ シマブン セーフティグレーチング ＧＲＳ－２５Ｗ２５０ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング

樹脂製グレーチング【公表価格】 2607070016 樹脂製グレーチング セーフティグレーチング ＧＲＳ－２５Ｗ３００ 幅３００ ×長９９９×高２５ｍｍ シマブン セーフティグレーチング ＧＲＳ－２５Ｗ３００ 枚 999 × ○ 2607 グレーチング
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ジョイナー・コーナー金物―ブランド品― 2609022020 ボード用ジョイナー Ｈ型　厚３．５ｍｍ　長１，８２０ｍｍ 塩ビ製 フクビ化学工業 ボード用ジョイナー　塩ビ製 Ｈ型　Ｔ３．５×Ｌ１８２０ｍｍ 本 999 × ○ 2609 金属加工製品

屋上点検口 2609161005 屋上点検口 ステンレス製 径５５０ｍｍ 屋上点検口 ステンレス製　径５５０ 台 999 × ○ 2609 金属加工製品

屋上点検口 2609161010 屋上点検口 ステンレス製 径６００ｍｍ 屋上点検口 ステンレス製　径６００ 台 999 × ○ 2609 金属加工製品

屋上点検口 2609161015 屋上点検口 ステンレス製 ５００ｍｍ角 屋上点検口 ステンレス製　５００角 台 999 × ○ 2609 金属加工製品

屋上点検口 2609162010 屋上点検口 鋼製 ５００ｍｍ角 屋上点検口 鋼製　５００角 台 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609031020 目地棒 床目地棒　黄銅製 幅３ｍｍ×高９ｍｍ 床目地棒　黄銅製 ３×９ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609031030 目地棒 床目地棒　黄銅製 幅３ｍｍ×高１２ｍｍ 床目地棒　黄銅製 ３×１２ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609031040 目地棒 床目地棒　黄銅製 幅４ｍｍ×高１２ｍｍ 床目地棒　黄銅製 ４×１２ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609031060 目地棒 床目地棒　黄銅製 幅５ｍｍ×高１２ｍｍ 床目地棒　黄銅製 ５×１２ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609031070 目地棒 床目地棒　黄銅製 幅６ｍｍ×高１５ｍｍ 床目地棒　黄銅製 ６×１５ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609032020 目地棒 床目地棒　ステンレス製 幅３ｍｍ×高１２ｍｍ 床目地棒　ステンレス製 ３×１２ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609032030 目地棒 床目地棒　ステンレス製 幅４ｍｍ×高１２ｍｍ 床目地棒　ステンレス製 ４×１２ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609032035 目地棒 床目地棒　ステンレス製 幅５ｍｍ×高１２ｍｍ 床目地棒　ステンレス製 ５×１２ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609032060 目地棒 床目地棒　ステンレス製 幅６ｍｍ×高１５ｍｍ 床目地棒　ステンレス製 ６×１５ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609170010 旗竿受金物 彫込み用 ＳＵＳ３０４ 旗竿受金物 彫込み用　ＳＵＳ３０４ 組 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609170020 旗竿受金物 ねじ止め用（鉄骨等） ＳＵＳ３０４ 旗竿受金物 ねじ止め用　鉄骨等ＳＵＳ３０４ 組 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609180010 丸環 １９φ　内径１００ｍｍ　ステンレス 丸環 １９φ　内径１００　ステンレス 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609200010 床くつずり ステンレス製 厚さ２．０ｍｍ　幅４０ｍｍ 床くつずり ステンレス製　Ｔ２　Ｗ４０ ｍ 999 × ○ 2609 金属加工製品
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建築金物（特） 2609210010 鍵箱 鋼製　キーホルダーハンガー共 １０本用 鍵箱　鋼製 キーホルダーハンガー共１０本用 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609210020 鍵箱 鋼製　キーホルダーハンガー共 ２０本用 鍵箱　鋼製 キーホルダーハンガー共２０本用 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609210030 鍵箱 鋼製　キーホルダーハンガー共 ３０本用 鍵箱　鋼製 キーホルダーハンガー共３０本用 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609210040 鍵箱 鋼製　キーホルダーハンガー共 ６０本用 鍵箱　鋼製 キーホルダーハンガー共６０本用 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609210050 鍵箱 鋼製　キーホルダーハンガー共 １２０本用 鍵箱　鋼製 キーホルダーハンガー共１２０本 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609210060 鍵箱 鋼製　キーホルダーハンガー共 ２００本用 鍵箱　鋼製 キーホルダーハンガー共２００本 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609220010 吊りフック 鋼製　釣針型 １０ｋＮ 吊りフック　鋼製 釣針型　１０ｋＮ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609220020 吊りフック 鋼製　釣針型 ２０ｋＮ 吊りフック　鋼製 釣針型　２０ｋＮ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609220030 吊りフック 鋼製　釣針型 ３０ｋＮ 吊りフック　鋼製 釣針型　３０ｋＮ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609220040 吊りフック 鋼製　釣針型 ５０ｋＮ 吊りフック　鋼製 釣針型　５０ｋＮ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609220050 吊りフック 鋼製　Ｕ型 １０ｋＮ 吊りフック　鋼製 Ｕ型　１０ｋＮ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609220060 吊りフック 鋼製　Ｕ型 ２０ｋＮ 吊りフック　鋼製 Ｕ型　２０ｋＮ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609220070 吊りフック 鋼製　Ｕ型 ３０ｋＮ 吊りフック　鋼製 Ｕ型　３０ｋＮ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

建築金物（特） 2609220080 吊りフック 鋼製　Ｕ型 ５０ｋＮ 吊りフック　鋼製 Ｕ型　５０ｋＮ 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

見切縁・廻縁 3303622010 見切縁 壁見切縁 アルミ製　厚１２ｍｍ　長３．０ｍ 壁見切縁　アルミ製 Ｔ１２　３ｍ 本 999 × ○ 3303 壁・天井材

見切縁・廻縁 3303622020 見切縁 壁見切縁 塩化ビニル製　厚１２ｍｍ　長１．８２ｍ 壁見切縁　塩化ビニル製 Ｔ１２ｍｍ　Ｌ１．８２ｍ 本 999 × ○ 3303 壁・天井材

見切縁・廻縁 3303621010 廻縁 天井廻縁 アルミ製　長３ｍ 天井廻縁　アルミ製 ３ｍ 本 999 × ○ 3303 壁・天井材

見切縁・廻縁 3303621020 廻縁 天井廻縁 塩化ビニル製　長１．８２ｍ 天井廻縁　塩化ビニル製 １．８２ｍ 本 999 × ○ 3303 壁・天井材
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見切縁・廻縁 3303622030 見切縁 下り壁見切縁 アルミ製　長３ｍ 下り壁見切縁　アルミ製 ３ｍ 本 999 × ○ 3303 壁・天井材

見切縁・廻縁 3303622040 見切縁 下り壁見切縁 塩化ビニル製　長１．８２ｍ 下り壁見切縁　塩化ビニル製 １．８２ｍ 本 999 × ○ 3303 壁・天井材

左官用金物 2605030015 左官用金物 ラス ワイヤラス ひし形　＃１８　線径１．２ｍｍ ワイヤラス ひし形　＃１８　線径１．２ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605052580 左官用金物 デーラスＭ 全幅７０５×長１，８２９ｍｍ 東邦シートフレーム デーラスＭ ７０５×１８２９ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605052585 左官用金物 定尺ラスシート 全幅７７７×長１，８８０ｍｍ 東邦シートフレーム 定尺ラスシート ７７７×１８８０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605054015 左官用金物 フロートラス 幅９００×長１，８２７ｍｍ ＢＸ西山鉄網 フロートラス ９００×１８２７ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605054020 左官用金物 ヤマニラス ６尺 幅６７０×長１，８２９ｍｍ ＢＸ西山鉄網 ヤマニラス　６尺 ６７０×１８２９ｍｍ 枚 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605054030 左官用金物 通気ニシヤマラス 幅９００×長１，８８０ｍｍ ＢＸ西山鉄網 通気ニシヤマラス ９００×１８８０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605021010 左官用金物 アングルラス ＬＡＴ－１ 幅９００×長１，８５０ｍｍ ニチラス アングルラス　ＬＡＴ－１ ９００×１８５０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605021005 左官用金物 アングルラス ＬＡＴ－２ 幅９００×長２，０００ｍｍ ニチラス アングルラス　ＬＡＴ－２ ９００×２０００ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605021050 左官用金物 アングルラス ＬＡＴ－３－２（通気構法ラス） 幅９００×長２，１００ｍｍ ニチラス アングルラス　ＬＡＴ－３－２ ９００×２１００ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605021025 左官用金物 アングルラス ＬＡＳ－２ 幅９００×長２，０００ｍｍ ニチラス アングルラス　ＬＡＳ－２ ９００×２０００ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605052025 左官用金物 ニッケン通気ラス ＮＴＷ－２Ｔ９０１８ 幅９６５×長１，８７５ｍｍ 標準品　紙有り ニッケンビルド 通気ラス　ＮＴＷ－２Ｔ９０１８ ９６５×１８７５ｍｍ　標準品 ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605052005
左官用金物 Ｗ－ラス ＮＷ－１９０１８Ｎ 幅９５５×長１，８２９ｍｍ 波付・住宅金融支援機構適合品 ニッケンビル
ド

Ｗ－ラス　ＮＷ－１９０１８Ｎ ９５５×１８２９ｍｍ波付適合品 ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605052015 左官用金物 Ｗ－ラス ＮＷ－１９０１８ 幅９５５×長１，８２９ｍｍ 波付・普及品 ニッケンビルド Ｗ－ラス　ＮＷ－１９０１８ ９５５×１８２９ｍｍ波付普及品 ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605052020
左官用金物 Ｗ－ラス ＮＷ－２９０１８Ｎ 幅９６５×長１，８２９ｍｍ 波なし・住宅金融支援機構適合品 ニッケンビ
ルド

Ｗ－ラス　ＮＷ－２９０１８Ｎ ９６５×１８２９ｍｍ波無適合品 ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605052010 左官用金物 Ｗ－ラス ＮＷ－２９０１８ 幅９６５×長１，８２９ｍｍ 波なし・普及品 ニッケンビルド Ｗ－ラス　ＮＷ－２９０１８ ９６５×１８２９ｍｍ波無普及品 ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605023005 左官用金物 ヤマリブ 特１号 幅９３０×長１，８３０ｍｍ 山中製作所 ヤマリブ　特１号 ９３０×１８３０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス
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左官用金物【公表価格】 2605023050 左官用金物 ヤマリブ 特２号 幅９３０×長１，８３０ｍｍ 受注生産品 山中製作所 ヤマリブ　特２号 ９３０×１８３０ｍｍ　受注 ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605023080 左官用金物 ヤマリブ 特３号 幅９３０×長１，８３０ｍｍ 受注生産品 山中製作所 ヤマリブ　特３号 ９３０×１８３０ｍｍ　受注 ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605023085 左官用金物 ヤマリブ 特４号 幅９３０×長１，８３０ｍｍ 受注生産品 山中製作所 ヤマリブ　特４号 ９３０×１８３０ｍｍ　受注 ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605023030 左官用金物 ヤマプレックス Ⅱ型特２号 幅６１０×長１，８３０ｍｍ 受注生産品 山中製作所 ヤマプレックス　２型特２号 ６１０×１８３０ｍｍ　受注 ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605023035 左官用金物 ヤマプレックス Ⅲ型特１号 幅９３０×長１，８３０ｍｍ 山中製作所 ヤマプレックス　３型特１号 ９３０×１８３０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605023036 左官用金物 ヤマプレックス Ⅲ型特２号 幅９３０×長１，８３０ｍｍ 受注生産品 山中製作所 ヤマプレックス　３型特２号 ９３０×１８３０ｍｍ　受注 ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605023065 左官用金物 ヤマコンエース 特２号 幅９００×長１，８３０ｍｍ 山中製作所 ヤマコンエース　特２号 ９００×１８３０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605023070 左官用金物 ヤマコンエース 特３号 幅９００×長１，８３０ｍｍ 山中製作所 ヤマコンエース　特３号 ９００×１８３０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605023075 左官用金物 ヤマコンエース 特４号 幅９００×長１，８３０ｍｍ 受注生産品 山中製作所 ヤマコンエース　特４号 ９００×１８３０ｍｍ　受注 ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605023130 左官用金物 ＹＭプラスリブ Ｔ型１－Ｂ 幅９３０×長１，８７０ｍｍ 防水紙付きリブラス 山中製作所 ＹＭプラスリブ　Ｔ型１－Ｂ ９３０×１８７０ｍｍ　防水紙 ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605023115 左官用金物 ＹＭプラスリブ Ⅱ型１－Ｂ 幅９００×長１，８７０ｍｍ 防水紙付きリブラス 山中製作所 ＹＭプラスリブ　２型１－Ｂ ９００×１８７０ｍｍ　防水紙 ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605023095 左官用金物 ヤマコンリブ ＹＦＲ０６－４５ 幅４５０×長２，０００ｍｍ 受注生産品 山中製作所 ヤマコンリブＹＦＲ０６－４５ ４５０×２０００ｍｍ　受注 ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605023096 左官用金物 ヤマコンリブ ＹＦＲ０６－３０ 幅３００×長２，０００ｍｍ 受注生産品 山中製作所 ヤマコンリブＹＦＲ０６－３０ ３００×２０００ｍｍ　受注 ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605023100 左官用金物 ヤマコンリブ ＹＦＲ０６－１５ 幅１５０×長２，０００ｍｍ 受注生産品 山中製作所 ヤマコンリブＹＦＲ０６－１５ １５０×２０００ｍｍ　受注 ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605023120 左官用金物 メタルリブ Ⅰ型１－Ａ 幅９４５×長１，８２９ｍｍ 山中製作所 メタルリブ　１型１－Ａ ９４５×１８２９ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

左官用金物【公表価格】 2605023125 左官用金物 メタルリブ Ⅱ型１－Ｂ 幅９５０×長１，８７０ｍｍ 山中製作所 メタルリブ　２型１－Ｂ ９５０×１８７０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 2605 ラス

住宅用手すり【公表価格】 3411012002 住宅用手すり アッシュー花台 ＦＡ－９１ 高３００ｍｍ×幅９５０ｍｍ アルテック アッシュー花台 ＦＡ－９１ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

住宅用手すり【公表価格】 3411012004 住宅用手すり アッシュー花台 ＦＡ－１８２ 高３００ｍｍ×幅１，８６０ｍｍ アルテック アッシュー花台 ＦＡ－１８２ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット
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住宅用手すり【公表価格】 3411012006 住宅用手すり チロリアン風花台 ＦＴ－９１ 高４７０ｍｍ×幅１，０８４ｍｍ アルテック チロリアン風花台 ＦＴ－９１ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

住宅用手すり【公表価格】 3411012008 住宅用手すり チロリアン風花台 ＦＴ－１３７ 高４７０ｍｍ×幅１，５３９ｍｍ アルテック チロリアン風花台 ＦＴ－１３７ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

住宅用手すり【公表価格】 3411012010 住宅用手すり チロリアン風花台 ＦＴ－１８２ 高４７０ｍｍ×幅１，９９４ｍｍ アルテック チロリアン風花台 ＦＴ－１８２ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

丁番金物 3101160002 フラッシュ丁番 呼び６４ｍｍ　ふすま用 鋼製 フラッシュ丁番　鋼製 呼び６４　ふすま用 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170026 ガラスドア用自由丁番 ３２６０．３０．ＯＲＣＶ 長５５ｍｍ クロムめっき スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ３２６０．３０．ＯＲＣＶ 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170028 ガラスドア用自由丁番 ３２６０．３５．ＯＲＣＶ 長５５ｍｍ サテンステンレス調 スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ３２６０．３５．ＯＲＣＶ 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170030 ガラスドア用自由丁番 ３２６１．３０．ＯＲＮＳ 長５５ｍｍ クロムめっき スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ３２６１．３０．ＯＲＮＳ 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170032 ガラスドア用自由丁番 ３２６１．３５．ＯＲＮＳ 長５５ｍｍ サテンステンレス調 スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ３２６１．３５．ＯＲＮＳ 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170034 ガラスドア用自由丁番 ３２６２．３０．ＯＲＮＳ 長５５ｍｍ クロムめっき スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ３２６２．３０．ＯＲＮＳ 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170036 ガラスドア用自由丁番 ３２６２．３５．ＯＲＮＳ 長５５ｍｍ サテンステンレス調 スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ３２６２．３５．ＯＲＮＳ 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170046 ガラスドア用自由丁番 ７８７Ｂ－８　壁取付用 長９０ｍｍ クロムめっき スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ７８７Ｂ－８　壁取付用 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170048 ガラスドア用自由丁番 ７８７Ｂ－１０　壁取付用 長９０ｍｍ クロムめっき スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ７８７Ｂ－１０　壁取付用 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170050 ガラスドア用自由丁番 ７８７Ｂ－８ＳＣＲ　壁取付用 長９０ｍｍ サチライトクロムめっき スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ７８７Ｂ－８ＳＣＲ　壁取付用 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170052 ガラスドア用自由丁番 ７８７Ｂ－１０ＳＣＲ　壁取付用 長９０ｍｍ サチライトクロムめっき スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ７８７Ｂ－１０ＳＣＲ　壁取付用 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170054 ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｂ－８　壁取付用 長１０４ｍｍ クロムめっき スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｂ－８　壁取付用 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170056 ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｂ－１０　壁取付用 長１０４ｍｍ クロムめっき スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｂ－１０　壁取付用 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170058 ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｂ－８ＳＣＲ　壁取付用 長１０４ｍｍ サチライトクロムめっき スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｂ－８ＳＣＲ　壁取付用 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170060 ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｂ－１０ＳＣＲ　壁取付用 長１０４ｍｍ サチライトクロムめっき スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｂ－１０ＳＣＲ　壁取付用 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物
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丁番金物【公表価格】 3101170062 ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｌ－８ 長１１２ｍｍ クロムめっき スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｌ－８ 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170064 ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｌ－１０ 長１１２ｍｍ クロムめっき スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｌ－１０ 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170066 ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｌ－８ＳＣＲ 長１１２ｍｍ サチライトクロムめっき スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｌ－８ＳＣＲ 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101170068 ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｌ－１０ＳＣＲ 長１１２ｍｍ サチライトクロムめっき スガツネ工業 ガラスドア用自由丁番 ７８９Ｌ－１０ＳＣＲ 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

丁番金物【公表価格】 3101180002 ガラスドア用丁番 ＺＬ－１７０２ 長１４４ｍｍ ＺｗｅｉＬ スガツネ工業 ガラスドア用丁番 ＺＬ－１７０２ 枚 999 × ○ 3101 扉支持金物

扉金物 3103041020 扉金物 床付戸当たり あおり止め　アンカー用 ＳＵＳ３０４製 床付戸当たり　あおり止め アンカー用　ＳＵＳ３０４製 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

扉金物 2609190010 扉金物 帽子掛け戸当り 奥行９４ｍｍ×高６６ｍｍ ステンレス 帽子掛け戸当り ９４×６６ｍｍ　ステンレス 個 999 × ○ 2609 金属加工製品

扉金物 3103131005 扉金物 あおり止め 出窓用 ＳＵＳ３０４製 あおり止め 出窓用　ＳＵＳ３０４製 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103141005 扉金物 ねじ締り 働き３０ｍｍ 真ちゅう磨き ねじ締り 働き３０　真ちゅう磨き 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103151005 扉金物 窓締り 黄銅磨き　開き小窓用 窓締り 黄銅磨き　開き小窓用 組 999 × ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103161005 扉金物 回転軸 長４０ｍｍ×縦１５ｍｍ×横１２ｍｍ　欄間窓用 黄銅サテンクローム 回転軸　黄銅サテンクローム ４０×１５×１２　欄間窓用 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103171005 扉金物 キャッチ 縦５９ｍｍ×横４２．５ｍｍ　欄間窓用 ＳＵＳ３０４製 キャッチ　ＳＵＳ３０４製 ５９×４２．５　欄間窓用 組 999 × ○ 3103 扉付属金物

扉金物 3103181005 扉金物 ひも掛け 幅３８ｍｍ×高３０ｍｍ　欄間窓用 黄銅サテンニッケル ひも掛け　黄銅サテンニッケル ３８×３０　欄間窓用 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

扉金物【公表価格】 3103200002 扉金物 ドアガード ＨＵ－１２６－２－１ 長１１０．５ｍｍ 内開 亜鉛ダイカスト ユニオン ドアガード ＨＵ－１２６－２－１ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

扉金物【公表価格】 3103200006 扉金物 ドアガード ＨＵ－１２６－３－１ 長１１０．５ｍｍ 外開 亜鉛ダイカスト ユニオン ドアガード ＨＵ－１２６－３－１ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

扉金物【公表価格】 3103200010 扉金物 ドアガード ＨＵ－１５３－２－１ 長９８ｍｍ 内開 ブラス ユニオン ドアガード ＨＵ－１５３－２－１ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

扉金物【公表価格】 3103200014 扉金物 ドアガード ＨＵ－１５３－２－３ 長９８ｍｍ 内開 ブラス ユニオン ドアガード ＨＵ－１５３－２－３ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

扉金物【公表価格】 3103200016 扉金物 ドアガード ＨＵ－１５３－３－１ 長１０１ｍｍ 外開 ブラス ユニオン ドアガード ＨＵ－１５３－３－１ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物
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扉金物【公表価格】 3103200020 扉金物 ドアガード ＨＵ－１５３－３－３ 長１０１ｍｍ 外開 ブラス ユニオン ドアガード ＨＵ－１５３－３－３ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

扉金物【公表価格】 3103200502
扉金物 ドアガード ＲＨ－００１Ｎ 長１０７ｍｍ 内開（皿小ネジ付） 亜鉛ダイカスト　サチライト　耐衝撃スナップ
アクション機構付 リョービ

ドアガード ＲＨ－００１Ｎ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

扉金物【公表価格】 3103200504
扉金物 ドアガード ＲＨ－００２Ｎ 長１０７ｍｍ 外開（皿小ネジ付） 亜鉛ダイカスト　サチライト　耐衝撃スナップ
アクション機構付 リョービ

ドアガード ＲＨ－００２Ｎ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用金物 3103101005 取手 ふすま用　長９０ｍｍ ステンレス製 取手　ふすま用 ９０ｍｍ　ステンレス製 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103115002 引手 戸引手 ４００ 縦１５５×横６８ｍｍ アルミ　アルミシルバー ウエスト 引手　戸引手 ４００　１５５×６８ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3101137004
戸車 ケージーＭ型 ＭＢＳ４２（丸） 布入ベークライト車　φ４２ｍｍ ステンレス枠　ベアリング入 ケージーパル
テック

戸車　ケージーＭ型 ＭＢＳ４２　丸　径４２ｍｍ 個 999 × ○ 3101 扉支持金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114058 引手 戸引手 ＨＮ－１２０ＳＨ 縦１２０×横３０ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼製 （５０個入／箱） スガツネ工業 引手　戸引手 ＨＮ－１２０ＳＨ　縦１２０ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114060 引手 戸引手 ＨＮ－１５０ＳＨ 縦１５０×横３５ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼製 （２０個入／箱） スガツネ工業 引手　戸引手 ＨＮ－１５０ＳＨ　縦１５０ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114062 引手 戸引手 ＨＮ－２００ＳＨ 縦２００×横５０ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼製 （１０個入／箱） スガツネ工業 引手　戸引手 ＨＮ－２００ＳＨ　縦２００ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114064 引手 戸引手 ＨＮ－２５０ＳＨ 縦２５０×横５０ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼製 （１０個入／箱） スガツネ工業 引手　戸引手 ＨＮ－２５０ＳＨ　縦２５０ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114008
引手 戸引手 １４－３９００－０２－０５１ φ５０ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （２５個入／
箱） スガツネ工業

引手　戸引手 １４－３９００－０２－０５１ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114010
引手 戸引手 １４－３９００－０２－０７７ φ８０ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （２５個入／
箱） スガツネ工業

引手　戸引手 １４－３９００－０２－０７７ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114012
引手 戸引手 １４－３９００－０２－１１５ φ１１５ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （１０個入
／箱） スガツネ工業

引手　戸引手 １４－３９００－０２－１１５ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114014
引手 戸引手 １４－３９５０－０２－１０５ 縦１０２×横５０ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製
（１０個入／箱） スガツネ工業

引手　戸引手 １４－３９５０－０２－１０５ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114016
引手 戸引手 １４－３９５０－０２－１６４ 縦１７５×横５８ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製
（１０個入／箱） スガツネ工業

引手　戸引手 １４－３９５０－０２－１６４ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114040
引手 角戸引手 ＳＫＨ－４４ 縦４４×横４４ｍｍ ヘアライン／ブラック　ステンレス鋼製 （１００個入／箱） スガ
ツネ工業

引手　角戸引手 ＳＫＨ－４４　４４×４４ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114042
引手 角戸引手 ＳＫＨ－４７ 縦４７×横４７ｍｍ ヘアライン／ブラック　ステンレス鋼製 （６０個入／箱） スガツ
ネ工業

引手　角戸引手 ＳＫＨ－４７　４７×４７ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114044
引手 角戸引手 ＳＫＨ－５７ 縦５７×横５７ｍｍ ヘアライン／ブラック　ステンレス鋼製 （５０個入／箱） スガツ
ネ工業

引手　角戸引手 ＳＫＨ－５７　５７×５７ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物
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引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114056 引手 楕円戸引手 ＯＰ－１５０ 縦１５０×横４０ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼製 （３０個入／箱） スガツネ工業 引手　楕円戸引手 ＯＰ－１５０　１５０×４０ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114046 引手 丸戸引手 ＳＭＨ－３０ φ３０ｍｍ ヘアライン・スピン　ステンレス鋼製 （１００個入／箱） スガツネ工業 引手　丸戸引手 ＳＭＨ－３０　径３０ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114048 引手 丸戸引手 ＳＭＨ－３７ φ３６ｍｍ ヘアライン・スピン　ステンレス鋼製 （１００個入／箱） スガツネ工業 引手　丸戸引手 ＳＭＨ－３７　径３６ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114050 引手 丸戸引手 ＳＭＨ－４５ φ４６ｍｍ ヘアライン・スピン　ステンレス鋼製 （１００個入／箱） スガツネ工業 引手　丸戸引手 ＳＭＨ－４５　径４６ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114018
引手 引戸木口埋込引手 ＹＫ－７０ 縦７０×横２４ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼製 （２０個入／箱） スガツネ工
業

引手　引戸木口埋込引手 ＹＫ－７０　７０×２４ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114020
引手 引戸木口埋込引手 ＹＫ－Ｗ１００ 縦１００×横２４ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼製 （２０個入／箱） スガ
ツネ工業

引手　引戸木口埋込引手 ＹＫ－Ｗ１００　１００×２４ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114068 引手 埋込取手 ＳＤ－１６０ＣＲ 縦１６４×横５４ｍｍ クロムめっき （１０個入／箱） スガツネ工業 引手　埋込取手 ＳＤ－１６０ＣＲ　縦１６４ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114074 引手 埋込取手 ＵＴＺ－１３０ＷＢ 縦１３０×横５０ｍｍ ホワイトブロンズめっき （１０個入／箱） スガツネ工業 引手　埋込取手 ＵＴＺ－１３０ＷＢ　縦１３０ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114076 引手 埋込取手 ＵＴＺ－１３０ＣＲ 縦１３０×横５０ｍｍ クロムめっき （１０個入／箱） スガツネ工業 引手　埋込取手 ＵＴＺ－１３０ＣＲ　縦１３０ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114078 引手 埋込取手 ＵＴＺ－１３０ＳＣＰ 縦１３０×横５０ｍｍ サテン銅めっき （１０個入／箱） スガツネ工業 引手　埋込取手 ＵＴＺ－１３０ＳＣＰ　縦１３０ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114082 引手 埋込取手 ５１０３－５５ 縦５５×横４０ｍｍ ホワイトブロンズめっき （４０個入／箱） スガツネ工業 引手　埋込取手 ５１０３－５５　５５×４０ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114084 引手 埋込取手 ５１０３－８０ 縦８０×横５０ｍｍ ホワイトブロンズめっき （２０個入／箱） スガツネ工業 引手　埋込取手 ５１０３－８０　８０×５０ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114022
引手 埋込取手 ＨＨ－Ｄ 縦１１４×横４１ｍｍ 鏡面研磨／ブラック　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （１０個入／
箱） スガツネ工業

引手　埋込取手 ＨＨ－Ｄ　１１４×４１ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114024
引手 埋込取手 ＨＨ－Ｋ 縦１１４×横４１ｍｍ 鏡面研磨／ブラック　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （１０個入／
箱） スガツネ工業

引手　埋込取手 ＨＨ－Ｋ　１１４×４１ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114026
引手 埋込取手 ＨＨ－ＤＳ　１１４Ｍ 縦１１４×横４１ｍｍ 鏡面研磨　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （１０個入
／箱） スガツネ工業

引手　埋込取手 ＨＨ－ＤＳ　１１４Ｍ　縦１１４ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114028
引手 埋込取手 ＨＨ－ＤＳ　１１４Ｓ 縦１１４×横４１ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （１０個
入／箱） スガツネ工業

引手　埋込取手 ＨＨ－ＤＳ　１１４Ｓ　縦１１４ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114030
引手 埋込取手 ＨＨ－ＫＳ　１１４Ｍ 縦１１４×横４１ｍｍ 鏡面研磨　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （１０個入
／箱） スガツネ工業

引手　埋込取手 ＨＨ－ＫＳ　１１４Ｍ　縦１１４ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114032
引手 埋込取手 ＨＨ－ＫＳ　１１４Ｓ 縦１１４×横４１ｍｍ ヘアライン　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （１０個
入／箱） スガツネ工業

引手　埋込取手 ＨＨ－ＫＳ　１１４Ｓ　縦１１４ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

3725 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114034
引手 埋込取手 ＵＴ－７５ 縦７５×横３６ｍｍ ヘアライン／ブラック　ステンレス鋼製 （４０個入／箱） スガツネ
工業

引手　埋込取手 ＵＴ－７５　７５×３６ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114036
引手 埋込取手 ＵＴ－１０５ 縦１０５×横４０ｍｍ ヘアライン／ブラック　ステンレス鋼製 （２５個入／箱） スガ
ツネ工業

引手　埋込取手 ＵＴ－１０５　１０５×４０ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114038
引手 埋込取手 ＵＴ－１４０ 縦１４０×横４７ｍｍ ヘアライン／ブラック　ステンレス鋼製 （１５個入／箱） スガ
ツネ工業

引手　埋込取手 ＵＴ－１４０　１４０×４７ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114152 引手 ＨＥＷＩ　掘込取手 ５３８－６０ＭＬ φ６０ｍｍ スガツネ工業 引手　ＨＥＷＩ　掘込取手 ５３８－６０ＭＬ　径６０ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114154 引手 ＨＥＷＩ　掘込取手 ５３８－７５ＭＬ φ７５ｍｍ スガツネ工業 引手　ＨＥＷＩ　掘込取手 ５３８－７５ＭＬ　径７５ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114156 引手 ＨＥＷＩ　掘込取手 ５３８－９０ＭＬ φ９０ｍｍ スガツネ工業 引手　ＨＥＷＩ　掘込取手 ５３８－９０ＭＬ　径９０ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114158 引手 ＨＥＷＩ　掘込取手 ５４２ 縦９４×横２５ｍｍ スガツネ工業 引手　ＨＥＷＩ　掘込取手 ５４２　縦９４×横２５ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114160 引手 ＨＥＷＩ　掘込取手 ５３９ 縦１００×横６０ｍｍ スガツネ工業 引手　ＨＥＷＩ　掘込取手 ５３９　縦１００×横６０ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114162 引手 スチールウッド掘込取手 ＳＷ－Ｆ－１１０ 縦１１０×横３４ｍｍ 素地みがき （２０個入／箱） スガツネ工業 引手　スチールウッド掘込取手 ＳＷ－Ｆ－１１０　１１０×３４ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114164 引手 スチールウッド掘込取手 ＳＷ－Ｆ－１４０ 縦１４０×横４０ｍｍ 素地みがき （１２個入／箱） スガツネ工業 引手　スチールウッド掘込取手 ＳＷ－Ｆ－１４０　１４０×４０ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114094 引手 掘込引手 ＭＮ８００Ｚ３２ 縦６０×横５４ｍｍ マットシルバー （３０個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 ＭＮ８００Ｚ３２　６０×５４ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114096 引手 掘込引手 ＭＮ８００Ｚ１２８ 縦１６２×横６０ｍｍ マットシルバー （１５個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 ＭＮ８００Ｚ１２８　縦１６２ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114104 引手 掘込引手 ３５１１０３８ φ４０ｍｍ ホワイトブロンズめっき （２５個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 ３５１１０３８　径４０ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114106 引手 掘込引手 ３５１１１００ φ４０ｍｍ 代用金めっき （２５個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 ３５１１１００　径４０ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114108 引手 掘込引手 ３５１１４００ φ４０ｍｍ クロムめっき （２５個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 ３５１１４００　径４０ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114110 引手 掘込引手 ３５１２０３８ φ３０ｍｍ ホワイトブロンズめっき （２５個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 ３５１２０３８　径３０ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114112 引手 掘込引手 ３５１２１００ φ３０ｍｍ 代用金めっき （２５個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 ３５１２１００　径３０ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114114 引手 掘込引手 ３５１２４００ φ３０ｍｍ クロムめっき （２５個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 ３５１２４００　径３０ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物
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引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114116 引手 掘込引手 Ｃ０８５３－ＷＢ φ３５ｍｍ ホワイトブロンズめっき （５０個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 Ｃ０８５３－ＷＢ　径３５ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114118 引手 掘込引手 Ｃ０８５３－ＳＧ φ３５ｍｍ サテンゴールドめっき （５０個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 Ｃ０８５３－ＳＧ　径３５ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114120 引手 掘込引手 Ｃ０８５３－ＣＲ φ３５ｍｍ クロムめっき （５０個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 Ｃ０８５３－ＣＲ　径３５ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114122 引手 掘込引手 Ｃ０８５３－ＧＢ φ３５ｍｍ 銅古美めっき （５０個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 Ｃ０８５３－ＧＢ　径３５ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114126
引手 掘込引手 ＭＮ１１６７ＺＡ００１２８ＥＺ００４ 縦１３６×横２２ｍｍ マットシルバー （４０個入／箱） ス
ガツネ工業

引手　掘込引手 ＭＮ１１６７　縦１３６ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114128 引手 掘込引手 ３９２２０３８ 縦１１０×横３６ｍｍ ホワイトブロンズめっき （２５個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 ３９２２０３８　縦１１０ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114130 引手 掘込引手 ３９２２１００ 縦１１０×横３６ｍｍ 代用金めっき （２５個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 ３９２２１００　縦１１０ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114132 引手 掘込引手 ３９２２４００ 縦１１０×横３６ｍｍ クロムめっき （２５個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 ３９２２４００　縦１１０ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114134 引手 掘込引手 ３９２１０３８ 縦１５０．５×横４０ｍｍ ホワイトブロンズめっき （２０個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 ３９２１０３８　縦１５０．５ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114136 引手 掘込引手 ３９２１１００ 縦１５０．５×横４０ｍｍ 代用金めっき （２０個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 ３９２１１００　縦１５０．５ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114138 引手 掘込引手 ３９２１４００ 縦１５０．５×横４０ｍｍ クロムめっき （２０個入／箱） スガツネ工業 引手　掘込引手 ３９２１４００　縦１５０．５ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114002
引手 掘込引手 ＺＬ－２５０１－５６ φ５６ｍｍ Ｚｗｅｉ　Ｌ　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （５個入／箱）
スガツネ工業

引手　掘込引手 ＺＬ－２５０１－５６　径５６ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114004
引手 掘込引手 ＺＬ－２５０１－８０ φ８０ｍｍ Ｚｗｅｉ　Ｌ　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （５個入／箱）
スガツネ工業

引手　掘込引手 ＺＬ－２５０１－８０　径８０ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114006
引手 掘込引手 ＺＬ－２５０１－１２５ φ１２５ｍｍ Ｚｗｅｉ　Ｌ　ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６）製 （５個入／
箱） スガツネ工業

引手　掘込引手 ＺＬ－２５０１－１２５ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114140
引手 アルミ押出掘込ハンドル ＸＬＡ－ＨＨＡ３００ 縦３００×横４０ｍｍ シルバーアルマイト処理 （１００個入／
箱） スガツネ工業

引手　アルミ押出掘込ハンドル ＸＬＡ－ＨＨＡ３００　縦３００ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114142
引手 アルミ押出掘込ハンドル ＸＬＡ－ＨＨＡ６００ 縦６００×横４０ｍｍ シルバーアルマイト処理 （５０個入／
箱） スガツネ工業

引手　アルミ押出掘込ハンドル ＸＬＡ－ＨＨＡ６００　縦６００ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114144
引手 プロテクター切替式埋込引手 ＨＨ－Ｐ１３５ＳＮ 縦１３５×横４０ｍｍ サテンニッケルめっき （５個入／箱）
スガツネ工業

引手　プロテクター切替埋込引手 ＨＨ－Ｐ１３５ＳＮ　縦１３５ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114146
引手 プロテクター切替式埋込引手 ＨＨ－Ｐ１３５ＣＲ 縦１３５×横４０ｍｍ クロムめっき （５個入／箱） スガツ
ネ工業

引手　プロテクター切替埋込引手 ＨＨ－Ｐ１３５ＣＲ　縦１３５ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物
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引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103114148
引手 プロテクター切替式埋込引手 ＨＨ－Ｐ１３５ＤＣ 縦１３５×横４０ｍｍ ダルクロムめっき （５個入／箱） ス
ガツネ工業

引手　プロテクター切替埋込引手 ＨＨ－Ｐ１３５ＤＣ　縦１３５ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112242 引手 しおり丸 ＰＦ－１３４ サイズ大 ライトシルバー （４０個入／箱） ビドー 引手　しおり丸 ＰＦ－１３４大　ライトシルバー 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112244 引手 しおり丸 ＰＦ－１３４ サイズ中 ライトシルバー （４０個入／箱） ビドー 引手　しおり丸 ＰＦ－１３４中　ライトシルバー 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112246 引手 量産丸 ＰＰ－６４１ サイズ大 ミルキーパール （５０個入／箱） ビドー 引手　量産丸 ＰＰ－６４１大　ミルキーパール 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112248 引手 量産丸 ＰＰ－６４１ サイズ中 ミルキーパール （５０個入／箱） ビドー 引手　量産丸 ＰＰ－６４１中　ミルキーパール 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112250 引手 量産丸 ＰＰ－６５１ サイズ大 シルバーパール （５０個入／箱） ビドー 引手　量産丸 ＰＰ－６５１大　シルバーパール 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112252 引手 量産丸 ＰＰ－６５１ サイズ中 シルバーパール （５０個入／箱） ビドー 引手　量産丸 ＰＰ－６５１中　シルバーパール 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112254 引手 量産チリ角 ＰＰ－６８１ サイズ大 ミルキーパール （５０個入／箱） ビドー 引手　量産チリ角 ＰＰ－６８１大　ミルキーパール 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112256 引手 量産チリ角 ＰＰ－６８１ サイズ特中 ミルキーパール （５０個入／箱） ビドー 引手　量産チリ角 ＰＰ－６８１特中ミルキーパール 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112258 引手 量産チリ角 ＰＰ－６９１ サイズ大 シルバーパール （５０個入／箱） ビドー 引手　量産チリ角 ＰＰ－６９１大　シルバーパール 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112260 引手 量産チリ角 ＰＰ－６９１ サイズ特中 シルバーパール （５０個入／箱） ビドー 引手　量産チリ角 ＰＰ－６９１特中シルバーパール 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112262 引手 ステン　二重丸 ＰＳ－７０ サイズ大 ＨＬ （５０個入／箱） ビドー 引手　ステン　二重丸 ＰＳ－７０　大　ＨＬ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112264 引手 ステン　二重丸 ＰＳ－７０ サイズ中 ＨＬ （５０個入／箱） ビドー 引手　ステン　二重丸 ＰＳ－７０　中　ＨＬ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112266 引手 木製白木丸 ＰＷ－０４ サイズ大 生地 （５０個入／箱） ビドー 引手　木製白木丸 ＰＷ－０４　大　生地 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112268 引手 木製白木丸 ＰＷ－０４ サイズ中 生地 （５０個入／箱） ビドー 引手　木製白木丸 ＰＷ－０４　中　生地 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112270 引手 木製モミジ丸 ＰＷ－０８ サイズ大 クリアー （５０個入／箱） ビドー 引手　木製モミジ丸 ＰＷ－０８　大　クリアー 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112272 引手 木製モミジ丸 ＰＷ－０８ サイズ中 クリアー （５０個入／箱） ビドー 引手　木製モミジ丸 ＰＷ－０８　中　クリアー 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112274 引手 木製カラス丸 ＰＷ－１３ サイズ大 黒塗装 （５０個入／箱） ビドー 引手　木製カラス丸 ＰＷ－１３　大　黒塗装 個 999 × ○ 3103 扉付属金物
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引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112276 引手 木製カラス丸 ＰＷ－１３ サイズ中 黒塗装 （５０個入／箱） ビドー 引手　木製カラス丸 ＰＷ－１３　中　黒塗装 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112278 引手 木製片チリ角 ＰＷ－２９ サイズ大 黒塗装 （２０個入／箱） ビドー 引手　木製片チリ角 ＰＷ－２９　大　黒塗装 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112280 引手 木製片チリ角 ＰＷ－２９ サイズ中 黒塗装 （２０個入／箱） ビドー 引手　木製片チリ角 ＰＷ－２９　中　黒塗装 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112282 引手 モミジ　片チリ角 ＰＷ－１２０ サイズ大 クリアー （２０個入／箱） ビドー 引手　モミジ　片チリ角 ＰＷ－１２０　大　クリアー 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112284 引手 モミジ　片チリ角 ＰＷ－１２０ サイズ中 クリアー （２０個入／箱） ビドー 引手　モミジ　片チリ角 ＰＷ－１２０　中　クリアー 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112286 引手 モダンカシュー　片チリ角 ＰＷ－２３３ サイズ大 柿渋 （２０個入／箱） ビドー 引手　モダンカシュー　片チリ角 ＰＷ－２３３　大　柿渋 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112288 引手 モダンカシュー　片チリ角 ＰＷ－２３３ サイズ中 柿渋 （２０個入／箱） ビドー 引手　モダンカシュー　片チリ角 ＰＷ－２３３　中　柿渋 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112290 引手 モダンカシュー　二寸丸 ＰＷ－２８３ サイズ大 柿渋 （２０個入／箱） ビドー 引手　モダンカシュー　二寸丸 ＰＷ－２８３　大　柿渋 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112292 引手 モダンカシュー　二寸丸 ＰＷ－２８３ サイズ中 柿渋 （２０個入／箱） ビドー 引手　モダンカシュー　二寸丸 ＰＷ－２８３　中　柿渋 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112294 引手 染竹片チリ角 ＰＷ－２８６ サイズ大 ウォールナット染 （２０個入／箱） ビドー 引手　染竹片チリ角 ＰＷ－２８６大ウォールナット染 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112296 引手 染竹片チリ角 ＰＷ－２８６ サイズ中 ウォールナット染 （２０個入／箱） ビドー 引手　染竹片チリ角 ＰＷ－２８６中ウォールナット染 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112298 引手 だんだら二寸丸 ＰＷ－３８１ サイズ大 クリアー　松 （８個入／箱） ビドー 引手　だんだら二寸丸 ＰＷ－３８１　大　クリアー　松 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112300 引手 だんだら二寸丸 ＰＷ－３８１ サイズ中 クリアー　松 （８個入／箱） ビドー 引手　だんだら二寸丸 ＰＷ－３８１　中　クリアー　松 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112302 引手 だんだら二寸丸 ＰＷ－３８２ サイズ大 クリアー　竹 （８個入／箱） ビドー 引手　だんだら二寸丸 ＰＷ－３８２　大　クリアー　竹 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112304 引手 だんだら二寸丸 ＰＷ－３８２ サイズ中 クリアー　竹 （８個入／箱） ビドー 引手　だんだら二寸丸 ＰＷ－３８２　中　クリアー　竹 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112306 引手 だんだら二寸丸 ＰＷ－３８３ サイズ大 クリアー　梅 （８個入／箱） ビドー 引手　だんだら二寸丸 ＰＷ－３８３　大　クリアー　梅 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112308 引手 だんだら二寸丸 ＰＷ－３８３ サイズ中 クリアー　梅 （８個入／箱） ビドー 引手　だんだら二寸丸 ＰＷ－３８３　中　クリアー　梅 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112310 引手 深口モミジ丸 ＰＷ－３８８ サイズ大 クリアー （５０個入／箱） ビドー 引手　深口モミジ丸 ＰＷ－３８８　大　クリアー 個 999 × ○ 3103 扉付属金物
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引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103112312 引手 深口モミジ丸 ＰＷ－３８８ サイズ中 クリアー （５０個入／箱） ビドー 引手　深口モミジ丸 ＰＷ－３８８　中　クリアー 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103105002 取手 モダンカシュー　裏ビス式スリムアーチ取手 ＨＷ－２６３ サイズ大 柿渋 （２０本入／箱） ビドー モダンカシュー裏ビススリム取手 ＨＷ－２６３　大　柿渋 本 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103105004 取手 モダンカシュー　裏ビス式スリムアーチ取手 ＨＷ－２６３ サイズ小 柿渋 （２０本入／箱） ビドー モダンカシュー裏ビススリム取手 ＨＷ－２６３　小　柿渋 本 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103105006 取手 染竹裏ビス式スリムアーチ取手 ＨＷ－２６６ サイズ大 ウォールナット染 （２０本入／箱） ビドー 染竹裏ビス式スリムアーチ取手 ＨＷ－２６６大ウォールナット染 本 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103105008 取手 染竹裏ビス式スリムアーチ取手 ＨＷ－２６６ サイズ小 ウォールナット染 （２０本入／箱） ビドー 染竹裏ビス式スリムアーチ取手 ＨＷ－２６６小ウォールナット染 本 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103105010 取手 スマート富士取手 ＨＺ－３２２ サイズ小 コートＧＢ （５０本入／箱） ビドー スマート富士取手 ＨＺ－３２２　小　コートＧＢ 本 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103105012 取手 スマート富士取手 ＨＺ－３２２ サイズ小々 コートＧＢ （５０本入／箱） ビドー スマート富士取手 ＨＺ－３２２　小々　コートＧＢ 本 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103105014 取手 裏ビス式スリムアーチ取手 ＨＷ－１４８ サイズ大 モミジ（クリアー） （２０本入／箱） ビドー 裏ビス式スリムアーチ取手 ＨＷ－１４８大モミジ　クリアー 本 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103105016 取手 裏ビス式スリムアーチ取手 ＨＷ－１４８ サイズ小 モミジ（クリアー） （３０本入／箱） ビドー 裏ビス式スリムアーチ取手 ＨＷ－１４８小モミジ　クリアー 本 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103105018 取手 染竹取手 ＨＷ－９４１ １５０ｍｍ 白木染 （２０本入／箱） ビドー 染竹取手 ＨＷ－９４１　白木染 本 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103105020 取手 染竹取手 ＨＷ－９４２ １５０ｍｍ ヒノキ染 （２０本入／箱） ビドー 染竹取手 ＨＷ－９４２　ヒノキ染 本 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103105022 取手 染竹取手 ＨＷ－９４３ １５０ｍｍ タモ染 （２０本入／箱） ビドー 染竹取手 ＨＷ－９４３　タモ染 本 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103105024 取手 染竹取手 ＨＷ－９４４ １５０ｍｍ チーク染 （２０本入／箱） ビドー 染竹取手 ＨＷ－９４４　チーク染 本 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103105026 取手 染竹取手 ＨＷ－９４５ １５０ｍｍ ウォールナット染 （２０本入／箱） ビドー 染竹取手 ＨＷ－９４５　ウォールナット染 本 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103105028 取手 染竹取手 ＨＷ－９４６ １５０ｍｍ 黒檀染 （２０本入／箱） ビドー 染竹取手 ＨＷ－９４６　黒檀染 本 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103113004 引手 彫込引手 Ｎｏ．２３３５ 呼称１０５ｍｍ　縦１０７×横２５ｍｍ 黄銅 ベスト 引手　彫込引手 Ｎｏ．２３３５　呼称１０５ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103113006 引手 ラウンド引手 Ｎｏ．３４３ 呼称５０ｍｍ　φ５３ｍｍ 黄銅鋳物 ベスト 引手　ラウンド引手 Ｎｏ．３４３　呼称５０ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103113008 引手 ラウンド引手 Ｎｏ．３４３ 呼称７０ｍｍ　φ７０ｍｍ 黄銅鋳物 ベスト 引手　ラウンド引手 Ｎｏ．３４３　呼称７０ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物
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引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103113010 引手 モダン引手 Ｎｏ．３４２ 縦２００×横３２ｍｍ 黄銅 ベスト 引手　モダン引手 Ｎｏ．３４２　２００×３２ｍｍ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3103113024 引手 彫込引手 Ｎｏ．８１５－Ｗ 縦１１０×横３５ｍｍ 白木 ベスト 引手　彫込引手 Ｎｏ．８１５－Ｗ　１１０×３５ 個 999 × ○ 3103 扉付属金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3101138002 戸車 はめ込戸車 １８型　０１２－０９６０ １８Ｓ（丸） ステンレス マツ六 戸車　はめ込戸車 １８型　０１２－０９６０ 個 999 × ○ 3101 扉支持金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3101138004 戸車 はめ込戸車 １５型　０１２－１０６０ １５Ｓ（丸） ステンレス マツ六 戸車　はめ込戸車 １５型　０１２－１０６０ 個 999 × ○ 3101 扉支持金物

引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 3101138006 戸車 はめ込戸車 １５型　０１２－１０７０ １５Ｄ（丸） ステンレス マツ六 戸車　はめ込戸車 １５型　０１２－１０７０ 個 999 × ○ 3101 扉支持金物

物干金物【公表価格】 3411080002
アーム付上下移動式ポール ＫＳ－ＤＡ５５６ＡＳＰＮ－ＳＴ 高８４７×長５０６ｍｍ ポールブラケット：アルマイト
処理クリア塗装　アーム：アクリル焼付塗装 ポールブラケット：アルミニウム　アーム：アルミダイカスト ナスタ

アーム付上下移動式ポール ＫＳ－ＤＡ５５６ＡＳＰＮ－ＳＴ セット 999 × ○ 3411 外部ユニット

物干金物【公表価格】 3411080010 アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ４０３ＡＢ 長４００ｍｍ アクリル焼付塗装 アルミダイカスト ナスタ アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ４０３ＡＢ セット 999 × ○ 3411 外部ユニット

物干金物【公表価格】 3411080012 アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ５５３ＡＢ 長５５０ｍｍ アクリル焼付塗装 アルミダイカスト ナスタ アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ５５３ＡＢ セット 999 × ○ 3411 外部ユニット

物干金物【公表価格】 3411080014 アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ７０３ＡＢ 長７００ｍｍ アクリル焼付塗装 アルミダイカスト ナスタ アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ７０３ＡＢ セット 999 × ○ 3411 外部ユニット

物干金物【公表価格】 3411080016 アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ５００ＡＢＮ 長５００ｍｍ アクリル焼付塗装 アルミダイカスト ナスタ アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ５００ＡＢＮ セット 999 × ○ 3411 外部ユニット

物干金物【公表価格】 3411080022 アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ４５２ＡＢＮ 長４５０ｍｍ アクリル焼付塗装 アルミダイカスト ナスタ アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ４５２ＡＢＮ セット 999 × ○ 3411 外部ユニット

物干金物【公表価格】 3411080024 アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ７０２ＡＢＮ 長７００ｍｍ アクリル焼付塗装 アルミダイカスト ナスタ アルミ物干金物 ＫＳ－ＤＡ７０２ＡＢＮ セット 999 × ○ 3411 外部ユニット

物干金物【公表価格】 3411080030
物干金物用　上下移動式ポール ＫＳ－ＤＡ－ＡＰＮ－ＳＴ 高８１６ｍｍ アルマイト処理クリア塗装 アルミニウム ナ
スタ

物干金物用上下移動式ポール ＫＳ－ＤＡ－ＡＰＮ－ＳＴ セット 999 × ○ 3411 外部ユニット

物干金物【公表価格】 3411080032
物干金物用　上下移動式ポール ＫＳ－ＤＡ－ＡＰＮ－ＳＶ 高８１６ｍｍ アルマイト処理クリア塗装 アルミニウム ナ
スタ

物干金物用上下移動式ポール ＫＳ－ＤＡ－ＡＰＮ－ＳＶ セット 999 × ○ 3411 外部ユニット

物干金物【公表価格】 3411080040 バルコニー物干金物（自在型） ＫＳ－５３０ＡＦ－Ｍ 高５３０×幅５００ｍｍ アルマイト処理 アルミニウム ナスタ バルコニー物干金物（自在型） ＫＳ－５３０ＡＦ－Ｍ 本 999 × ○ 3411 外部ユニット

物干金物【公表価格】 3411080042 バルコニー物干金物（自在型） ＫＳ－６４０ＡＦ－Ｍ 高６４０×幅５００ｍｍ アルマイト処理 アルミニウム ナスタ バルコニー物干金物（自在型） ＫＳ－６４０ＡＦ－Ｍ 本 999 × ○ 3411 外部ユニット

物干金物【公表価格】 3411080044 バルコニー物干金物（自在型） ＫＳ－７８０ＡＦ－Ｍ 高７８０×幅５００ｍｍ アルマイト処理 アルミニウム ナスタ バルコニー物干金物（自在型） ＫＳ－７８０ＡＦ－Ｍ 本 999 × ○ 3411 外部ユニット

物干金物【公表価格】 3411080046 バルコニー物干金物（自在型） ＫＳ－９００ＡＦ－Ｍ 高９００×幅５００ｍｍ アルマイト処理 アルミニウム ナスタ バルコニー物干金物（自在型） ＫＳ－９００ＡＦ－Ｍ 本 999 × ○ 3411 外部ユニット
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物干金物【公表価格】 3411080048
バルコニー物干金物（自在型） ＫＳ－１０００ＡＦ－Ｍ 高１，０００×幅５００ｍｍ アルマイト処理 アルミニウム
ナスタ

バルコニー物干金物（自在型） ＫＳ－１０００ＡＦ－Ｍ 本 999 × ○ 3411 外部ユニット

物干金物【公表価格】 3411080074 室内物干（天吊りタイプ） ＫＳ－ＤＡ１０４Ａ 高５００×φ５３ｍｍ ナスタ 室内物干（天吊りタイプ） ＫＳ－ＤＡ１０４Ａ セット 999 × ○ 3411 外部ユニット

物干金物【公表価格】 3411080076
室内物干（天吊りタイプ） ＫＳ－ＤＡ１２ＳＰ 長１，２０６×φ２５ｍｍ ＃４００仕上 外側：ステンレス　内側：
スチール ナスタ

室内物干（天吊りタイプ） ＫＳ－ＤＡ１２ＳＰ セット 999 × ○ 3411 外部ユニット

物干金物【公表価格】 3411080078
室内物干（壁付タイプ） ＫＳ－ＤＡ１０１ＰＮ 高４３２×長３８０ｍｍ アクリル焼付塗装 本体：ＡＢＳ樹脂　アー
ム：アルミニウム ナスタ

室内物干（壁付タイプ） ＫＳ－ＤＡ１０１ＰＮ セット 999 × ○ 3411 外部ユニット

物干金物【公表価格】 3411080086 室内物干 ＫＳ－ＤＡ２００ＭＫＮ 高４９６×長１，８４７ｍｍ ＡＳＡ樹脂被覆鋼管 ナスタ 室内物干 ＫＳ－ＤＡ２００ＭＫＮ セット 999 × ○ 3411 外部ユニット

ドアクローザ【公表価格】 3105015010
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＮＳＣ－Ｃ４８－２２ 鋼製軽量建具用／水平式 扉寸法　幅７００～１，２
００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＮＳＣ－Ｃ４８－２２水平 組 999 × ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ【公表価格】 3105015012
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＮＳＣ－Ｃ４８－３１ 鋼製軽量建具用／水平式 扉寸法　幅１，２００～
１，６００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＮＳＣ－Ｃ４８－３１水平 組 999 × ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ【公表価格】 3105015014
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＮＳＣ－ＣＷ２３－２２ 木製建具用／水平式 扉寸法　幅７００～１，２０
０ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＮＳＣ－ＣＷ２３－２２水平木製 組 999 × ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ【公表価格】 3105015016
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＮＳＣ－ＣＷ２３－３１ 木製建具用／水平式 扉寸法　幅１，２００～１，
６００ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＮＳＣ－ＣＷ２３－３１水平木製 組 999 × ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ【公表価格】 3105015022
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＮＳＣ－ＣＷ４８－２２ 木製建具用／水平式 扉寸法　幅７００～１，２０
０ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＮＳＣ－ＣＷ４８－２２水平木製 組 999 × ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ【公表価格】 3105015024
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＮＳＣ－ＣＷ４８－３１ 木製建具用／水平式 扉寸法　幅１，２００～１，
６００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＮＳＣ－ＣＷ４８－３１水平木製 組 999 × ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ【公表価格】 3105015026
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－Ｃ０３－２２ 鋼製軽量建具用／傾斜式 扉寸法　幅７００～１，２
００ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＤＳＣ－Ｃ０３－２２傾斜 組 999 × ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ【公表価格】 3105015028
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－Ｃ０３－３１ 鋼製軽量建具用／傾斜式 扉寸法　幅１，２００～
１，６００ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＤＳＣ－Ｃ０３－３１傾斜 組 999 × ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ【公表価格】 3105015030
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－Ｃ０８－２２ 鋼製軽量建具用／傾斜式 扉寸法　幅７００～１，２
００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＤＳＣ－Ｃ０８－２２傾斜 組 999 × ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ【公表価格】 3105015032
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－Ｃ０８－３１ 鋼製軽量建具用／傾斜式 扉寸法　幅１，２００～
１，６００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＤＳＣ－Ｃ０８－３１傾斜 組 999 × ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ【公表価格】 3105015034
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－Ｃ０１５－２２ 鋼製重量建具用／傾斜式 扉寸法　幅７００～１，
２００ｍｍ ドア質量１５０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＤＳＣ－Ｃ０１５－２２傾斜重量 組 999 × ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ【公表価格】 3105015036
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－Ｃ０１５－３１ 鋼製重量建具用／傾斜式 扉寸法　幅１，２００～
１，６００ｍｍ ドア質量１５０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＤＳＣ－Ｃ０１５－３１傾斜重量 組 999 × ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ【公表価格】 3105015038
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－ＣＷ０３－２２ 木製建具用／傾斜式 扉寸法　幅７００～１，２０
０ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＤＳＣ－ＣＷ０３－２２傾斜木製 組 999 × ○ 3105 開閉金物
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ドアクローザ【公表価格】 3105015040
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－ＣＷ０３－３１ 木製建具用／傾斜式 扉寸法　幅１，２００～１，
６００ｍｍ ドア質量３０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＤＳＣ－ＣＷ０３－３１傾斜木製 組 999 × ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ【公表価格】 3105015042
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－ＣＷ０８－２２ 木製建具用／傾斜式 扉寸法　幅７００～１，２０
０ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＤＳＣ－ＣＷ０８－２２傾斜木製 組 999 × ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ【公表価格】 3105015044
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＤＳＣ－ＣＷ０８－３１ 木製建具用／傾斜式 扉寸法　幅１，２００～１，
６００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＤＳＣ－ＣＷ０８－３１傾斜木製 組 999 × ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ【公表価格】 3105015054
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＮＳＣ－ＣＢ４８－２２ 浴室軽量建具用／水平式 扉寸法　幅７００～１，
２００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＮＳＣ－ＣＢ４８－２２水平浴室 組 999 × ○ 3105 開閉金物

ドアクローザ【公表価格】 3105015056
ドアクローザ（スライディングクローザ） ＮＳＣ－ＣＢ４８－３１ 浴室軽量建具用／水平式 扉寸法　幅１，２００～
１，６００ｍｍ ドア質量８０ｋｇ以下 日東工器

スライディングクローザ ＮＳＣ－ＣＢ４８－３１水平浴室 組 999 × ○ 3105 開閉金物

宅配ボックス【公表価格】 3411050018
宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨ１８－Ａ 高１，８００× 幅４５０ ×奥行４７０ｍｍ ６２ｋｇ コンピューター式　前入
前出 スチール扉 ナスタ

宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨ１８－Ａ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

宅配ボックス【公表価格】 3411050020
宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨ１８－Ｂ 高１，８００× 幅４５０ ×奥行４７０ｍｍ ５９ｋｇ コンピューター式　前入
前出 スチール扉 ナスタ

宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨ１８－Ｂ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

宅配ボックス【公表価格】 3411050022
宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨ１８－Ｃ 高１，８００× 幅４５０ ×奥行４７０ｍｍ ５６ｋｇ コンピューター式　前入
前出 スチール扉 ナスタ

宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨ１８－Ｃ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

宅配ボックス【公表価格】 3411050024
宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨ１８－Ｄ 高１，８００× 幅４５０ ×奥行４７０ｍｍ ５０ｋｇ コンピューター式　前入
前出 スチール扉 ナスタ

宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨ１８－Ｄ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

宅配ボックス【公表価格】 3411050026
宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨ１８－ＳＡ 高１，８００× 幅４５０ ×奥行４７０ｍｍ ６２ｋｇ コンピューター式　前
入前出 ステンレス扉 ナスタ

宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨ１８－ＳＡ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

宅配ボックス【公表価格】 3411050028
宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨ１８－ＳＢ 高１，８００× 幅４５０ ×奥行４７０ｍｍ ５９ｋｇ コンピューター式　前
入前出 ステンレス扉 ナスタ

宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨ１８－ＳＢ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

宅配ボックス【公表価格】 3411050030
宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨ１８－ＳＣ 高１，８００× 幅４５０ ×奥行４７０ｍｍ ５６ｋｇ コンピューター式　前
入前出 ステンレス扉 ナスタ

宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨ１８－ＳＣ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

宅配ボックス【公表価格】 3411050032
宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨ１８－ＳＤ 高１，８００× 幅４５０ ×奥行４７０ｍｍ ５０ｋｇ コンピューター式　前
入前出 ステンレス扉 ナスタ

宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨ１８－ＳＤ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

宅配ボックス【公表価格】 3411050034
宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨＴ１８－Ａ 高１，８００× 幅５００ ×奥行６００ｍｍ １０５ｋｇ コンピューター式
前入後出 スチール扉 ナスタ

宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨＴ１８－Ａ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

宅配ボックス【公表価格】 3411050036
宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨＴ１８－Ｂ 高１，８００× 幅５００ ×奥行６００ｍｍ １０３ｋｇ コンピューター式
前入後出 スチール扉 ナスタ

宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨＴ１８－Ｂ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

宅配ボックス【公表価格】 3411050038
宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨＴ１８－Ｃ 高１，８００× 幅５００ ×奥行６００ｍｍ ９８ｋｇ コンピューター式　前
入後出 スチール扉 ナスタ

宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨＴ１８－Ｃ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

宅配ボックス【公表価格】 3411050040
宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨＴ１８－Ｄ 高１，８００× 幅５００ ×奥行６００ｍｍ ８０ｋｇ コンピューター式　前
入後出 スチール扉 ナスタ

宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨＴ１８－Ｄ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

宅配ボックス【公表価格】 3411050042
宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨＴ１８－ＳＡ 高１，８００× 幅５００ ×奥行６００ｍｍ １０５ｋｇ コンピューター式
前入後出 ステンレス扉 ナスタ

宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨＴ１８－ＳＡ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット
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宅配ボックス【公表価格】 3411050044
宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨＴ１８－ＳＢ 高１，８００× 幅５００ ×奥行６００ｍｍ １０３ｋｇ コンピューター式
前入後出 ステンレス扉 ナスタ

宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨＴ１８－ＳＢ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

宅配ボックス【公表価格】 3411050046
宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨＴ１８－ＳＣ 高１，８００× 幅５００ ×奥行６００ｍｍ ９８ｋｇ コンピューター式
前入後出 ステンレス扉 ナスタ

宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨＴ１８－ＳＣ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

宅配ボックス【公表価格】 3411050048
宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨＴ１８－ＳＤ 高１，８００× 幅５００ ×奥行６００ｍｍ ８０ｋｇ コンピューター式
前入後出 ステンレス扉 ナスタ

宅配ボックス ＫＳ－ＴＬＨＴ１８－ＳＤ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

新聞受【公表価格】 3411060004 新聞受 ＫＳ－ＮＰ４６０Ｓ 高３１６×幅１５０×奥行５７．５ｍｍ ヘアーラインクリア塗装 ＳＵＳ ナスタ 新聞受 ＫＳ－ＮＰ４６０Ｓ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

新聞受【公表価格】 3411060006 新聞受 ＫＳ－ＮＰ４００Ｓ 高３９５×幅２０１×奥行４０ｍｍ（６４ｍｍ） ヘアーラインクリア塗装 ＳＵＳ ナスタ 新聞受 ＫＳ－ＮＰ４００Ｓ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

新聞受【公表価格】 3411060010 新聞受 ＫＳ－ＮＰ１５０Ｓ 高２００×幅１４５×奥行４６ｍｍ 研磨 ＳＵＳ ナスタ 新聞受 ＫＳ－ＮＰ１５０Ｓ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070200
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ８０５ＳＳ－ＰＫ 高３４０ ×幅２６６×奥行１６０ｍｍ ２．５ｋｇ 前入前出 扉ステンレ
ス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ８０５ＳＳ－ＰＫ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070214
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０８Ｓ－Ｌ 高１５０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ２．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナ
スタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０８Ｓ－Ｌ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070216
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０８Ｓ－Ｒ 高１５０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ２．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナ
スタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０８Ｓ－Ｒ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070218
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０８Ｓ－Ｃ 高１５０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ２．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナ
スタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０８Ｓ－Ｃ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070244
集合郵便受箱 ２戸用 ＫＳ－ＭＢ４０３Ｓ－２Ｌ 高２４０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ４．４ｋｇ 前入前出 扉ステ
ンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ４０３Ｓ－２Ｌ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070246
集合郵便受箱 ３戸用 ＫＳ－ＭＢ４０３Ｓ－３Ｌ 高３６０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ６．４ｋｇ 前入前出 扉ステ
ンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ４０３Ｓ－３Ｌ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070248
集合郵便受箱 ２戸用 ＫＳ－ＭＢ４０３Ｓ－２Ｒ 高２４０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ４．４ｋｇ 前入前出 扉ステ
ンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ４０３Ｓ－２Ｒ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070250
集合郵便受箱 ３戸用 ＫＳ－ＭＢ４０３Ｓ－３Ｒ 高３６０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ６．４ｋｇ 前入前出 扉ステ
ンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ４０３Ｓ－３Ｒ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070252
集合郵便受箱 ２戸用 ＫＳ－ＭＢ４０３Ｓ－２Ｃ 高２４０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ４．４ｋｇ 前入前出 扉ステ
ンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ４０３Ｓ－２Ｃ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070254
集合郵便受箱 ３戸用 ＫＳ－ＭＢ４０３Ｓ－３Ｃ 高３６０ ×幅３６０×奥行２７５ｍｍ ６．４ｋｇ 前入前出 扉ステ
ンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ４０３Ｓ－３Ｃ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070340
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０１Ｓ－ＬＫ 高１５０ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ３．５ｋｇ 前入前出 扉ステンレス
ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０１Ｓ－ＬＫ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070342
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０１Ｓ－Ｌ 高１５０ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ３．５ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナ
スタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０１Ｓ－Ｌ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット
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郵便箱【公表価格】 3411070344
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０１Ｓ－Ｒ 高１５０ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ３．５ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナ
スタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０１Ｓ－Ｒ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070346
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０１Ｓ－Ｃ 高１５０ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ３．５ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナ
スタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０１Ｓ－Ｃ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070348
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０２Ｓ－ＬＫ 高３００ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ５．０ｋｇ 前入前出 扉ステンレス
ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０２Ｓ－ＬＫ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070350
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０２Ｓ－Ｌ 高３００ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ５．０ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナ
スタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０２Ｓ－Ｌ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070352
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０２Ｓ－Ｒ 高３００ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ５．０ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナ
スタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０２Ｓ－Ｒ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070354
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０２Ｓ－Ｃ 高３００ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ５．０ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナ
スタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０２Ｓ－Ｃ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070356
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０３Ｓ－ＬＫ 高６００ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ７．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス
ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０３Ｓ－ＬＫ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070358
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０３Ｓ－Ｌ 高６００ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ７．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナ
スタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０３Ｓ－Ｌ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070360
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０３Ｓ－Ｒ 高６００ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ７．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナ
スタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０３Ｓ－Ｒ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070362
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０３Ｓ－Ｃ 高６００ ×幅３００×奥行３７８ｍｍ ７．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナ
スタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０３Ｓ－Ｃ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070388
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０４Ｓ－Ｄ 高２００ ×幅２５０×奥行２００ｍｍ １．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナ
スタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０４Ｓ－Ｄ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070390
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０４Ｓ－Ｌ 高２００ ×幅２５０×奥行２００ｍｍ １．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナ
スタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０４Ｓ－Ｌ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070392
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ６０４Ｓ－Ｒ 高２００ ×幅２５０×奥行２００ｍｍ １．９ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナ
スタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６０４Ｓ－Ｒ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070394
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ５０１Ｓ－Ｄ－ＭＧ 高２６０ ×幅３６０×奥行１６６ｍｍ ２．７ｋｇ 前入前出 扉アルミ
ダイカスト ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ５０１Ｓ－Ｄ－ＭＧ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070396
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ５０１Ｓ－Ｌ－ＭＧ 高２６０ ×幅３６０×奥行１６６ｍｍ ２．７ｋｇ 前入前出 扉アルミ
ダイカスト ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ５０１Ｓ－Ｌ－ＭＧ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070398
集合郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ５０１Ｓ－Ｒ－ＭＧ 高２６０ ×幅３６０×奥行１６６ｍｍ ２．７ｋｇ 前入前出 扉アルミ
ダイカスト ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ５０１Ｓ－Ｒ－ＭＧ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070418
集合郵便受箱（防滴型） ＫＳ－ＭＢ６２１Ｓ－ＬＫ 高２８０ ×幅３８０×奥行１４５ｍｍ ２．７ｋｇ 前入前出 扉
ステンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６２１Ｓ－ＬＫ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070420
集合郵便受箱（防滴型） ＫＳ－ＭＢ６２１Ｓ－Ｌ 高２８０ ×幅３８０×奥行１４５ｍｍ ２．７ｋｇ 前入前出 扉ス
テンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６２１Ｓ－Ｌ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット
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郵便箱【公表価格】 3411070422
集合郵便受箱（防滴型） ＫＳ－ＭＢ６２１Ｓ－Ｒ 高２８０ ×幅３８０×奥行１４５ｍｍ ２．７ｋｇ 前入前出 扉ス
テンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６２１Ｓ－Ｒ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070432
集合郵便受箱（ＡＭＮ型） １戸用 ＫＳ－ＭＢ１ＡＭＮ－Ｌ 高２５９ ×幅３７４×奥行１５０ｍｍ ２．５ｋｇ 前入
前出 扉ステンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ１ＡＭＮ－Ｌ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070434
集合郵便受箱（ＡＭＮ型） ４戸用 ＫＳ－ＭＢ４ＡＭＮ－Ｌ 高５００ ×幅７３０×奥行１５０ｍｍ ８．４ｋｇ 前入
前出 扉ステンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ４ＡＭＮ－Ｌ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070436
集合郵便受箱（ＡＭＮ型） ６戸用 ＫＳ－ＭＢ６ＡＭＮ－Ｌ 高５００ ×幅１，０８６×奥行１５０ｍｍ １２．９ｋｇ
前入前出 扉ステンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６ＡＭＮ－Ｌ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070438
集合郵便受箱（ＡＭＮ型） ８戸用 ＫＳ－ＭＢ８ＡＭＮ－Ｌ 高５００ ×幅１，４４２×奥行１５０ｍｍ １５．９ｋｇ
前入前出 扉ステンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ８ＡＭＮ－Ｌ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070440
集合郵便受箱（ＡＭＮ型） １戸用 ＫＳ－ＭＢ１ＡＭＮ－Ｒ 高２５９ ×幅３７４×奥行１５０ｍｍ ２．５ｋｇ 前入
前出 扉ステンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ１ＡＭＮ－Ｒ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070442
集合郵便受箱（ＡＭＮ型） ４戸用 ＫＳ－ＭＢ４ＡＭＮ－Ｒ 高５００ ×幅７３０×奥行１５０ｍｍ ８．４ｋｇ 前入
前出 扉ステンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ４ＡＭＮ－Ｒ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070444
集合郵便受箱（ＡＭＮ型） ６戸用 ＫＳ－ＭＢ６ＡＭＮ－Ｒ 高５００ ×幅１，０８６×奥行１５０ｍｍ １２．９ｋｇ
前入前出 扉ステンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６ＡＭＮ－Ｒ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070446
集合郵便受箱（ＡＭＮ型） ８戸用 ＫＳ－ＭＢ８ＡＭＮ－Ｒ 高５００ ×幅１，４４２×奥行１５０ｍｍ １５．９ｋｇ
前入前出 扉ステンレス ナスタ

集合郵便受箱 ＫＳＭＢ８ＡＭＮ－Ｒ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070454
大型郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ３０ＳＦ－Ｃ 高５９０ ×幅３９０×奥行３０２ｍｍ １２．５ｋｇ 前入前出 扉フェライト
系　ステンレス ナスタ

大型郵便受箱 ＫＳＭＢ３０ＳＦ－Ｃ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070456
大型郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ３０ＳＢ－Ｃ 高５９０ ×幅３９０×奥行３０２ｍｍ １２．５ｋｇ 前入後出 扉フェライト
系　ステンレス ナスタ

大型郵便受箱 ＫＳＭＢ３０ＳＢ－Ｃ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070458
大型郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ３０ＳＷ－Ｃ 高５９０ ×幅３９０×奥行３０２ｍｍ １２．５ｋｇ 壁付け 扉フェライト系
ステンレス ナスタ

大型郵便受箱 ＫＳＭＢ３０ＳＷ－Ｃ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070460
大型郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ３０ＳＦ－Ｃ－ＢＫ 高５９０ ×幅３９０×奥行３０２ｍｍ １２．５ｋｇ 前入前出 扉フェ
ライト系　ステンレス ナスタ

大型郵便受箱 ＫＳＭＢ３０ＳＦ－Ｃ－ＢＫ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070462
大型郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ３０ＳＢ－Ｃ－ＢＫ 高５９０ ×幅３９０×奥行３０２ｍｍ １２．５ｋｇ 前入後出 扉フェ
ライト系　ステンレス ナスタ

大型郵便受箱 ＫＳＭＢ３０ＳＢ－Ｃ－ＢＫ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070464
大型郵便受箱 ＫＳ－ＭＢ３０ＳＷ－Ｃ－ＢＫ 高５９０ ×幅３９０×奥行３０２ｍｍ １２．５ｋｇ 壁付け 扉フェラ
イト系　ステンレス ナスタ

大型郵便受箱 ＫＳＭＢ３０ＳＷ－Ｃ－ＢＫ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070466
公団型集合郵便受箱（ＳＡ型） １戸用 ＫＳ－ＭＢ１ＳＡ 高２６６ ×幅３３７．４×奥行１４１．４ｍｍ ２．１ｋｇ
前入前出 扉ステンレス ナスタ

公団型集合郵便受箱 ＫＳＭＢ１ＳＡ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070468
公団型集合郵便受箱（ＳＡ型） ４戸用 ＫＳ－ＭＢ４ＳＡ 高５１４ ×幅６５５．４×奥行１４１．４ｍｍ ６．５ｋｇ
前入前出 扉ステンレス ナスタ

公団型集合郵便受箱 ＫＳＭＢ４ＳＡ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070470
公団型集合郵便受箱（ＳＡ型） ６戸用 ＫＳ－ＭＢ６ＳＡ 高５１４ ×幅９７３．４×奥行１４１．４ｍｍ ９．６ｋｇ
前入前出 扉ステンレス ナスタ

公団型集合郵便受箱 ＫＳＭＢ６ＳＡ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット
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郵便箱【公表価格】 3411070472
公団型集合郵便受箱（ＳＡ型） ８戸用 ＫＳ－ＭＢ８ＳＡ 高５１４ ×幅１２９１．４×奥行１４１．４ｍｍ １２．６
ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ

公団型集合郵便受箱 ＫＳＭＢ８ＳＡ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070474
公団型集合郵便受箱（ＳＨ型） １０戸用 ＫＳ－ＭＢ１０ＳＨ 高８５８ ×幅４９５．４×奥行３０１．４ｍｍ １５．
５ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ

公団型集合郵便受箱 ＫＳＭＢ１０ＳＨ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070476
公団型集合郵便受箱（ＳＨ型） １２戸用 ＫＳ－ＭＢ１２ＳＨ 高１，０２６ ×幅４９５．４×奥行３０１．４ｍｍ １
８．６ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ

公団型集合郵便受箱 ＫＳＭＢ１２ＳＨ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070478
公団型集合郵便受箱（ＳＨ型） １８戸用 ＫＳ－ＭＢ１８ＳＨ 高１，０２６ ×幅７３３．４×奥行３０１．４ｍｍ ２
７．０ｋｇ 前入前出 扉ステンレス ナスタ

公団型集合郵便受箱 ＫＳＭＢ１８ＳＨ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070480 投函防止プレート ＫＳ－ＭＢＴ０２Ｐ 高４２ ×幅２６５×奥行５９ｍｍ ステンレス　ＰＥＴ樹脂　透明 ナスタ 投函防止プレート ＫＳＭＢＴ０２Ｐ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

郵便箱【公表価格】 3411070482 投函防止プレート ＫＳ－ＭＢＴ０２Ｐ－２ 高４２ ×幅３４５×奥行５９ｍｍ ステンレス　ＰＥＴ樹脂　透明 ナスタ 投函防止プレート ＫＳＭＢＴ０２Ｐ－２ 台 999 × ○ 3411 外部ユニット

板ガラス 3201010315 フロート板ガラス ＦＬ３ ２．１８ｍ２以下　（特寸） 〔ＪＩＳ　Ｒ　３２０２〕 フロート板ガラス　ＦＬ３ ２．１８ｍ２以下　特寸 ｍ２ 999 × ○ 3201 板ガラス

カーペット 3301108010 カーペット 合繊フェルト 厚８ｍｍ カーペット 合繊フェルト　厚８ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 3301 床材

せっこうボード（下地材） 3303090902 不燃積層せっこうボード 不燃 厚９．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ　ＧＢ－ＮＣ ＪＩＳ　Ａ　６９０１ 不燃積層せっこうボード ９．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 999 × ○ 3303 壁・天井材

せっこうボード（下地材） 3303098002 せっこうボード 直張り用接着剤 ２０ｋｇ入 せっこうボード　接着剤 直張り用　２０ｋｇ入 袋 999 × ○ 3303 壁・天井材

せっこうボード（下地材） 3303098004 せっこうボード 継目処理工法用　ジョイントテープ ７６ｍ／巻 せっこうボード　テープ 継目処理工法用　７６ｍ／巻 個 999 × ○ 3303 壁・天井材

せっこうボード（下地材） 3303098008 せっこうボード 継目処理工法用　ジョイントコンパウンド １２ｋｇ入 せっこうボード　コンパウンド 継目処理工法用　１２ｋｇ入 缶 999 × ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303096096 せっこうボード タイガー不燃防水ボード 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 吉野石膏 タイガー不燃防水ボード １２．５×９１０×１８２０ｍｍ 枚 999 × ○ 3303 壁・天井材

化粧せっこうボード―ブランド品― 3303096098 せっこうボード タイガー不燃防水ボード 厚１２．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長２，４２０ｍｍ 吉野石膏 タイガー不燃防水ボード １２．５×９１０×２４２０ｍｍ 枚 999 × ○ 3303 壁・天井材

合成樹脂板（平板） 3307060220 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚４．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー 押出板 硬質塩化ビニル板　押出板 ４×１０００×２０００　グレー 枚 999 × ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307060230 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 厚６．０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ×長２，０００ｍｍ （工業用）グレー 押出板 硬質塩化ビニル板　押出板 ６×１０００×２０００　グレー 枚 999 × ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307060240 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 幅５０ｍｍ×高５０ｍｍ×厚６ｍｍ　長４，０００ｍｍ 塩化ビニルアングル 硬質塩化ビニル板　塩ビアングル ５０×５０×６×４０００ 本 999 × ○ 3307 合成樹脂板

合成樹脂板（平板） 3307060250 硬質塩化ビニル板（ＰＶＣ） 幅６０ｍｍ×高６０ｍｍ×厚７ｍｍ　長４，０００ｍｍ 塩化ビニルアングル 硬質塩化ビニル板　塩ビアングル ６０×６０×７×４０００ 本 999 × ○ 3307 合成樹脂板
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金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014002 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅６０１×高５２０ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル ６０１×５２０ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014004 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅６０１×高６８１ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル ６０１×６８１ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014006 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅６０１×高８４２ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル ６０１×８４２ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014008 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅６０１×高１，００３ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル ６０１×１００３ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014010 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅６０１×高１，１６３ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル ６０１×１１６３ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014012 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅６０１×高１，３２４ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル ６０１×１３２４ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014014 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅６０１×高１，４８５ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル ６０１×１４８５ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014016 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅６０１×高１，６４６ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル ６０１×１６４６ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014018 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，００１×高５２０ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １００１×５２０ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014020 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，００１×高６８１ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １００１×６８１ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014022 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，００１×高８４２ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １００１×８４２ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014024 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，００１×高１，００３ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １００１×１００３ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014026 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，００１×高１，１６３ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １００１×１１６３ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014028 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，００１×高１，３２４ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １００１×１３２４ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014030 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，００１×高１，４８５ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １００１×１４８５ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014032 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，００１×高１，６４６ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １００１×１６４６ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014034 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，４０１×高５２０ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １４０１×５２０ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014036 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，４０１×高６８１ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １４０１×６８１ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材
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金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014038 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，４０１×高８４２ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １４０１×８４２ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014040 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，４０１×高１，００３ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １４０１×１００３ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014042 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，４０１×高１，１６３ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １４０１×１１６３ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014044 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，４０１×高１，３２４ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １４０１×１３２４ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014046 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，４０１×高１，４８５ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １４０１×１４８５ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014048 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，４０１×高１，６４６ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １４０１×１６４６ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014050 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，８０１×高５２０ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １８０１×５２０ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014052 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，８０１×高６８１ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １８０１×６８１ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014054 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，８０１×高８４２ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １８０１×８４２ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014056 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，８０１×高１，００３ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １８０１×１００３ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014058 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，８０１×高１，１６３ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １８０１×１１６３ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309014060 金属内外装材（アルミ系） ブリイユＳモデル 幅１，８０１×高１，３２４ｍｍ 手動式 オイレス　ＥＣＯ ブリイユＳモデル １８０１×１３２４ｍｍ 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309015002 金属内外装材（アルミ系） ニューエクステ 幅１，４００×高８６０ｍｍ ホワイト・ブロンズ タキロンシーアイ ニューエクステ １４００×８６０　ホワイト 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309015004 金属内外装材（アルミ系） ニューエクステ 幅１，４００×高８６０ｍｍ ステンカラー タキロンシーアイ ニューエクステ １４００×８６０　ステンカラー 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309015006 金属内外装材（アルミ系） ニューエクステ 幅１，４００×高１，１６０ｍｍ ホワイト・ブロンズ タキロンシーアイ ニューエクステ １４００×１１６０　ホワイト 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309015008 金属内外装材（アルミ系） ニューエクステ 幅１，４００×高１，１６０ｍｍ ステンカラー タキロンシーアイ ニューエクステ １４００×１１６０ステンカラー 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309015010 金属内外装材（アルミ系） ニューエクステ 幅２，０００×高８６０ｍｍ ホワイト・ブロンズ タキロンシーアイ ニューエクステ ２０００×８６０　ホワイト 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309015012 金属内外装材（アルミ系） ニューエクステ 幅２，０００×高８６０ｍｍ ステンカラー タキロンシーアイ ニューエクステ ２０００×８６０　ステンカラー 台 999 × ○ 3309 金属内外装材
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金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309015014 金属内外装材（アルミ系） ニューエクステ 幅２，０００×高１，０６０ｍｍ ホワイト・ブロンズ タキロンシーアイ ニューエクステ ２０００×１０６０　ホワイト 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

金属内外装材（アルミ系）【公表価格】 3309015016 金属内外装材（アルミ系） ニューエクステ 幅２，０００×高１，０６０ｍｍ ステンカラー タキロンシーアイ ニューエクステ ２０００×１０６０ステンカラー 台 999 × ○ 3309 金属内外装材

カーテンレール 3403028005 カーテンレール ステンレス製　紐引　引分　重量用　ブラケット取付間隔１０－９０ｃｍ　２ｍＳ　正面付２ｍＳ カーテンレール　ステンレス製 紐引　重量用　正面付２ｍＳ セット 999 × ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール 3403028010 カーテンレール ステンレス製　手引　引分　重量用　ブラケット取付間隔１０－９０ｃｍ　２ｍＳ　正面付２ｍＳ カーテンレール　ステンレス製 手引　重量用　正面付２ｍＳ セット 999 × ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール 3403028015 カーテンレール ステンレス製　手引　引分　軽量用　ブラケット取付間隔１０－６０ｃｍ　２ｍＳ　正面付２ｍＳ カーテンレール　ステンレス製 手引　軽量用　正面付２ｍＳ セット 999 × ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール 3403028205 カーテンレール アルミニウム製　紐引　引分　重量用　ブラケット取付間隔１０－９０ｃｍ　２ｍＳ　正面付２ｍＳ カーテンレール　アルミニウム製 紐引　重量用　正面付２ｍＳ セット 999 × ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール 3403028210 カーテンレール アルミニウム製　手引　引分　重量用　ブラケット取付間隔１０－９０ｃｍ　２ｍＳ　正面付２ｍＳ カーテンレール　アルミニウム製 手引　重量用　正面付２ｍＳ セット 999 × ○ 3403 内装ユニット

カーテンレール 3403028215 カーテンレール アルミニウム製　手引　引分　軽量用　ブラケット取付間隔１０－６０ｃｍ　２ｍＳ　正面付２ｍＳ カーテンレール　アルミニウム製 手引　軽量用　正面付２ｍＳ セット 999 × ○ 3403 内装ユニット

ネットフェンス 0909156002
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅰ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１０００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

合成樹脂被覆Ａ－１　Ｈ１０００ ２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156004
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅱ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１２００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

合成樹脂被覆Ａ－２　Ｈ１２００ ２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156006
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅲ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００ 支柱間
隔２，０００ｍｍ

合成樹脂被覆Ａ－３　Ｈ１５００ ２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156008
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅳ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（忍返
付） 支柱間隔２，０００ｍｍ

合成樹脂被覆Ａ－４　Ｈ１５００ ２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157002
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅰ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１２００（控柱
付） 支柱間隔２，０００ｍｍ

合成樹脂被覆Ｂ－１　Ｈ１２００ ２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157004
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅱ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（控柱
付） 支柱間隔２，０００ｍｍ

合成樹脂被覆Ｂ－２　Ｈ１５００ ２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157006
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅲ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（控柱・
忍返付） 支柱間隔２，０００ｍｍ

合成樹脂被覆Ｂ－３　Ｈ１５００ ２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156010
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅰ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１０００ 支柱間隔２，
０００ｍｍ

亜鉛メッキ　Ａ－１　Ｈ１０００ ２ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156012
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅱ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１２００ 支柱間隔２，
０００ｍｍ

亜鉛メッキ　Ａ－２　Ｈ１２００ ２ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156014
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅲ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００ 支柱間隔２，
０００ｍｍ

亜鉛メッキ　Ａ－３　Ｈ１５００ ２ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909156016
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅳ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（忍返付） 支
柱間隔２，０００ｍｍ

亜鉛メッキ　Ａ－４　Ｈ１５００ ２ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157008
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅰ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１２００（控柱付） 支
柱間隔２，０００ｍｍ

亜鉛メッキ　Ｂ－１　Ｈ１２００ ２ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157010
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅱ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（控柱付） 支
柱間隔２，０００ｍｍ

亜鉛メッキ　Ｂ－２　Ｈ１５００ ２ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157012
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅲ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（控柱・忍返
付） 支柱間隔２，０００ｍｍ

亜鉛メッキ　Ｂ－３　Ｈ１５００ ２ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156018
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅰ） めっき着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１０００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

メッキ着色塗装Ａ－１Ｈ１０００ ２ｍ　Ｃ－ＧＳ３　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156020
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅱ） めっき着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１２００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

メッキ着色塗装Ａ－２Ｈ１２００ ２ｍ　Ｃ－ＧＳ３　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156022
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅲ） めっき着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００ 支柱間隔
２，０００ｍｍ

メッキ着色塗装Ａ－３Ｈ１５００ ２ｍ　Ｃ－ＧＳ３　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156024
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅳ） めっき着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（忍返付）
支柱間隔２，０００ｍｍ

メッキ着色塗装Ａ－４Ｈ１５００ ２ｍ　Ｃ－ＧＳ３　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157014
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅰ） めっき着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１２００（控柱付）
支柱間隔２，０００ｍｍ

メッキ着色塗装Ｂ－１Ｈ１２００ ２ｍ　Ｃ－ＧＳ３　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157016
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅱ） めっき着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（控柱付）
支柱間隔２，０００ｍｍ

メッキ着色塗装Ｂ－２Ｈ１５００ ２ｍ　Ｃ－ＧＳ３　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157018
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅲ） めっき着色塗装 Ｃ－ＧＳ３ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（控柱・忍
返付） 支柱間隔２，０００ｍｍ

メッキ着色塗装Ｂ－３Ｈ１５００ ２ｍ　Ｃ－ＧＳ３　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156026
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅰ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１０００ 支柱間
隔１，８００ｍｍ

合成樹脂被覆Ａ－１　Ｈ１０００ １．８ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156028
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅱ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１２００ 支柱間
隔１，８００ｍｍ

合成樹脂被覆Ａ－２　Ｈ１２００ １．８ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156030
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅲ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００ 支柱間
隔１，８００ｍｍ

合成樹脂被覆Ａ－３　Ｈ１５００ １．８ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156032
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅳ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（忍返
付） 支柱間隔１，８００ｍｍ

合成樹脂被覆Ａ－４　Ｈ１５００ １．８ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157020
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅰ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１２００（控柱
付） 支柱間隔１，８００ｍｍ

合成樹脂被覆Ｂ－１　Ｈ１２００ １．８ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157022
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅱ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（控柱
付） 支柱間隔１，８００ｍｍ

合成樹脂被覆Ｂ－２　Ｈ１５００ １．８ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157024
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅲ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（控柱・
忍返付） 支柱間隔１，８００ｍｍ

合成樹脂被覆Ｂ－３　Ｈ１５００ １．８ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス
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ネットフェンス 0909156034
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅰ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１０００ 支柱間隔１，
８００ｍｍ

亜鉛メッキ　Ａ－１　Ｈ１０００ １．８ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156036
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅱ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１２００ 支柱間隔１，
８００ｍｍ

亜鉛メッキ　Ａ－２　Ｈ１２００ １．８ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156038
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅲ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００ 支柱間隔１，
８００ｍｍ

亜鉛メッキ　Ａ－３　Ｈ１５００ １．８ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156040
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅳ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（忍返付） 支
柱間隔１，８００ｍｍ

亜鉛メッキ　Ａ－４　Ｈ１５００ １．８ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157026
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅰ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１２００（控柱付） 支
柱間隔１，８００ｍｍ

亜鉛メッキ　Ｂ－１　Ｈ１２００ １．８ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157028
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅱ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（控柱付） 支
柱間隔１，８００ｍｍ

亜鉛メッキ　Ｂ－２　Ｈ１５００ １．８ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157030
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅲ） 亜鉛めっき Ｚ－ＧＳ６ 線径３．２ｍｍ×網目５６ｍｍ Ｈ１５００（控柱・忍返
付） 支柱間隔１，８００ｍｍ

亜鉛メッキ　Ｂ－３　Ｈ１５００ １．８ｍ　Ｚ－ＧＳ６　５６ｍｍ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156042
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅰ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１０００ 支柱間
隔１，５００ｍｍ

合成樹脂被覆Ａ－１　Ｈ１０００ １．５ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156044
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅱ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１２００ 支柱間
隔１，５００ｍｍ

合成樹脂被覆Ａ－２　Ｈ１２００ １．５ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156046
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅲ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００ 支柱間
隔１，５００ｍｍ

合成樹脂被覆Ａ－３　Ｈ１５００ １．５ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156048
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅳ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（忍返
付） 支柱間隔１，５００ｍｍ

合成樹脂被覆Ａ－４　Ｈ１５００ １．５ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157032
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅰ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１２００（控柱
付） 支柱間隔１，５００ｍｍ

合成樹脂被覆Ｂ－１　Ｈ１２００ １．５ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157034
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅱ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（控柱
付） 支柱間隔１，５００ｍｍ

合成樹脂被覆Ｂ－２　Ｈ１５００ １．５ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157036
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅲ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（控柱・
忍返付） 支柱間隔１，５００ｍｍ

合成樹脂被覆Ｂ－３　Ｈ１５００ １．５ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156050
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅰ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１０００ 支柱間
隔１，２００ｍｍ

合成樹脂被覆Ａ－１　Ｈ１０００ １．２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156052
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅱ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１２００ 支柱間
隔１，２００ｍｍ

合成樹脂被覆Ａ－２　Ｈ１２００ １．２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156054
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅲ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００ 支柱間
隔１，２００ｍｍ

合成樹脂被覆Ａ－３　Ｈ１５００ １．２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909156056
ネットフェンス 標準型（Ａ－Ⅳ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（忍返
付） 支柱間隔１，２００ｍｍ

合成樹脂被覆Ａ－４　Ｈ１５００ １．２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

3742 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ネットフェンス 0909157038
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅰ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１２００（控柱
付） 支柱間隔１，２００ｍｍ

合成樹脂被覆Ｂ－１　Ｈ１２００ １．２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157040
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅱ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（控柱
付） 支柱間隔１，２００ｍｍ

合成樹脂被覆Ｂ－２　Ｈ１５００ １．２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス 0909157042
ネットフェンス 標準型（Ｂ－Ⅲ） 合成樹脂被覆 Ｖ・Ｅ－ＧＳ２ 線径３．２ｍｍ×網目５０ｍｍ Ｈ１５００（控柱・
忍返付） 支柱間隔１，２００ｍｍ

合成樹脂被覆Ｂ－３　Ｈ１５００ １．２ｍ　Ｖ・Ｅ－ＧＳ２　５０ ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

ネットフェンス用門扉 3603017002 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　ビニル被覆 Ｈ１０００ ネットフェンス扉　片開 Ｈ１ｍ　Ｂ１ｍ　ビニル被覆 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017004 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　ビニル被覆 Ｈ１２００ ネットフェンス扉　片開 Ｈ１．２ｍ　Ｂ１ｍ　ビニル被覆 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017006 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　ビニル被覆 Ｈ１５００ ネットフェンス扉　片開 Ｈ１．５ｍ　Ｂ１ｍ　ビニル被覆 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017014 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　めっき Ｈ１０００ ネットフェンス扉　片開 Ｈ１ｍ　Ｂ１ｍ　メッキ 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017016 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　めっき Ｈ１２００ ネットフェンス扉　片開 Ｈ１．２ｍ　Ｂ１ｍ　メッキ 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017018 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　めっき Ｈ１５００ ネットフェンス扉　片開 Ｈ１．５ｍ　Ｂ１ｍ　メッキ 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017038 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　めっき着色塗装 Ｈ１０００ ネットフェンス扉　片開 Ｈ１ｍ　Ｂ１ｍ　着塗 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017040 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　めっき着色塗装 Ｈ１２００ ネットフェンス扉　片開 Ｈ１．２ｍ　Ｂ１ｍ　着塗 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017042 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット片開　Ｂ＝１．０ｍ　めっき着色塗装 Ｈ１５００ ネットフェンス扉　片開 Ｈ１．５ｍ　Ｂ１ｍ　着塗 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017008 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　ビニル被覆 Ｈ１０００ ネットフェンス扉　両開 Ｈ１ｍ　Ｂ２ｍ　ビニル被覆 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017010 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　ビニル被覆 Ｈ１２００ ネットフェンス扉　両開 Ｈ１．２ｍ　Ｂ２ｍ　ビニル被覆 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017012 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　ビニル被覆 Ｈ１５００ ネットフェンス扉　両開 Ｈ１．５ｍ　Ｂ２ｍ　ビニル被覆 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017020 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　めっき Ｈ１０００ ネットフェンス扉　両開 Ｈ１ｍ　Ｂ２ｍ　メッキ 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017022 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　めっき Ｈ１２００ ネットフェンス扉　両開 Ｈ１．２ｍ　Ｂ２ｍ　メッキ 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017024 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　めっき Ｈ１５００ ネットフェンス扉　両開 Ｈ１．５ｍ　Ｂ２ｍ　メッキ 組 999 × ○ 3603 門扉
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ネットフェンス用門扉 3603017044 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　めっき着色塗装 Ｈ１０００ ネットフェンス扉　両開 Ｈ１ｍ　Ｂ２ｍ　着塗 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017046 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　めっき着色塗装 Ｈ１２００ ネットフェンス扉　両開 Ｈ１．２ｍ　Ｂ２ｍ　着塗 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017048 ネットフェンス用門扉 （農政向） ネット両開　Ｂ＝２．０ｍ　めっき着色塗装 Ｈ１５００ ネットフェンス扉　両開 Ｈ１．５ｍ　Ｂ２ｍ　着塗 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017026 ネットフェンス用門扉 （農政向） 格子式片開　Ｂ＝１．０ｍ Ｈ１０００ ネットフェンス扉　格子式片開 Ｈ１ｍ　Ｂ１ｍ 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017028 ネットフェンス用門扉 （農政向） 格子式片開　Ｂ＝１．０ｍ Ｈ１２００ ネットフェンス扉　格子式片開 Ｈ１．２ｍ　Ｂ１ｍ 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017030 ネットフェンス用門扉 （農政向） 格子式片開　Ｂ＝１．０ｍ Ｈ１５００ ネットフェンス扉　格子式片開 Ｈ１．５ｍ　Ｂ１ｍ 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017032 ネットフェンス用門扉 （農政向） 格子式両開　Ｂ＝２．０ｍ Ｈ１０００ ネットフェンス扉　格子式両開 Ｈ１ｍ　Ｂ２ｍ 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017034 ネットフェンス用門扉 （農政向） 格子式両開　Ｂ＝２．０ｍ Ｈ１２００ ネットフェンス扉　格子式両開 Ｈ１．２ｍ　Ｂ２ｍ 組 999 × ○ 3603 門扉

ネットフェンス用門扉 3603017036 ネットフェンス用門扉 （農政向） 格子式両開　Ｂ＝２．０ｍ Ｈ１５００ ネットフェンス扉　格子式両開 Ｈ１．５ｍ　Ｂ２ｍ 組 999 × ○ 3603 門扉

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909057014 防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ） ＮＣＨ－１５０　カサネ張７段 ニッケンフェンス＆メタル 防風・防雪柵 ＮＣＨ１５０有孔折板６０　７段 ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909057016 防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ） ＮＣＨ－２５０　カサネ張１１段 ニッケンフェンス＆メタル 防風・防雪柵 ＮＣＨ２５０有孔板６０　１１段 ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909057018 防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ） ＮＣＨ－３５０　カサネ張１６段 ニッケンフェンス＆メタル 防風・防雪柵 ＮＣＨ３５０有孔板６０　１６段 ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909057020 防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ） ＮＣＨ－４００　カサネ張１８段 ニッケンフェンス＆メタル 防風・防雪柵 ＮＣＨ４００有孔板６０　１８段 ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909057022 防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ） ＮＣＨ－６００　カサネ張２７段 ニッケンフェンス＆メタル 防風・防雪柵 ＮＣＨ６００有孔板６０　２７段 ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909057024 防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ） ＮＣＨ－７００　カサネ張３２段 ニッケンフェンス＆メタル 防風・防雪柵 ＮＣＨ７００有孔板６０　３２段 ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909057026 防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ） ＮＣＨ－８００　カサネ張３６段 ニッケンフェンス＆メタル 防風・防雪柵 ＮＣＨ８００有孔板６０　３６段 ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909057028 防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ） ＮＣＨ－９００　カサネ張４１段 ニッケンフェンス＆メタル 防風・防雪柵 ＮＣＨ９００有孔板６０　４１段 ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909057030 防風・防雪柵（有孔折板６０タイプ） ＮＣＨ－１０００　カサネ張４５段 ニッケンフェンス＆メタル 防風・防雪柵 ＮＣＨ１０００有孔６０　４５段 ｍ 999 × ○ 0909 フェンス
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防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909056020 防風・防雪・防砂さく（有孔折板６０タイプ） ＤＰＨ－１５０　５段　スカシ張り　独立柱 日本パーツセンター 防風・防砂・防雪さく ＤＰＨ１５０有孔折板６０　５段 ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909056022 防風・防雪・防砂さく（有孔折板６０タイプ） ＤＰＨ－４００　１４段　スカシ張り　独立柱 日本パーツセンター 防風・防砂・防雪さく ＤＰＨ４００有孔板６０　１４段 ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

防風・防雪・防砂柵―ブランド品― 0909056024 防風・防雪・防砂さく（有孔折板６０タイプ） ＤＰＨ－６００　２１段　スカシ張り　独立柱 日本パーツセンター 防風・防砂・防雪さく ＤＰＨ６００有孔板６０　２１段 ｍ 999 × ○ 0909 フェンス

住宅用門扉【公表価格】 3603017501
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ１型　ＢＭＭ１Ｍ－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高
１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ１型　柱使用 ＢＭＭ１Ｍ－０８１２ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017502
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ１型　ＢＭＭ１Ｍ－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍ
ｍ×高１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ１型　ヒジツボ ＢＭＭ１Ｍ－０８１２ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017503
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ２型　ＢＭＭ２Ｍ－０８１２ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，２７５ｍｍ アル
ミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ２型　柱使用 ＢＭＭ２Ｍ－０８１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017504
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ２型　ＢＭＭ２Ｍ－０８１２ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，２７５ｍ
ｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ２型　ヒジツボ ＢＭＭ２Ｍ－０８１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017505
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ２型　ＢＭＭ２Ｍ－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高
１，２７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ２型　柱使用 ＢＭＭ２Ｍ－０８１２ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017506
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ２型　ＢＭＭ２Ｍ－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍ
ｍ×高１，２７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ２型　ヒジツボ ＢＭＭ２Ｍ－０８１２ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017507
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ２型　ＢＭＭ２Ｍ－０８１２＋０８１２ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，
２７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ２型　柱使用 ＢＭＭ２Ｍ－０８１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017508
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ２型　ＢＭＭ２Ｍ－０８１２＋０８１２ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×
高１，２７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ２型　ヒジツボ ＢＭＭ２Ｍ－０８１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017509
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ３型　ＢＭＭ３Ｍ－０８１２ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，２８０ｍｍ アル
ミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ３型　柱使用 ＢＭＭ３Ｍ－０８１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017510
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ３型　ＢＭＭ３Ｍ－０８１２ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，２８０ｍ
ｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ３型　ヒジツボ ＢＭＭ３Ｍ－０８１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017511
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ３型　ＢＭＭ３Ｍ－０８１２＋０８１２ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，
２８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ３型　柱使用 ＢＭＭ３Ｍ－０８１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017512
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ３型　ＢＭＭ３Ｍ－０８１２＋０８１２ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×
高１，２８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ３型　ヒジツボ ＢＭＭ３Ｍ－０８１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017513
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ３型　ＢＭＭ３Ｍ－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高
１，２８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ３型　柱使用 ＢＭＭ３Ｍ－０８１２ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017514
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ３型　ＢＭＭ３Ｍ－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍ
ｍ×高１，２８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ３型　ヒジツボ ＢＭＭ３Ｍ－０８１２ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017515
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ４型　ＢＭＭ４Ｍ－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高
１，０８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ４型　柱使用 ＢＭＭ４Ｍ－０８１０ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉
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住宅用門扉【公表価格】 3603017516
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ４型　ＢＭＭ４Ｍ－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍ
ｍ×高１，０８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ４型　ヒジツボ ＢＭＭ４Ｍ－０８１０ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017517
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ５型　ＢＭＭ５Ｍ－０８１０ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，０７５ｍｍ アル
ミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ５型　柱使用 ＢＭＭ５Ｍ－０８１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017518
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ５型　ＢＭＭ５Ｍ－０８１０ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，０７５ｍ
ｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ５型　ヒジツボ ＢＭＭ５Ｍ－０８１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017519
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ５型　ＢＭＭ５Ｍ－０８１０＋０８１０ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，
０７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ５型　柱使用 ＢＭＭ５Ｍ－０８１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017520
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ５型　ＢＭＭ５Ｍ－０８１０＋０８１０ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×
高１，０７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ５型　ヒジツボ ＢＭＭ５Ｍ－０８１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017521
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ５型　ＢＭＭ５Ｍ－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高
１，０７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ５型　柱使用 ＢＭＭ５Ｍ－０８１０ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017522
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ５型　ＢＭＭ５Ｍ－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍ
ｍ×高１，０７５ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ５型　ヒジツボ ＢＭＭ５Ｍ－０８１０ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017523
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ６型　ＢＭＭ６Ｍ－０８１０ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，０８０ｍｍ アル
ミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ６型　柱使用 ＢＭＭ６Ｍ－０８１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017524
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ６型　ＢＭＭ６Ｍ－０８１０ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，０８０ｍ
ｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ６型　ヒジツボ ＢＭＭ６Ｍ－０８１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017525
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ６型　ＢＭＭ６Ｍ－０８１０＋０８１０ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，
０８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ６型　柱使用 ＢＭＭ６Ｍ－０８１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017526
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ６型　ＢＭＭ６Ｍ－０８１０＋０８１０ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×
高１，０８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ６型　ヒジツボ ＢＭＭ６Ｍ－０８１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017527
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ６型　ＢＭＭ６Ｍ－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高
１，０８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ６型　柱使用 ＢＭＭ６Ｍ－０８１０ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017528
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ６型　ＢＭＭ６Ｍ－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍ
ｍ×高１，０８０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ６型　ヒジツボ ＢＭＭ６Ｍ－０８１０ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017529
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ７型　ＢＭＭ７Ｍ－０８１４ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アル
ミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ７型　柱使用 ＢＭＭ７Ｍ－０８１４ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017530
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ７型　ＢＭＭ７Ｍ－０８１４ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍ
ｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ７型　ヒジツボ ＢＭＭ７Ｍ－０８１４ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017531
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ７型　ＢＭＭ７Ｍ－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，
４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ７型　柱使用 ＢＭＭ７Ｍ－０８１４ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017532
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ７型　ＢＭＭ７Ｍ－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×
高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ７型　ヒジツボ ＢＭＭ７Ｍ－０８１４ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017533
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ７型　ＢＭＭ７Ｍ－０４１４＋０８１４ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高
１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ７型　柱使用 ＢＭＭ７Ｍ－０８１４ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉
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住宅用門扉【公表価格】 3603017534
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ７型　ＢＭＭ７Ｍ－０４１４＋０８１４ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍ
ｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ７型　ヒジツボ ＢＭＭ７Ｍ－０８１４ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017535
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ８型　ＢＭＭ８Ｍ－０８１４ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アル
ミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ８型　柱使用 ＢＭＭ８Ｍ－０８１４ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017536
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ８型　ＢＭＭ８Ｍ－０８１４ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍ
ｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ８型　ヒジツボ ＢＭＭ８Ｍ－０８１４ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017537
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ８型　ＢＭＭ８Ｍ－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，
４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ８型　柱使用 ＢＭＭ８Ｍ－０８１４ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017538
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ８型　ＢＭＭ８Ｍ－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×
高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ８型　ヒジツボ ＢＭＭ８Ｍ－０８１４ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017539
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ８型　ＢＭＭ８Ｍ－０４１４＋０８１４ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高
１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ８型　柱使用 ＢＭＭ８Ｍ－０８１４ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017540
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ８型　ＢＭＭ８Ｍ－０４１４＋０８１４ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍ
ｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ８型　ヒジツボ ＢＭＭ８Ｍ－０８１４ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017541
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ９型　ＢＭＭ９Ｍ－０８１４ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アル
ミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ９型　柱使用 ＢＭＭ９Ｍ－０８１４ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017542
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ９型　ＢＭＭ９Ｍ－０８１４ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍ
ｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ９型　ヒジツボ ＢＭＭ９Ｍ－０８１４ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017543
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ９型　ＢＭＭ９Ｍ－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，
４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ９型　柱使用 ＢＭＭ９Ｍ－０８１４ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017544
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ９型　ＢＭＭ９Ｍ－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×
高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ９型　ヒジツボ ＢＭＭ９Ｍ－０８１４ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017545
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ９型　ＢＭＭ９Ｍ－０４１４＋０８１４ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高
１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ９型　柱使用 ＢＭＭ９Ｍ－０８１４ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017546
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ９型　ＢＭＭ９Ｍ－０４１４＋０８１４ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍ
ｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ９型　ヒジツボ ＢＭＭ９Ｍ－０８１４ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017547
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ１０型　ＢＭＭ１０Ｍ－０４１４＋０８１４ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ
×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ１０型　柱使用 ＢＭＭ１０Ｍ０８１４ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017548
住宅用門扉 ブルーム門扉 Ｍ１０型　ＢＭＭ１０Ｍ－０４１４＋０８１４ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２０
０ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　Ｍ１０型ヒジツボ ＢＭＭ１０Ｍ０８１４ＢＫ親子両 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017549
住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０６１０ＢＫ 片開き　柱使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳
物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１型　柱使用 ＢＭＭ１－０６１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017550
住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０６１０ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ ア
ルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１型　ヒジツボ ＢＭＭ１－０６１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017551
住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５
０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１型　柱使用 ＢＭＭ１－０６１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉
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住宅用門扉【公表価格】 3603017552
住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高
１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１型　ヒジツボ ＢＭＭ１－０６１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017553
住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０８１０ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳
物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１型　柱使用 ＢＭＭ１－０８１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017554
住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０８１０ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ ア
ルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１型　ヒジツボ ＢＭＭ１－０８１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017555
住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０８１０＋０８１０ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，０５
０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１型　柱使用 ＢＭＭ１－０８１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017556
住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０８１０＋０８１０ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高
１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１型　ヒジツボ ＢＭＭ１－０８１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017557
住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，
０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１型　柱使用 ＢＭＭ１－０８１０ＢＫ親子両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017558
住宅用門扉 ブルーム門扉 １型　ＢＭＭ１－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×
高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１型　ヒジツボ ＢＭＭ１－０８１０ＢＫ親子両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017559
住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型　ＢＭＭ２－０６１０ＭＧ 片開き　柱使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳
物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　２型　柱使用 ＢＭＭ２－０６１０ＭＧ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017560
住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型　ＢＭＭ２－０６１０ＭＧ 片開き　ヒジツボ使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ ア
ルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　２型　ヒジツボ ＢＭＭ２－０６１０ＭＧ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017561
住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型　ＢＭＭ２－０６１０＋０６１０ＭＧ 両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５
０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　２型　柱使用 ＢＭＭ２－０６１０ＭＧ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017562
住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型　ＢＭＭ２－０６１０＋０６１０ＭＧ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高
１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　２型　ヒジツボ ＢＭＭ２－０６１０ＭＧ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017563
住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型　ＢＭＭ２－０８１０ＭＧ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳
物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　２型　柱使用 ＢＭＭ２－０８１０ＭＧ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017564
住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型　ＢＭＭ２－０８１０ＭＧ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ ア
ルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　２型　ヒジツボ ＢＭＭ２－０８１０ＭＧ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017565
住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型　ＢＭＭ２－０８１０＋０８１０ＭＧ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，０５
０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　２型　柱使用 ＢＭＭ２－０８１０ＭＧ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017566
住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型　ＢＭＭ２－０８１０＋０８１０ＭＧ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高
１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　２型　ヒジツボ ＢＭＭ２－０８１０ＭＧ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017567
住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型　ＢＭＭ２－０４１０＋０８１０ＭＧ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，
０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　２型　柱使用 ＢＭＭ２－０８１０ＭＧ親子両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017568
住宅用門扉 ブルーム門扉 ２型　ＢＭＭ２－０４１０＋０８１０ＭＧ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×
高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　２型　ヒジツボ ＢＭＭ２－０８１０ＭＧ親子両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017569
住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型　ＢＭＭ３－０６１０ＢＫ 片開き　柱使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳
物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　３型　柱使用 ＢＭＭ３－０６１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

3748 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

住宅用門扉【公表価格】 3603017570
住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型　ＢＭＭ３－０６１０ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ ア
ルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　３型　ヒジツボ ＢＭＭ３－０６１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017571
住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型　ＢＭＭ３－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５
０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　３型　柱使用 ＢＭＭ３－０６１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017572
住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型　ＢＭＭ３－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高
１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　３型　ヒジツボ ＢＭＭ３－０６１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017573
住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型　ＢＭＭ３－０８１０ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳
物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　３型　柱使用 ＢＭＭ３－０８１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017574
住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型　ＢＭＭ３－０８１０ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ ア
ルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　３型　ヒジツボ ＢＭＭ３－０８１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017575
住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型　ＢＭＭ３－０８１０＋０８１０ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，０５
０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　３型　柱使用 ＢＭＭ３－０８１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017576
住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型　ＢＭＭ３－０８１０＋０８１０ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高
１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　３型　ヒジツボ ＢＭＭ３－０８１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017577
住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型　ＢＭＭ３－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，
０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　３型　柱使用 ＢＭＭ３－０８１０ＢＫ親子両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017578
住宅用門扉 ブルーム門扉 ３型　ＢＭＭ３－０４１０＋０８１０ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×
高１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　３型　ヒジツボ ＢＭＭ３－０８１０ＢＫ親子両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017579
住宅用門扉 ブルーム門扉 ４型　ＢＭＭ４－０６１０ＭＧ 片開き　柱使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳
物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　４型　柱使用 ＢＭＭ４－０６１０ＭＧ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017580
住宅用門扉 ブルーム門扉 ４型　ＢＭＭ４－０６１０ＭＧ 片開き　ヒジツボ使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ ア
ルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　４型　ヒジツボ ＢＭＭ４－０６１０ＭＧ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017581
住宅用門扉 ブルーム門扉 ４型　ＢＭＭ４－０６１０＋０６１０ＭＧ 両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５
０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　４型　柱使用 ＢＭＭ４－０６１０ＭＧ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017582
住宅用門扉 ブルーム門扉 ４型　ＢＭＭ４－０６１０＋０６１０ＭＧ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高
１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　４型　ヒジツボ ＢＭＭ４－０６１０ＭＧ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017583
住宅用門扉 ブルーム門扉 ５型　ＢＭＭ５－０６１０ＢＫ 片開き　柱使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ アルミ鋳
物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　５型　柱使用 ＢＭＭ５－０６１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017584
住宅用門扉 ブルーム門扉 ５型　ＢＭＭ５－０６１０ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅６００ｍｍ×高１，０５０ｍｍ ア
ルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　５型　ヒジツボ ＢＭＭ５－０６１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017585
住宅用門扉 ブルーム門扉 ５型　ＢＭＭ５－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，０５
０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　５型　柱使用 ＢＭＭ５－０６１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017586
住宅用門扉 ブルーム門扉 ５型　ＢＭＭ５－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×高
１，０５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　５型　ヒジツボ ＢＭＭ５－０６１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017587
住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型　ＢＭＭ６－０７１２ＢＫ 片開き　柱使用 幅７００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アルミ鋳
物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　６型　柱使用 ＢＭＭ６－０７１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉
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住宅用門扉【公表価格】 3603017588
住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型　ＢＭＭ６－０７１２ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅７００ｍｍ×高１，３００ｍｍ ア
ルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　６型　ヒジツボ ＢＭＭ６－０７１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017589
住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型　ＢＭＭ６－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，４００ｍｍ×高１，３０
０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　６型　柱使用 ＢＭＭ６－０７１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017590
住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型　ＢＭＭ６－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，４００ｍｍ×高
１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　６型　ヒジツボ ＢＭＭ６－０７１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017591
住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型　ＢＭＭ６－０８１２ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アルミ鋳
物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　６型　柱使用 ＢＭＭ６－０８１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017592
住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型　ＢＭＭ６－０８１２ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，３００ｍｍ ア
ルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　６型　ヒジツボ ＢＭＭ６－０８１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017593
住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型　ＢＭＭ６－０８１２＋０８１２ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，３０
０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　６型　柱使用 ＢＭＭ６－０８１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017594
住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型　ＢＭＭ６－０８１２＋０８１２ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高
１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　６型　ヒジツボ ＢＭＭ６－０８１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017595
住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型　ＢＭＭ６－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，
３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　６型　柱使用 ＢＭＭ６－０８１２ＢＫ親子両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017596
住宅用門扉 ブルーム門扉 ６型　ＢＭＭ６－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×
高１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　６型　ヒジツボ ＢＭＭ６－０８１２ＢＫ親子両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017597
住宅用門扉 ブルーム門扉 ７型　ＢＭＭ７－０７１２ＭＧ 片開き　柱使用 幅７００ｍｍ×高１，３２０ｍｍ アルミ鋳
物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　７型　柱使用 ＢＭＭ７－０７１２ＭＧ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017598
住宅用門扉 ブルーム門扉 ７型　ＢＭＭ７－０７１２ＭＧ 片開き　ヒジツボ使用 幅７００ｍｍ×高１，３２０ｍｍ ア
ルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　７型　ヒジツボ ＢＭＭ７－０７１２ＭＧ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017599
住宅用門扉 ブルーム門扉 ７型　ＢＭＭ７－０７１２＋０７１２ＭＧ 両開き　柱使用 幅１，４００ｍｍ×高１，３２
０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　７型　柱使用 ＢＭＭ７－０７１２ＭＧ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017600
住宅用門扉 ブルーム門扉 ７型　ＢＭＭ７－０７１２＋０７１２ＭＧ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，４００ｍｍ×高
１，３２０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　７型　ヒジツボ ＢＭＭ７－０７１２ＭＧ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017601
住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型　ＢＭＭ８－０７１２ＢＫ 片開き　柱使用 幅７００ｍｍ×高１，２６０ｍｍ アルミ鋳
物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　８型　柱使用 ＢＭＭ８－０７１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017602
住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型　ＢＭＭ８－０７１２ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅７００ｍｍ×高１，２６０ｍｍ ア
ルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　８型　ヒジツボ ＢＭＭ８－０７１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017603
住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型　ＢＭＭ８－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，４００ｍｍ×高１，２６
０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　８型　柱使用 ＢＭＭ８－０７１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017604
住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型　ＢＭＭ８－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，４００ｍｍ×高
１，２６０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　８型　ヒジツボ ＢＭＭ８－０７１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017605
住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型　ＢＭＭ８－０８１２ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，２６０ｍｍ アルミ鋳
物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　８型　柱使用 ＢＭＭ８－０８１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉
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住宅用門扉【公表価格】 3603017606
住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型　ＢＭＭ８－０８１２ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，２６０ｍｍ ア
ルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　８型　ヒジツボ ＢＭＭ８－０８１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017607
住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型　ＢＭＭ８－０８１２＋０８１２ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，２６
０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　８型　柱使用 ＢＭＭ８－０８１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017608
住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型　ＢＭＭ８－０８１２＋０８１２ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高
１，２６０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　８型　ヒジツボ ＢＭＭ８－０８１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017609
住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型　ＢＭＭ８－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，
２６０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　８型　柱使用 ＢＭＭ８－０８１２ＢＫ親子両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017610
住宅用門扉 ブルーム門扉 ８型　ＢＭＭ８－０４１２＋０８１２ＢＫ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×
高１，２６０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　８型　ヒジツボ ＢＭＭ８－０８１２ＢＫ親子両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017611
住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型　ＢＭＭ９－０７１２ＭＧ 片開き　柱使用 幅７００ｍｍ×高１，３３０ｍｍ アルミ鋳
物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　９型　柱使用 ＢＭＭ９－０７１２ＭＧ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017612
住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型　ＢＭＭ９－０７１２ＭＧ 片開き　ヒジツボ使用 幅７００ｍｍ×高１，３３０ｍｍ ア
ルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　９型　ヒジツボ ＢＭＭ９－０７１２ＭＧ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017613
住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型　ＢＭＭ９－０７１２＋０７１２ＭＧ 両開き　柱使用 幅１，４００ｍｍ×高１，３３
０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　９型　柱使用 ＢＭＭ９－０７１２ＭＧ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017614
住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型　ＢＭＭ９－０７１２＋０７１２ＭＧ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，４００ｍｍ×高
１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　９型　ヒジツボ ＢＭＭ９－０７１２ＭＧ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017615
住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型　ＢＭＭ９－０８１２ＭＧ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，３３０ｍｍ アルミ鋳
物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　９型　柱使用 ＢＭＭ９－０８１２ＭＧ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017616
住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型　ＢＭＭ９－０８１２ＭＧ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，３３０ｍｍ ア
ルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　９型　ヒジツボ ＢＭＭ９－０８１２ＭＧ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017617
住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型　ＢＭＭ９－０８１２＋０８１２ＭＧ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，３３
０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　９型　柱使用 ＢＭＭ９－０８１２ＭＧ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017618
住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型　ＢＭＭ９－０８１２＋０８１２ＭＧ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×高
１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　９型　ヒジツボ ＢＭＭ９－０８１２ＭＧ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017619
住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型　ＢＭＭ９－０４１２＋０８１２ＭＧ 親子両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，
３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　９型　柱使用 ＢＭＭ９－０８１２ＭＧ親子両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017620
住宅用門扉 ブルーム門扉 ９型　ＢＭＭ９－０４１２＋０８１２ＭＧ 親子両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×
高１，３３０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　９型　ヒジツボ ＢＭＭ９－０８１２ＭＧ親子両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017621
住宅用門扉 ブルーム門扉 １０型　ＢＭＭ１０－０７１２ＢＫ 片開き　柱使用 幅７００ｍｍ×高１，３００ｍｍ アル
ミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１０型　柱使用 ＢＭＭ１０－０７１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017622
住宅用門扉 ブルーム門扉 １０型　ＢＭＭ１０－０７１２ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅７００ｍｍ×高１，３００ｍ
ｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１０型　ヒジツボ ＢＭＭ１０－０７１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017623
住宅用門扉 ブルーム門扉 １０型　ＢＭＭ１０－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，４００ｍｍ×高１，
３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１０型　柱使用 ＢＭＭ１０－０７１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉
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住宅用門扉【公表価格】 3603017624
住宅用門扉 ブルーム門扉 １０型　ＢＭＭ１０－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，４００ｍｍ×
高１，３００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１０型　ヒジツボ ＢＭＭ１０－０７１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017625
住宅用門扉 ブルーム門扉 １１型　ＢＭＭ１１－０８１４ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アル
ミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１１型　柱使用 ＢＭＭ１１－０８１４ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017626
住宅用門扉 ブルーム門扉 １１型　ＢＭＭ１１－０８１４ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍ
ｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１１型　ヒジツボ ＢＭＭ１１－０８１４ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017627
住宅用門扉 ブルーム門扉 １１型　ＢＭＭ１１－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，
４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１１型　柱使用 ＢＭＭ１１－０８１４ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017628
住宅用門扉 ブルーム門扉 １１型　ＢＭＭ１１－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×
高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１１型　ヒジツボ ＢＭＭ１１－０８１４ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017629
住宅用門扉 ブルーム門扉 １２型　ＢＭＭ１２－０８１４ＢＫ 片開き　柱使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍｍ アル
ミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１２型　柱使用 ＢＭＭ１２－０８１４ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017630
住宅用門扉 ブルーム門扉 １２型　ＢＭＭ１２－０８１４ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅８００ｍｍ×高１，４５０ｍ
ｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１２型　ヒジツボ ＢＭＭ１２－０８１４ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017631
住宅用門扉 ブルーム門扉 １２型　ＢＭＭ１２－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，
４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１２型　柱使用 ＢＭＭ１２－０８１４ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017632
住宅用門扉 ブルーム門扉 １２型　ＢＭＭ１２－０８１４＋０８１４ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×
高１，４５０ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１２型　ヒジツボ ＢＭＭ１２－０８１４ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017633
住宅用門扉 ブルーム門扉 １３型　ＢＭＭ１３－０８１６＋０８１６ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，
６００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１３型　柱使用 ＢＭＭ１３－０８１６ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017634
住宅用門扉 ブルーム門扉 １３型　ＢＭＭ１３－０８１６＋０８１６ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×
高１，６００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１３型　ヒジツボ ＢＭＭ１３－０８１６ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017635
住宅用門扉 ブルーム門扉 １４型　ＢＭＭ１４－０８１６＋０８１６ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，６００ｍｍ×高１，
６００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、７０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１４型　柱使用 ＢＭＭ１４－０８１６ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017636
住宅用門扉 ブルーム門扉 １４型　ＢＭＭ１４－０８１６＋０８１６ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，６００ｍｍ×
高１，６００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１４型　ヒジツボ ＢＭＭ１４－０８１６ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017637
住宅用門扉 ブルーム門扉 １５型　ＢＭＭ１５－０６１０ＢＫ 片開き　柱使用 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍｍ アル
ミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１５型　柱使用 ＢＭＭ１５－０６１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017638
住宅用門扉 ブルーム門扉 １５型　ＢＭＭ１５－０６１０ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍ
ｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１５型　ヒジツボ ＢＭＭ１５－０６１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017639
住宅用門扉 ブルーム門扉 １５型　ＢＭＭ１５－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，
０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１５型　柱使用 ＢＭＭ１５－０６１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017640
住宅用門扉 ブルーム門扉 １５型　ＢＭＭ１５－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×
高１，０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１５型　ヒジツボ ＢＭＭ１５－０６１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017641
住宅用門扉 ブルーム門扉 １６型　ＢＭＭ１６－０６１０ＢＫ 片開き　柱使用 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍｍ アル
ミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１６型　柱使用 ＢＭＭ１６－０６１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉
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住宅用門扉【公表価格】 3603017642
住宅用門扉 ブルーム門扉 １６型　ＢＭＭ１６－０６１０ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍ
ｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１６型　ヒジツボ ＢＭＭ１６－０６１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017643
住宅用門扉 ブルーム門扉 １６型　ＢＭＭ１６－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，
０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１６型　柱使用 ＢＭＭ１６－０６１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017644
住宅用門扉 ブルーム門扉 １６型　ＢＭＭ１６－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×
高１，０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１６型　ヒジツボ ＢＭＭ１６－０６１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017645
住宅用門扉 ブルーム門扉 １７型　ＢＭＭ１７－０６１０ＢＫ 片開き　柱使用 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍｍ アル
ミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１７型　柱使用 ＢＭＭ１７－０６１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017646
住宅用門扉 ブルーム門扉 １７型　ＢＭＭ１７－０６１０ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅６００ｍｍ×高１，０００ｍ
ｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１７型　ヒジツボ ＢＭＭ１７－０６１０ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017647
住宅用門扉 ブルーム門扉 １７型　ＢＭＭ１７－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，２００ｍｍ×高１，
０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１７型　柱使用 ＢＭＭ１７－０６１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017648
住宅用門扉 ブルーム門扉 １７型　ＢＭＭ１７－０６１０＋０６１０ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，２００ｍｍ×
高１，０００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１７型　ヒジツボ ＢＭＭ１７－０６１０ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017649
住宅用門扉 ブルーム門扉 １８型　ＢＭＭ１８－０７１２ＢＫ 片開き　柱使用 幅７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ アル
ミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１８型　柱使用 ＢＭＭ１８－０７１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017650
住宅用門扉 ブルーム門扉 １８型　ＢＭＭ１８－０７１２ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅７００ｍｍ×高１，２００ｍ
ｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１８型　ヒジツボ ＢＭＭ１８－０７１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017651
住宅用門扉 ブルーム門扉 １８型　ＢＭＭ１８－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，４００ｍｍ×高１，
２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１８型　柱使用 ＢＭＭ１８－０７１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017652
住宅用門扉 ブルーム門扉 １８型　ＢＭＭ１８－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，４００ｍｍ×
高１，２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１８型　ヒジツボ ＢＭＭ１８－０７１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017653
住宅用門扉 ブルーム門扉 １９型　ＢＭＭ１９－０７１２ＢＫ 片開き　柱使用 幅７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ アル
ミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１９型　柱使用 ＢＭＭ１９－０７１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017654
住宅用門扉 ブルーム門扉 １９型　ＢＭＭ１９－０７１２ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅７００ｍｍ×高１，２００ｍ
ｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１９型　ヒジツボ ＢＭＭ１９－０７１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017655
住宅用門扉 ブルーム門扉 １９型　ＢＭＭ１９－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，４００ｍｍ×高１，
２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１９型　柱使用 ＢＭＭ１９－０７１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017656
住宅用門扉 ブルーム門扉 １９型　ＢＭＭ１９－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，４００ｍｍ×
高１，２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　１９型　ヒジツボ ＢＭＭ１９－０７１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017657
住宅用門扉 ブルーム門扉 ２０型　ＢＭＭ２０－０７１２ＢＫ 片開き　柱使用 幅７００ｍｍ×高１，２００ｍｍ アル
ミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、６０：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　２０型　柱使用 ＢＭＭ２０－０７１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017658
住宅用門扉 ブルーム門扉 ２０型　ＢＭＭ２０－０７１２ＢＫ 片開き　ヒジツボ使用 幅７００ｍｍ×高１，２００ｍ
ｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　２０型　ヒジツボ ＢＭＭ２０－０７１２ＢＫ　片開 セット 999 × ○ 3603 門扉

住宅用門扉【公表価格】 3603017659
住宅用門扉 ブルーム門扉 ２０型　ＢＭＭ２０－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き　柱使用 幅１，４００ｍｍ×高１，
２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、５５：ＶＡアルミ柱含む 四国化成工業

ブルーム門扉　２０型　柱使用 ＢＭＭ２０－０７１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉
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住宅用門扉【公表価格】 3603017660
住宅用門扉 ブルーム門扉 ２０型　ＢＭＭ２０－０７１２＋０７１２ＢＫ 両開き　ヒジツボ使用 幅１，４００ｍｍ×
高１，２００ｍｍ アルミ鋳物 ０８：ＶＣ錠、２５：アルミヒジツボ含む 四国化成工業

ブルーム門扉　２０型　ヒジツボ ＢＭＭ２０－０７１２ＢＫ　両開 セット 999 × ○ 3603 門扉

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231060
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） １４ｍｍ２ ２心 標準条長３００ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） １４ｍｍ２　２心 ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231070
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ２２ｍｍ２ ２心 標準条長３００ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ２２ｍｍ２　２心 ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231130
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） １４ｍｍ２ ３心 標準条長３００ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） １４ｍｍ２　３心 ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231140
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ２２ｍｍ２ ３心 標準条長３００ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ２２ｍｍ２　３心 ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231200
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） １４ｍｍ２ ４心 標準条長３００ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） １４ｍｍ２　４心 ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ
Ｖ）

4001231210
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ） ＣＶＶ（ジャケット形） ２２ｍｍ２ ４心 標準条長３００ｍ ＪＩ
Ｓ　Ｃ　３４０１

ＣＶＶケーブル（制御用） ２２ｍｍ２　４心 ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241042
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ８ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ　４２
５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ８ｍｍ２　２心 ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241044
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ １４ｍｍ２ ２心 受注品 ＪＣＳ　４
２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） １４ｍｍ２　２心 ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241082
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ８ｍｍ２ ３心 受注品 ＪＣＳ　４２
５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ８ｍｍ２　３心 ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241122
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ８ｍｍ２ ４心 受注品 ＪＣＳ　４２
５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ８ｍｍ２　４心 ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241450
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ３０心 受注品 ＪＣ
Ｓ　４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） １．２５ｍｍ２　３０心 ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241460
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ３０心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ２．０ｍｍ２　３０心 ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシース
ケーブル（ＣＶＶ－Ｓ）

4001241470
静電しゃへい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶＶ－Ｓ） 銅テープ ３．５ｍｍ２ ３０心 受注品 ＪＣＳ
４２５８

ＣＶＶ－Ｓケーブル（銅テープ） ３．５ｍｍ２　３０心 ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081212 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２．０ｍｍ ２個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２ｍｍ　２個より ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081214 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２．６ｍｍ ２個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２．６ｍｍ　２個より ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081216 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ３．２ｍｍ ２個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ３．２ｍｍ　２個より ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081412 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２．０ｍｍ ３個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２ｍｍ　３個より ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線
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引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081414 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２．６ｍｍ ３個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ２．６ｍｍ　３個より ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） 4001081416 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ３．２ｍｍ ３個より ＪＩＳ　Ｃ　３３４１ 引込用ビニル絶縁電線（ＤＶ） ３．２ｍｍ　３個より ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001413002 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ １．２５ｍｍ２ ３０心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ１．２５ｍｍ２　３０心 ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＣＥ
Ｅ－Ｓ）

4001413004 制御用ケーブル　ＣＥＥ／Ｆ－Ｓ　（ＥＭ－ＣＥＥ－Ｓ） 銅テープ ２．０ｍｍ２ ３０心 ＣＥＥ／Ｆ－Ｓケーブル 銅テープ　２．０ｍｍ２　３０心 ｍ 999 × ○ 4001 電力用電線

マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（Ｅ
Ｍ－ＭＥＥＳ）

4003280010 マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ） ０．５ｍｍ２ 単心 マイクロホン用耐燃性ＰＥコード ０．５ｍｍ２　単心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（Ｅ
Ｍ－ＭＥＥＳ）

4003280020 マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ） ０．７５ｍｍ２ 単心 マイクロホン用耐燃性ＰＥコード ０．７５ｍｍ２　単心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（Ｅ
Ｍ－ＭＥＥＳ）

4003280030 マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ） １．２５ｍｍ２ 単心 マイクロホン用耐燃性ＰＥコード １．２５ｍｍ２　単心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（Ｅ
Ｍ－ＭＥＥＳ）

4003280040 マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ） ０．５ｍｍ２ ２心 マイクロホン用耐燃性ＰＥコード ０．５ｍｍ２　２心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（Ｅ
Ｍ－ＭＥＥＳ）

4003280050 マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ） ０．７５ｍｍ２ ２心 マイクロホン用耐燃性ＰＥコード ０．７５ｍｍ２　２心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（Ｅ
Ｍ－ＭＥＥＳ）

4003280060 マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ） １．２５ｍｍ２ ２心 マイクロホン用耐燃性ＰＥコード １．２５ｍｍ２　２心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（Ｅ
Ｍ－ＭＥＥＳ）

4003280070 マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ） ０．５ｍｍ２ ３心 マイクロホン用耐燃性ＰＥコード ０．５ｍｍ２　３心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（Ｅ
Ｍ－ＭＥＥＳ）

4003280080 マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ） ０．７５ｍｍ２ ３心 マイクロホン用耐燃性ＰＥコード ０．７５ｍｍ２　３心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（Ｅ
Ｍ－ＭＥＥＳ）

4003280090 マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ） １．２５ｍｍ２ ３心 マイクロホン用耐燃性ＰＥコード １．２５ｍｍ２　３心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（Ｅ
Ｍ－ＭＥＥＳ）

4003280100 マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ） ０．５ｍｍ２ ４心 マイクロホン用耐燃性ＰＥコード ０．５ｍｍ２　４心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（Ｅ
Ｍ－ＭＥＥＳ）

4003280110 マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ） ０．７５ｍｍ２ ４心 マイクロホン用耐燃性ＰＥコード ０．７５ｍｍ２　４心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（Ｅ
Ｍ－ＭＥＥＳ）

4003280120 マイクロホン用耐燃性ポリエチレンコード（ＥＭ－ＭＥＥＳ） １．２５ｍｍ２ ４心 マイクロホン用耐燃性ＰＥコード １．２５ｍｍ２　４心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003091200 市内電話・有線放送用 市内ケーブル （ＣＣＰ－Ｐ） ０．９ｍｍ ２００Ｐ ２，９８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ ＣＣＰ－Ｐケーブル ０．９ｍｍ　２００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260091
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ４Ｐ 標準条長５００
ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　４Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003260086
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ２５Ｐ ２３０ｋｇ／
ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　２５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260092
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．６５ｍｍ ４０Ｐ 標準条長５０
０ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．６５ｍｍ　４０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260093 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ４Ｐ 標準条長５００ｍ ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　４Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260088
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ２５Ｐ ４２０ｋｇ／ｋ
ｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　２５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260094
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） ０．９ｍｍ ４０Ｐ 標準条長５００
ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル ０．９ｍｍ　４０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260095 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ４Ｐ 標準条長５００ｍ ＦＣＰＥＶケーブル １．２ｍｍ　４Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260090
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ２５Ｐ ７０５ｋｇ／ｋ
ｍ 標準条長５００ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル １．２ｍｍ　２５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003260096
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ） １．２ｍｍ ４０Ｐ 標準条長５００
ｍ

ＦＣＰＥＶケーブル １．２ｍｍ　４０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261088
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ １
Ｐ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　１Ｐ　銅テープ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261090
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ４
Ｐ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　４Ｐ　銅テープ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261082
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ２
５Ｐ ２６０ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　２５Ｐ　銅テープ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261092
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．６５ｍｍ ４
０Ｐ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．６５ｍｍ　４０Ｐ　銅テープ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261094 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ １Ｐ ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　１Ｐ　銅テープ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261096 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ４Ｐ ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　４Ｐ　銅テープ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261084
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ２５
Ｐ ４５５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　２５Ｐ　銅テープ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261098
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） ０．９ｍｍ ４０
Ｐ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル ０．９ｍｍ　４０Ｐ　銅テープ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261100 構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ４Ｐ ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル １．２ｍｍ　４Ｐ　銅テープ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003261086
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ２５
Ｐ ７６５ｋｇ／ｋｍ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル １．２ｍｍ　２５Ｐ　銅テープ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル 4003261102
構内通信回線用 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル （ＦＣＰＥＶ－Ｓ）（銅テープ） １．２ｍｍ ４０
Ｐ

ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル １．２ｍｍ　４０Ｐ　銅テープ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100160 電話用 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ ５０Ｐ ４４０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ　５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100170 電話用 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ １００Ｐ ８５５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ　１００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル 4003100180 電話用 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ ２００Ｐ １，６２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ 構内用ケーブル ０．６５ｍｍ　２００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003146010 高周波同軸ケーブル Ｌ－ＬＣＸ－４３Ｄ ５０－ＨＲ １，８００ｋｇ／ｋｍ 日立金属 高周波同軸ケーブル　Ｌ－ＬＣＸ ４３Ｄ　５０－ＨＲ　日立金属 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003146012 高周波同軸ケーブル Ｌ－ＬＣＸ－４３Ｄ ５５－ＨＲ １，８００ｋｇ／ｋｍ 日立金属 高周波同軸ケーブル　Ｌ－ＬＣＸ ４３Ｄ　５５－ＨＲ　日立金属 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003146014 高周波同軸ケーブル Ｌ－ＬＣＸ－４３Ｄ ６５－ＨＲ １，８００ｋｇ／ｋｍ 日立金属 高周波同軸ケーブル　Ｌ－ＬＣＸ ４３Ｄ　６５－ＨＲ　日立金属 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003146016 高周波同軸ケーブル Ｌ－ＬＣＸ－４３Ｄ ７５－ＨＲ １，８００ｋｇ／ｋｍ 日立金属 高周波同軸ケーブル　Ｌ－ＬＣＸ ４３Ｄ　７５－ＨＲ　日立金属 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003340002 ＨＥ導波管 ＨＥ７０Ｂ 日立金属 ＨＥ導波管 ＨＥ７０Ｂ　日立金属 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル―ブランド品― 4003340004 ＨＥ導波管 ＨＥ１３０Ｂ 日立金属 ＨＥ導波管 ＨＥ１３０Ｂ　日立金属 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021402 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ５心 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　５心　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021404 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ７心 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　７心　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021406 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ３Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　３Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021408 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ７Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　７Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021410 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ２５Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　２５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021412 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ １５０Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　１５０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021414 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．６５ｍｍ ２００Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．６５ｍｍ　２００Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021416 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ５心 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　５心　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線
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警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021418 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ７心 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　７心　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021420 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ３Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　３Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021422 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ２５Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　２５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021424 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ７５Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　７５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021426 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ １５０Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　１５０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021428 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） ０．９ｍｍ ２００Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） ０．９ｍｍ　２００Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021430 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ５心 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　５心　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021432 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ７心 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　７心　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021434 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ３Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　３Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021436 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ２５Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　２５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021438 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ７５Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　７５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021440 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ １５０Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　１５０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
（ＡＥ）

4003021442 警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＡＥ） １．２ｍｍ ２００Ｐ 丸型 警報用電線（ＡＥ） １．２ｍｍ　２００Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021017 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ３心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　３心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021025 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ５心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　５心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021035 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ７心 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　７心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021050 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ７Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　７Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021070 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ２５Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　２５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線
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耐熱電線（ＨＰ） 4005021090 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ７５Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　７５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021097 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ １５０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　１５０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021100 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ ２００Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．６５ｍｍ　２００Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021197 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ １５０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） ０．９ｍｍ　１５０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐熱電線（ＨＰ） 4005021297 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ １５０Ｐ 丸型 耐熱電線（ＨＰ） １．２ｍｍ　１５０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290068
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ １
Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　１Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290070
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ２
Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　２Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290072
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ３
Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　３Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290074
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ４
Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　４Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290002
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ５
Ｐ ７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290004
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ７
Ｐ ８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　７Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290006
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ １
０Ｐ １２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　１０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290008
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ １
５Ｐ １６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　１５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290010
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ２
０Ｐ ２００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　２０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290076
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ２
５Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　２５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290012
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ３
０Ｐ ２８０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　３０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290078
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ４
０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　４０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290014
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ５
０Ｐ ４５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290016
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ７
０Ｐ ６３０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　７０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290018
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ １
００Ｐ ８６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　１００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290020
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ １
５０Ｐ １，３００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　１５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290022
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．６５ｍｍ ２
００Ｐ １，７００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．６５ｍｍ　２００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290080 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ １Ｐ ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　１Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290082 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ２Ｐ ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　２Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290084 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ３Ｐ ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　３Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290086 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ４Ｐ ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　４Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290024
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ５Ｐ
１１０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290026
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ７Ｐ
１３５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　７Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290028
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ １０
Ｐ １９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　１０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290030
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ １５
Ｐ ２９０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　１５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290032
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ２０
Ｐ ３７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　２０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290088
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ２５
Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　２５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290034
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ３０
Ｐ ５２０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　３０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290090
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ４０
Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　４０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290036
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ５０
Ｐ ８５０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290038
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ７０
Ｐ １，２００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　７０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290040
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ １０
０Ｐ １，７００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　１００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290042
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ １５
０Ｐ ２，４００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　１５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290044
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） ０．９ｍｍ ２０
０Ｐ ３，２００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル ０．９ｍｍ　２００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290091 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ １Ｐ ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル １．２ｍｍ　１Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290092 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ２Ｐ ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル １．２ｍｍ　２Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290093 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ３Ｐ ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル １．２ｍｍ　３Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290094 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ４Ｐ ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル １．２ｍｍ　４Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290046
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ５Ｐ
１７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル １．２ｍｍ　５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290048
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ７Ｐ
２１５ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル １．２ｍｍ　７Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290050
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ １０
Ｐ ３００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル １．２ｍｍ　１０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290052
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ １５
Ｐ ４６０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル １．２ｍｍ　１５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290054
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ２０
Ｐ ６００ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル １．２ｍｍ　２０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290095
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ２５
Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル １．２ｍｍ　２５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290056
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ３０
Ｐ ８７０ｋｇ／ｋｍ 標準条長５００ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル １．２ｍｍ　３０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290096
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ４０
Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル １．２ｍｍ　４０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290058
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ５０
Ｐ １，４００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル １．２ｍｍ　５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290060
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ ７０
Ｐ ２，０００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル １．２ｍｍ　７０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003290062
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ） １．２ｍｍ １０
０Ｐ ２，８００ｋｇ／ｋｍ 標準条長２５０ｍ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥケーブル １．２ｍｍ　１００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291068
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ １Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ　１Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291070
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ ２Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ　２Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291072
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ ３Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ　３Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291074
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ ４Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ　４Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291002
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ ５Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ　５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291004
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ ７Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ　７Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291006
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ １０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ　１０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291008
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ １５Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ　１５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291010
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ ２０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ　２０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291076
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ ２５Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ　２５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291012
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ ３０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ　３０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291078
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ ４０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ　４０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291014
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ ５０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ　５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291016
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ ７０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ　７０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291018
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ １００Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ１００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291020
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ １５０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ１５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291022
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．６５ｍｍ ２００Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．６５ｍｍ２００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291080
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ １Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　１Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291082
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ ２Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　２Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291084
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ ３Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　３Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291086
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ ４Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　４Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291024
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ ５Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291026
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ ７Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　７Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291028
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ １０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　１０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291030
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ １５Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　１５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291032
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ ２０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　２０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291088
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ ２５Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　２５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291034
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ ３０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　３０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291090
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ ４０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　４０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291036
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ ５０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291038
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ ７０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　７０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291040
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ １００Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　１００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291042
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ １５０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　１５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291044
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
０．９ｍｍ ２００Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　０．９ｍｍ　２００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291091
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
１．２ｍｍ １Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２ｍｍ　１Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291092
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
１．２ｍｍ ２Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２ｍｍ　２Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291093
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
１．２ｍｍ ３Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２ｍｍ　３Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291094
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
１．２ｍｍ ４Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２ｍｍ　４Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291046
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
１．２ｍｍ ５Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２ｍｍ　５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291048
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
１．２ｍｍ ７Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２ｍｍ　７Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291050
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
１．２ｍｍ １０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２ｍｍ　１０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291052
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
１．２ｍｍ １５Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２ｍｍ　１５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291054
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
１．２ｍｍ ２０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２ｍｍ　２０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291095
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
１．２ｍｍ ２５Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２ｍｍ　２５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291056
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
１．２ｍｍ ３０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２ｍｍ　３０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291096
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
１．２ｍｍ ４０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２ｍｍ　４０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291058
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
１．２ｍｍ ５０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２ｍｍ　５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291060
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
１．２ｍｍ ７０Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２ｍｍ　７０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003291062
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル ＦＣＰＥＥ／Ｆ－Ｓ（ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓ）銅テープ
１．２ｍｍ １００Ｐ

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ－Ｓケーブル 銅テープ　１．２ｍｍ　１００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003310002 耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル ＥＭ－３Ｃ－２Ｅ　単線 耐燃性ＰＥ高周波同軸ケーブル ＥＭ－３Ｃ－２Ｅ　単線 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003310004 耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル ＥＭ－５Ｃ－２Ｅ　単線 耐燃性ＰＥ高周波同軸ケーブル ＥＭ－５Ｃ－２Ｅ　単線 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003310006 耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル ＥＭ－７Ｃ－２Ｅ　単線 耐燃性ＰＥ高周波同軸ケーブル ＥＭ－７Ｃ－２Ｅ　単線 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003310008 耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル ＥＭ－１０Ｃ－２Ｅ　単線 耐燃性ＰＥ高周波同軸ケーブル ＥＭ－１０Ｃ－２Ｅ　単線 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003320002 衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ 衛星放送用耐燃性同軸ケーブル ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線
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通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003320004 衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ 衛星放送用耐燃性同軸ケーブル ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

通信・信号用ケーブル（エコケーブル） 4003320006 衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル ＥＭ－Ｓ－１０Ｃ－ＦＢ 衛星放送用耐燃性同軸ケーブル ＥＭ－Ｓ－１０Ｃ－ＦＢ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270302 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ ２心 平型 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル平型 ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　２心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270004 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ ３心 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　３心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270006 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ ４心 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　４心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270008 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ ５心 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　５心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270010 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ ６心 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　６心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270012 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ ７心 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　７心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270014 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ ３Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　３Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270020 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ ５Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270024 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ ７Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ　７Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270030 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ １０Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ１０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270040 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ １５Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ１５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270050 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ ２０Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ２０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270055 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ ２５Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ２５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270060 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ３０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270070 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．６５ｍｍ５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270080 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ０．６５ｍｍ１００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線
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警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270081 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ １５０Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ０．６５ｍｍ１５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270082 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．６５ｍｍ ２００Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ０．６５ｍｍ２００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270304 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ ２心 平型 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル平型 ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　２心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270084 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ ３心 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　３心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270085 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ ４心 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　４心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270086 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ ５心 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　５心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270090 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ ６心 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　６心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270092 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ ７心 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　７心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270094 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ ３Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　３Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270100 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ ５Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270110 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ ６Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　６Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270120 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ ７Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　７Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270130 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ １０Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　１０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270140 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ １５Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　１５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270150 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ ２０Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　２０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270155 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ ２５Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　２５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270160 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ ３０Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　３０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270170 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ ５０Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線
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警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270175 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ ７５Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ　７５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270180 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ １００Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ１００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270181 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ １５０Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ１５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270182 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） ０．９ｍｍ ２００Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　０．９ｍｍ２００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270306 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ ２心 平型 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル平型 ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　２心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270184 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ ３心 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　３心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270185 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ ４心 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　４心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270186 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ ５心 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　５心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270190 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ ６心 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　６心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270192 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ ７心 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　７心 ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270194 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ ３Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　３Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270200 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ ４Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　４Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270210 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ ５Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270220 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ ７Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　７Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270230 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ １０Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　１０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270240 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ １５Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　１５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270250 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ ２０Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　２０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270255 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ ２５Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　２５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線
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警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270260 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ ３０Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　３０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270270 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ ５０Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270275 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ ７５Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ　７５Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270280 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ １００Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ１００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270290 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ １５０Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ１５０Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン
シースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ）

4003270300 警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル　ＡＥＥ／Ｆ（ＥＭ－ＡＥ） １．２ｍｍ ２００Ｐ 警報用ＰＥ絶縁エコケーブル ＡＥＥ／Ｆ　１．２ｍｍ２００Ｐ ｍ 999 × ○ 4003 通信用電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030002 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ ２心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　２心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030004 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ ３心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　３心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030006 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ ４心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　４心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030008 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ ５心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　５心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030010 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ ６心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　６心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030012 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ ７心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　７心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030020 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ ５Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030024 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ ７Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　７Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030030 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ １０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　１０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030040 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ １５Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　１５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030050 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ ２０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　２０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030055 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ ２５Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　２５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線
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耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030060 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ ３０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　３０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030070 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ ４０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　４０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030080 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ ５０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　５０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030085 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ ７５Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　７５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030090 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ １００Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　１００Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030091 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ １５０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　１５０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030092 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．６５ｍｍ ２００Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．６５ｍｍ　２００Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030093 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ ２心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　２心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030094 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ ３心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　３心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030095 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ ４心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　４心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030100 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ ５心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　５心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030110 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ ６心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　６心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030120 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ ７心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　７心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030130 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ ５Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030140 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ ７Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　７Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030150 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ １０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　１０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030160 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ １５Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　１５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030170 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ ２０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　２０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線
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耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030180 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ ２５Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　２５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030190 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ ３０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　３０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030200 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ ４０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　４０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030210 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ ５０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　５０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030220 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ ７５Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　７５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030230 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ １００Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　１００Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030235 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ０．９ｍｍ １５０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ０．９ｍｍ　１５０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030242 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ ２心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　２心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030244 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ ３心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　３心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030246 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ ４心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　４心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030250 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ ５心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　５心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030260 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ ６心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　６心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030270 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ ７心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　７心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030280 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ ５Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030290 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ ７Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　７Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030300 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ １０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　１０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030310 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ １５Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　１５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030320 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ ２０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　２０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線
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耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030330 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ ２５Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　２５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030340 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ ３０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　３０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030350 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ ４０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　４０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030360 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ ５０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　５０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030370 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ ７５Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　７５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030380 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ １００Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　１００Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030385 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．２ｍｍ １５０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．２ｍｍ　１５０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030400 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．６ｍｍ ５心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．６ｍｍ　５心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030410 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．６ｍｍ ６心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．６ｍｍ　６心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030430 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．６ｍｍ ５Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．６ｍｍ　５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030440 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．６ｍｍ ７Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．６ｍｍ　７Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030450 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．６ｍｍ １０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．６ｍｍ　１０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030460 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．６ｍｍ １５Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．６ｍｍ　１５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030470 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．６ｍｍ ２０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．６ｍｍ　２０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030480 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．６ｍｍ ２５Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．６ｍｍ　２５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030490 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．６ｍｍ ３０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．６ｍｍ　３０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030500 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．６ｍｍ ４０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．６ｍｍ　４０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030510 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） １．６ｍｍ ５０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ １．６ｍｍ　５０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線
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耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030550 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ２．０ｍｍ ６心 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ２ｍｍ　６心　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030560 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ２．０ｍｍ １０Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ２ｍｍ　１０Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－Ｈ
Ｐ）

4005030570 耐燃性ポリエチレンシース耐熱電線（ＥＭ－ＨＰ） ２．０ｍｍ １５Ｐ 丸型 耐熱電線　ＥＭ－ＨＰ ２ｍｍ　１５Ｐ　丸型 ｍ 999 × ○ 4005 耐火・耐熱電線

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111144
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） １４ｍｍ２ ２心 ０６ＣＯＩ２－
１４ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 １４ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111146
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ２２ｍｍ２ ２心 ０６ＣＯＩ２－
２２ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ２２ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111148
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ３８ｍｍ２ ２心 ０６ＣＯＩ２－
３８ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ３８ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111150
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ６０ｍｍ２ ２心 ０６ＣＯＩ２－
６０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ６０ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111152
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） １００ｍｍ２ ２心 ０６ＣＯＩ２
－１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 １００ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111154
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） １５０ｍｍ２ ２心 ０６ＣＯＩ２
－１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 １５０ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111156
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ２００ｍｍ２ ２心 ０６ＣＯＩ２
－２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ２００ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111158
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ２５０ｍｍ２ ２心 ０６ＣＯＩ２
－２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ２５０ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009111160
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ａ）半田方式 （屋内外） ３２５ｍｍ２ ２心 ０６ＣＯＩ２
－３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型半田 ３２５ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113158
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） １４ｍｍ２ ２心 ０６ＣＯ
Ｉ２－１４ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 １４ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113160
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ２２ｍｍ２ ２心 ０６ＣＯ
Ｉ２－２２ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ２２ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113162
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ３８ｍｍ２ ２心 ０６ＣＯ
Ｉ２－３８ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ３８ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113164
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ６０ｍｍ２ ２心 ０６ＣＯ
Ｉ２－６０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ６０ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113166
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） １００ｍｍ２ ２心 ０６Ｃ
ＯＩ２－１００ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 １００ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113168
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） １５０ｍｍ２ ２心 ０６Ｃ
ＯＩ２－１５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 １５０ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料
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端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113170
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ２００ｍｍ２ ２心 ０６Ｃ
ＯＩ２－２００ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ２００ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113172
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ２５０ｍｍ２ ２心 ０６Ｃ
ＯＩ２－２５０ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ２５０ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

端末処理材料（電力ケーブル用） 4009113174
端末処理材料（電力ケーブル用） ６００Ｖ テープ巻型（Ｂ）圧着・圧縮方式 （屋内外） ３２５ｍｍ２ ２心 ０６Ｃ
ＯＩ２－３２５ ＪＣＡＡ規格

端末　６００Ｖ　テープ巻型圧縮 ３２５ｍｍ２　２心　屋内外 組 999 × ○ 4009 電線接続材料

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241002
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０５２１ Φ５０ ２孔（２条１段） 縦１００ｍｍ×横２００ｍｍ １
１ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－０５２１　径５０　２孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241004
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０８２１ Φ８０ ２孔（２条１段） 縦１４０ｍｍ×横２７２ｍｍ １
８ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－０８２１　径８０　２孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241006
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１０２１ Φ１００ ２孔（２条１段） 縦１８０ｍｍ×横３３３ｍｍ
２４ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－１０２１　径１００　２孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241008
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１５２１ Φ１５０ ２孔（２条１段） 縦２３０ｍｍ×横４７５ｍｍ
４３ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－１５２１　径１５０　２孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241010
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０５２２ Φ５０ ４孔（２条２段） 縦１８０ｍｍ×横２００ｍｍ １
８ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－０５２２　径５０　４孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241012
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０８２２ Φ８０ ４孔（２条２段） 縦２５８ｍｍ×横２７２ｍｍ ３
２ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－０８２２　径８０　４孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241014
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１０２２ Φ１００ ４孔（２条２段） 縦３３５ｍｍ×横３３３ｍｍ
４２ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－１０２２　径１００　４孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241016
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１５２２ Φ１５０ ４孔（２条２段） 縦４４５ｍｍ×横４７５ｍｍ
８０ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－１５２２　径１５０　４孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241018
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０５２３ Φ５０ ６孔（２条３段） 縦２６０ｍｍ×横２００ｍｍ ２
６ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－０５２３　径５０　６孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241020
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０８２３ Φ８０ ６孔（２条３段） 縦３７６ｍｍ×横２７２ｍｍ ４
５ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－０８２３　径８０　６孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241022
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１０２３ Φ１００ ６孔（２条３段） 縦４９０ｍｍ×横３３３ｍｍ
６０ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－１０２３　径１００　６孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241024
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１５２３ Φ１５０ ６孔（２条３段） 縦６６０ｍｍ×横４７５ｍｍ
１１７ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－１５２３　径１５０　６孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241026
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０５３１ Φ５０ ３孔（３条１段） 縦１００ｍｍ×横２８０ｍｍ １
４ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－０５３１　径５０　３孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241028
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０８３１ Φ８０ ３孔（３条１段） 縦１４０ｍｍ×横３９１ｍｍ ２
５ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－０８３１　径８０　３孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241030
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１０３１ Φ１００ ３孔（３条１段） 縦１８０ｍｍ×横４８５ｍｍ
３４ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－１０３１　径１００　３孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

3773 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241032
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１５３１ Φ１５０ ３孔（３条１段） 縦２３０ｍｍ×横６９０ｍｍ
６２ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－１５３１　径１５０　３孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241034
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０５３２ Φ５０ ６孔（３条２段） 縦１８０ｍｍ×横２８０ｍｍ ２
４ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－０５３２　径５０　６孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241036
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０８３２ Φ８０ ６孔（３条２段） 縦２５８ｍｍ×横３９１ｍｍ ４
３ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－０８３２　径８０　６孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241038
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１０３２ Φ１００ ６孔（３条２段） 縦３３５ｍｍ×横４８５ｍｍ
６０ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－１０３２　径１００　６孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241040
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０５３３ Φ５０ ９孔（３条３段） 縦２６０ｍｍ×横２８０ｍｍ ３
４ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－０５３３　径５０　９孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241042
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－０８３３ Φ８０ ９孔（３条３段） 縦３７６ｍｍ×横３９１ｍｍ ６
１ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－０８３３　径８０　９孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241044
合成樹脂製多孔管 孔多くん　一般タイプ ＦＫ－１０３３ Φ１００ ９孔（３条３段） 縦４９０ｍｍ×横４８５ｍｍ
８５ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん一般 ＦＫ－１０３３　径１００　９孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241046
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０５２１ Φ５０ ２孔（２条１段） 縦１００ｍｍ×横２００ｍｍ
１１ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ０５２１　径５０　２孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241048
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０８２１ Φ８０ ２孔（２条１段） 縦１４０ｍｍ×横２７２ｍｍ
１８ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ０８２１　径８０　２孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241050
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１０２１ Φ１００ ２孔（２条１段） 縦１８０ｍｍ×横３３３ｍｍ
２４ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ１０２１　径１００　２孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241052
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１５２１ Φ１５０ ２孔（２条１段） 縦２３０ｍｍ×横４７５ｍｍ
４３ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ１５２１　径１５０　２孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241054
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０５２２ Φ５０ ４孔（２条２段） 縦１８０ｍｍ×横２００ｍｍ
１８ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ０５２２　径５０　４孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241056
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０８２２ Φ８０ ４孔（２条２段） 縦２５８ｍｍ×横２７２ｍｍ
３２ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ０８２２　径８０　４孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241058
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１０２２ Φ１００ ４孔（２条２段） 縦３３５ｍｍ×横３３３ｍｍ
４２ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ１０２２　径１００　４孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241060
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１５２２ Φ１５０ ４孔（２条２段） 縦４４５ｍｍ×横４７５ｍｍ
８０ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ１５２２　径１５０　４孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241062
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０５２３ Φ５０ ６孔（２条３段） 縦２６０ｍｍ×横２００ｍｍ
２６ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ０５２３　径５０　６孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241064
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０８２３ Φ８０ ６孔（２条３段） 縦３７６ｍｍ×横２７２ｍｍ
４５ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ０８２３　径８０　６孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241066
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１０２３ Φ１００ ６孔（２条３段） 縦４９０ｍｍ×横３３３ｍｍ
６０ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ１０２３　径１００　６孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管
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合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241068
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１５２３ Φ１５０ ６孔（２条３段） 縦６６０ｍｍ×横４７５ｍｍ
１１７ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ１５２３　径１５０　６孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241070
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０５３１ Φ５０ ３孔（３条１段） 縦１００ｍｍ×横２８０ｍｍ
１４ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ０５３１　径５０　３孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241072
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０８３１ Φ８０ ３孔（３条１段） 縦１４０ｍｍ×横３９１ｍｍ
２５ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ０８３１　径８０　３孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241074
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１０３１ Φ１００ ３孔（３条１段） 縦１８０ｍｍ×横４８５ｍｍ
３４ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ１０３１　径１００　３孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241076
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１５３１ Φ１５０ ３孔（３条１段） 縦２３０ｍｍ×横６９０ｍｍ
６２ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ１５３１　径１５０　３孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241078
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０５３２ Φ５０ ６孔（３条２段） 縦１８０ｍｍ×横２８０ｍｍ
２４ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ０５３２　径５０　６孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241080
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０８３２ Φ８０ ６孔（３条２段） 縦２５８ｍｍ×横３９１ｍｍ
４３ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ０８３２　径８０　６孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241082
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１０３２ Φ１００ ６孔（３条２段） 縦３３５ｍｍ×横４８５ｍｍ
６０ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ１０３２　径１００　６孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241084
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０５３３ Φ５０ ９孔（３条３段） 縦２６０ｍｍ×横２８０ｍｍ
３４ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ０５３３　径５０　９孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241086
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－０８３３ Φ８０ ９孔（３条３段） 縦３７６ｍｍ×横３９１ｍｍ
６１ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ０８３３　径８０　９孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製多孔管【公表価格】 4101241088
合成樹脂製多孔管 孔多くん　難燃タイプ ＮＦＫ－１０３３ Φ１００ ９孔（３条３段） 縦４９０ｍｍ×横４８５ｍｍ
８５ｋｇ 古河電気工業

合成樹脂製多孔管　孔多くん難燃 ＮＦＫ１０３３　径１００　９孔 ｍ 999 × ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101263005 電線共同溝用管路材 さや管ＳＵ 直管 φ５０ 有効長５ｍ さや管ＳＵ　直管 径５０　有効長５ｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101263010 電線共同溝用管路材 さや管ＳＵ 短管 φ５０ 有効長１．１ｍ さや管ＳＵ　短管 径５０　有効長１．１ｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101263015 電線共同溝用管路材 さや管ＳＵ 直管 φ３０ 有効長５ｍ さや管ＳＵ　直管 径３０　有効長５ｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

電線共同溝用管路材 4101263020 電線共同溝用管路材 さや管ＳＵ 短管 φ３０ 有効長１．１ｍ さや管ＳＵ　短管 径３０　有効長１．１ｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製電線管【公表価格】 4101300010
合成樹脂製電線管 露出配管用 プラフレキ　タフスト ＰＦＴ－１６ 内径１５ｍｍ×長２．５ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１１
古河電気工業

プラフレキ　タフスト ＰＦＴ－１６　露出配管用 本 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製電線管【公表価格】 4101300020
合成樹脂製電線管 露出配管用 プラフレキ　タフスト ＰＦＴ－２２ 内径２１ｍｍ×長２．５ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１１
古河電気工業

プラフレキ　タフスト ＰＦＴ－２２　露出配管用 本 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製電線管【公表価格】 4101300030
合成樹脂製電線管 露出配管用 プラフレキ　タフスト ＰＦＴ－２８ 内径２７ｍｍ×長２．５ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１１
古河電気工業

プラフレキ　タフスト ＰＦＴ－２８　露出配管用 本 999 × ○ 4101 電線管
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合成樹脂製電線管【公表価格】 4101300040
合成樹脂製電線管 露出配管用 プラフレキ　タフスト ＰＦＴ－３６ 内径３５ｍｍ×長２．５ｍ ＪＩＳ　Ｃ　８４１１
古河電気工業

プラフレキ　タフスト ＰＦＴ－３６　露出配管用 本 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製電線管【公表価格】 4101300050 合成樹脂製電線管 露出配管用 プラフレキ　タフストＬ ＰＦＴＬ－４２ 内径４０ｍｍ×長２．５ｍ 古河電気工業 プラフレキ　タフストＬ ＰＦＴＬ－４２　露出配管用 本 999 × ○ 4101 電線管

合成樹脂製電線管【公表価格】 4101300060 合成樹脂製電線管 露出配管用 プラフレキ　タフストＬ ＰＦＴＬ－５４ 内径５２ｍｍ×長２．５ｍ 古河電気工業 プラフレキ　タフストＬ ＰＦＴＬ－５４　露出配管用 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095005 パックンレックス 半割れタイプ ２０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ パックンレックス　２０ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095010 パックンレックス 半割れタイプ ３０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ パックンレックス　３０ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095015 パックンレックス 半割れタイプ ４０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ パックンレックス　４０ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095020 パックンレックス 半割れタイプ ５０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ パックンレックス　５０ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095025 パックンレックス 半割れタイプ ６５ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ パックンレックス　６５ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095030 パックンレックス 半割れタイプ ８０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ パックンレックス　８０ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095035 パックンレックス 半割れタイプ １００ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ パックンレックス　１００ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095040 パックンレックス 半割れタイプ １２５ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ パックンレックス　１２５ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095045 パックンレックス 半割れタイプ １５０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ パックンレックス　１５０ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095050 パックンレックス 半割れタイプ ２００ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ パックンレックス　２００ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095505 難燃パックンレックス 半割れタイプ ２０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ 難燃パックンレックス　２０ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095510 難燃パックンレックス 半割れタイプ ３０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ 難燃パックンレックス　３０ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095515 難燃パックンレックス 半割れタイプ ４０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ 難燃パックンレックス　４０ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095520 難燃パックンレックス 半割れタイプ ５０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ 難燃パックンレックス　５０ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095525 難燃パックンレックス 半割れタイプ ６５ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ 難燃パックンレックス　６５ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管
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波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095530 難燃パックンレックス 半割れタイプ ８０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ 難燃パックンレックス　８０ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095535 難燃パックンレックス 半割れタイプ １００ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ 難燃パックンレックス１００ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095540 難燃パックンレックス 半割れタイプ １２５ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ 難燃パックンレックス１２５ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095545 難燃パックンレックス 半割れタイプ １５０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ 難燃パックンレックス１５０ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095550 難燃パックンレックス 半割れタイプ ２００ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管　半割れ 難燃パックンレックス２００ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095055 パックンレックス クイック ５０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管クイック パックンレックス　５０ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095060 パックンレックス クイック ８０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管クイック パックンレックス　８０ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095065 パックンレックス クイック １００ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管クイック パックンレックス　１００ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095555 難燃パックンレックス クイック ５０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管クイック 難燃パックンレックス　５０ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095560 難燃パックンレックス クイック ８０ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管クイック 難燃パックンレックス　８０ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

波付硬質合成樹脂管―ブランド品― 4101095565 難燃パックンレックス クイック １００ｍｍ 定尺４ｍ 未来工業 波付硬質ポリエチレン管クイック 難燃パックンレックス１００ｍｍ 本 999 × ○ 4101 電線管

宅内用材料―ブランド品― 4113031040 宅内用材料 ケーサー １号 マサル工業 ケーサー １号 本 999 × ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113031050 宅内用材料 ケーサー ２号 マサル工業 ケーサー ２号 本 999 × ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113031060 宅内用材料 ケーサー ３号 マサル工業 ケーサー ３号 本 999 × ○ 4113 線ぴ

宅内用材料―ブランド品― 4113031070 宅内用材料 ケーサー ６０ｍｍ マサル工業 ケーサー ６０ｍｍ 本 999 × ○ 4113 線ぴ

金属製プルボックス 4213013476 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横２００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ３００×２００×１００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013478 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ４００×３００×１００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013480 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ５００×３００×２００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213013482 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ５００×３００×３００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013484 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ６００×４００×２００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013486 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ６００×４００×３００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013488 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ６００×４００×４００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013490 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ６００×５００×２００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013492 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ６００×５００×３００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013494 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ６００×５００×４００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013496 金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ６００×５００×５００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013498 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ８００×５００×２００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013500 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ８００×５００×３００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013502 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ８００×５００×４００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013504 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ８００×５００×５００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013506 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ８００×６００×２００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013508 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ８００×６００×３００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013510 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ８００×６００×４００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013512 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ８００×６００×５００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013514 金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５ｍｍ ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 ８００×６００×６００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013516
金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５
ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×６００×３００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213013518
金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５
ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×６００×４００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013520
金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５
ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×６００×５００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013522
金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５
ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×６００×６００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013524
金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５
ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×８００×３００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013526
金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５
ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×８００×４００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013528
金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５
ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×８００×５００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013530
金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５
ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×８００×６００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213013532
金属製プルボックス 縦１，０００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行８００ｍｍ ステンレス 完全防水・端子付き 板厚１．５
ｍｍ

ＳＵＳ製プルボックス　完全防水 １０００×８００×８００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015352 金属製プルボックス 縦２００ｍｍ ×横３００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ２００×３００×１００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015354 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横４００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３００×４００×１００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015356 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３００×５００×１００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015358 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３００×５００×２００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015360 金属製プルボックス 縦３００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ３００×５００×３００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015362 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横５００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×５００×１００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015364 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行１００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×６００×１００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015366 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×６００×２００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015368 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×６００×３００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015370 金属製プルボックス 縦４００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ４００×６００×４００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213015372 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ５００×６００×２００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015374 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ５００×６００×３００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015376 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ５００×６００×４００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015378 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横６００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ５００×６００×５００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015380 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ５００×８００×２００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015382 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ５００×８００×３００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015384 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ５００×８００×４００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015386 金属製プルボックス 縦５００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ 鋼製プルボックス　錆止　端子無 ５００×８００×５００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015388
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行２００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強，又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ６００×８００×２００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015390
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強，又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ６００×８００×３００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015392
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強，又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ６００×８００×４００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015394
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強，又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ６００×８００×５００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015396
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横８００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍでア
ングル補強，又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ６００×８００×６００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015398
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ６００×１０００×３００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015400
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ６００×１０００×４００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015402
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ６００×１０００×５００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015404
金属製プルボックス 縦６００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ６００×１０００×６００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015406
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行３００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ８００×１０００×３００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス
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金属製プルボックス 4213015408
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行４００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ８００×１０００×４００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015410
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行５００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ８００×１０００×５００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015412
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行６００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ８００×１０００×６００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

金属製プルボックス 4213015414
金属製プルボックス 縦８００ｍｍ ×横１，０００ｍｍ×奥行８００ｍｍ 鋼製（さび止め） 端子無し 板厚１．６ｍｍ
でアングル補強，又は板厚２．３ｍｍ

鋼製プルボックス　錆止　端子無 ８００×１０００×８００ 個 999 × ○ 4213 プルボックス

配線器具 4011150250
キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１
５Ａ

引掛防水ゴムコードキャップ ２Ｐ　１５Ａ・１２５Ｖ 個 999 × ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150090
キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ２
０Ａ

引掛防水ゴムコードキャップ ２Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 999 × ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150110
キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ２
０Ａ

引掛防水ゴムコードキャップ ３Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ 個 999 × ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150120
キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３
０Ａ

引掛防水ゴムコードキャップ ３Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 999 × ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150280
キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ（接地） １５／１２５（Ａ／Ｖ）
２Ｐ１５Ａ（旧３Ｐ）

引掛防水ゴムコードキャップ ２Ｐ　１５Ａ・１２５Ｖ　接地 個 999 × ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150282
キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ（接地） ２０／２５０（Ａ／Ｖ）
２Ｐ２０Ａ（旧３Ｐ）

引掛防水ゴムコードキャップ ２Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ　接地 個 999 × ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150290
キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ（接地） ３０／２５０（Ａ／Ｖ）
２Ｐ３０Ａ（旧３Ｐ）

引掛防水ゴムコードキャップ ２Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ　接地 個 999 × ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150130
キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ（接地） ２０／２５０（Ａ／Ｖ）
３Ｐ２０Ａ（旧４Ｐ）

引掛防水ゴムコードキャップ ３Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ　接地 個 999 × ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150140
キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 引掛防水ゴムコードキャップ（接地） ３０／２５０（Ａ／Ｖ）
３Ｐ３０Ａ（旧４Ｐ）

引掛防水ゴムコードキャップ ３Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ　接地 個 999 × ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150300 キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２Ｐ１５Ａ 防水ゴムコードキャップ ２Ｐ　１５Ａ・１２５Ｖ 個 999 × ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150160 キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２Ｐ３０Ａ 防水ゴムコードキャップ ２Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 999 × ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150190 キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３Ｐ３０Ａ 防水ゴムコードキャップ ３Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ 個 999 × ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150258
キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ（接地） １５／１２５（Ａ／Ｖ） ２
Ｐ１５Ａ

防水ゴムコードキャップ ２Ｐ　１５Ａ・１２５Ｖ　接地 個 999 × ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150260
キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ（接地） １５／２５０（Ａ／Ｖ） ２
Ｐ１５Ａ

防水ゴムコードキャップ ２Ｐ　１５Ａ・２５０Ｖ　接地 個 999 × ○ 4011 配線器具
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配線器具 4011150270
キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ（接地） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ２
Ｐ３０Ａ

防水ゴムコードキャップ ２Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ　接地 個 999 × ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150220
キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ（接地） １５／２５０（Ａ／Ｖ） ３
Ｐ１５Ａ（旧４Ｐ）

防水ゴムコードキャップ ３Ｐ　１５Ａ・２５０Ｖ　接地 個 999 × ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150230
キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ（接地） ２０／２５０（Ａ／Ｖ） ３
Ｐ２０Ａ（旧４Ｐ）

防水ゴムコードキャップ ３Ｐ　２０Ａ・２５０Ｖ　接地 個 999 × ○ 4011 配線器具

配線器具 4011150240
キャップ（プラグ）（配線器具） キャップ（プラグ） 防水ゴムコードキャップ（接地） ３０／２５０（Ａ／Ｖ） ３
Ｐ３０Ａ（旧４Ｐ）

防水ゴムコードキャップ ３Ｐ　３０Ａ・２５０Ｖ　接地 個 999 × ○ 4011 配線器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319076027
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） Ｅ７００６２ＳＡＮ９ ＨＦ４０相当 ランクＳ ７ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅
機能なし 岩崎電気

ＬＥＤ防犯灯 Ｅ７００６２ＳＡＮ９ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319076029
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） Ｅ７００６１ＳＡＮ９ ＨＦ４０相当 ランクＳ ７ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅
機能あり 岩崎電気

ＬＥＤ防犯灯 Ｅ７００６１ＳＡＮ９ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319076031
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） Ｅ７００６４ＳＡＮ９ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＭＭ １０ＶＡ 本体アルミダイ
カスト製 自動点滅機能なし 岩崎電気

ＬＥＤ防犯灯 Ｅ７００６４ＳＡＮ９ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319076033
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） Ｅ７００６３ＳＡＮ９ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＭＭ １０ＶＡ 本体アルミダイ
カスト製 自動点滅機能あり 岩崎電気

ＬＥＤ防犯灯 Ｅ７００６３ＳＡＮ９ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319076023
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） Ｅ７００６６ＳＡＮ９ ＨＦ１００相当 ランクＬＬ ２０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自
動点滅機能なし 岩崎電気

ＬＥＤ防犯灯 Ｅ７００６６ＳＡＮ９ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319076025
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） Ｅ７００６５ＳＡＮ９ ＨＦ１００相当 ランクＬＬ ２０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自
動点滅機能あり 岩崎電気

ＬＥＤ防犯灯 Ｅ７００６５ＳＡＮ９ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319077026
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１３３－８Ｌ１ ＨＦ４０相当 ランクＳ １０ＶＡ 本体ＡＳＡ樹脂製 自動点滅機
能なし かがつう

ＬＥＤ防犯灯 ＫＬＥ－１３３－８Ｌ１ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319077028
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１３３Ｓ－８Ｌ１ ＨＦ４０相当 ランクＳ １０ＶＡ 本体ＡＳＡ樹脂製 自動点滅
機能あり かがつう

ＬＥＤ防犯灯 ＫＬＥ－１３３Ｓ－８Ｌ１ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319077058
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１１４０－８Ｌ ＨＦ８０相当 ランクＭ １０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動
点滅機能なし かがつう

ＬＥＤ防犯灯 ＫＬＥ－１１４０－８Ｌ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319077060
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１１４０Ｓ－８Ｌ ＨＦ８０相当 ランクＭ １０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自
動点滅機能あり かがつう

ＬＥＤ防犯灯 ＫＬＥ－１１４０Ｓ－８Ｌ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319077050
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１１４０－５Ｌ ＨＦ４０相当 ランクＳ １０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動
点滅機能なし かがつう

ＬＥＤ防犯灯 ＫＬＥ－１１４０－５Ｌ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319077052
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１１４０Ｓ－５Ｌ ＨＦ４０相当 ランクＳ １０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自
動点滅機能あり かがつう

ＬＥＤ防犯灯 ＫＬＥ－１１４０Ｓ－５Ｌ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319077054
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－２１３３－１０Ｌ ＨＦ１００相当 ランクＬ １０ＶＡ 本体ＡＳＡ樹脂製 自動点
滅機能なし かがつう

ＬＥＤ防犯灯 ＫＬＥ－２１３３－１０Ｌ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319077056
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－２１３３Ｓ－１０Ｌ ＨＦ１００相当 ランクＬ １０ＶＡ 本体ＡＳＡ樹脂製 自動
点滅機能あり かがつう

ＬＥＤ防犯灯 ＫＬＥ－２１３３Ｓ－１０Ｌ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319077042
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－２１３９－１０Ｌ ＨＦ１００相当 ランクＬ １０ＶＡ 本体アルミダイカスト製
自動点滅機能なし かがつう

ＬＥＤ防犯灯 ＫＬＥ－２１３９－１０Ｌ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319077044
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－２１３９Ｓ－１０Ｌ ＨＦ１００相当 ランクＬ １０ＶＡ 本体アルミダイカスト製
自動点滅機能あり かがつう

ＬＥＤ防犯灯 ＫＬＥ－２１３９Ｓ－１０Ｌ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319077034
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１３９－１６Ｌ ＨＦ１００相当 ランクＬ ２０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自
動点滅機能なし かがつう

ＬＥＤ防犯灯 ＫＬＥ－１３９－１６Ｌ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319077036
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１３９Ｓ－１６Ｌ ＨＦ１００相当 ランクＬ ２０ＶＡ 本体アルミダイカスト製
自動点滅機能あり かがつう

ＬＥＤ防犯灯 ＫＬＥ－１３９Ｓ－１６Ｌ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319077046
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－４１３９－１７Ｌ ＨＦ１００相当 ランクＬＬ ２０ＶＡ 本体アルミダイカスト製
自動点滅機能なし かがつう

ＬＥＤ防犯灯 ＫＬＥ－４１３９－１７Ｌ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319077048
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－４１３９Ｓ－１７Ｌ ＨＦ１００相当 ランクＬＬ ２０ＶＡ 本体アルミダイカスト
製 自動点滅機能あり かがつう

ＬＥＤ防犯灯 ＫＬＥ－４１３９Ｓ－１７Ｌ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319078018
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＪＲＢ－１４７ＴＤ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＳ ２０ＶＡ 本体アルミダイカス
ト製 自動点滅機能なし ＧＳユアサ

ＬＥＤ防犯灯 ＪＲＢ－１４７ＴＤ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319078020
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＪＲＢ－１４７ＴＳＤ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＳ ２０ＶＡ 本体アルミダイカ
スト製 自動点滅機能あり ＧＳユアサ

ＬＥＤ防犯灯 ＪＲＢ－１４７ＴＳＤ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319078022
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＪＲＢ－１５７ＴＤ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＳ ２０ＶＡ 本体アルミダイカス
ト製 自動点滅機能なし ＧＳユアサ

ＬＥＤ防犯灯 ＪＲＢ－１５７ＴＤ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319078024
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＪＲＢ－１５７ＴＳＤ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＳ ２０ＶＡ 本体アルミダイカ
スト製 自動点滅機能あり ＧＳユアサ

ＬＥＤ防犯灯 ＪＲＢ－１５７ＴＳＤ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319078026
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＪＲＢ－１４８ＴＤ ＨＦ１００相当 ランクＭ ４０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点
滅機能なし ＧＳユアサ

ＬＥＤ防犯灯 ＪＲＢ－１４８ＴＤ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319078028
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＪＲＢ－１４８ＴＳＤ ＨＦ１００相当 ランクＭ ４０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動
点滅機能あり ＧＳユアサ

ＬＥＤ防犯灯 ＪＲＢ－１４８ＴＳＤ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319078030
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＪＲＢ－１５８ＴＤ ＨＦ１００相当 ランクＭ ４０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点
滅機能なし ＧＳユアサ

ＬＥＤ防犯灯 ＪＲＢ－１５８ＴＤ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319078032
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＪＲＢ－１５８ＴＳＤ ＨＦ１００相当 ランクＭ ４０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動
点滅機能あり ＧＳユアサ

ＬＥＤ防犯灯 ＪＲＢ－１５８ＴＳＤ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319073054
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＮＮＹ２０３２３ＬＥ１ ＦＬ２０相当 ランクＳ １０ＶＡ 本体ＡＳＡ樹脂製 自動点滅機
能なし パナソニック

ＬＥＤ防犯灯 ＮＮＹ２０３２３ＬＥ１ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319073056
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＮＮＹ２０３２８ＬＥ１ ＦＬ２０相当 ランクＳ １０ＶＡ 本体ＡＳＡ樹脂製 自動点滅機
能あり パナソニック

ＬＥＤ防犯灯 ＮＮＹ２０３２８ＬＥ１ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319073058
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＮＮＹ２０３６３ＬＥ１ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＬ １０ＶＡ 本体アルミダイ
カスト製 自動点滅機能なし パナソニック

ＬＥＤ防犯灯 ＮＮＹ２０３６３ＬＥ１ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319073060
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＮＮＹ２０３６８ＬＥ１ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＬ １０ＶＡ 本体アルミダイ
カスト製 自動点滅機能あり パナソニック

ＬＥＤ防犯灯 ＮＮＹ２０３６８ＬＥ１ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319073062
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＮＮＹ２０３８３ＬＥ７ ＨＦ１００相当 ランクＬＬ ２０ＶＡ 本体アルミダイカスト製
自動点滅機能なし パナソニック

ＬＥＤ防犯灯 ＮＮＹ２０３８３ＬＥ７ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319073064
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＮＮＹ２０３８８ＬＥ７ ＨＦ１００相当 ランクＬＬ ２０ＶＡ 本体アルミダイカスト製
自動点滅機能あり パナソニック

ＬＥＤ防犯灯 ＮＮＹ２０３８８ＬＥ７ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319072016
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＬＳ３－１０２Ｗ－０００ ＦＬ２０相当 ランクＳＳ １０ＶＡ 本体アルミダイカスト製
自動点滅機能なし ＭＡＲＵＷＡ　ＳＨＯＭＥＩ

ＬＥＤ防犯灯 ＬＳ３－１０２Ｗ－０００ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319072018
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＬＳ３－１０２Ｗ－１００ ＦＬ２０相当 ランクＳＳ １０ＶＡ 本体アルミダイカスト製
自動点滅機能あり ＭＡＲＵＷＡ　ＳＨＯＭＥＩ

ＬＥＤ防犯灯 ＬＳ３－１０２Ｗ－１００ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319072020
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＬＳ４－２０１Ｗ－０００ ＨＦ１００相当 ランクＬ ２０ＶＡ 本体アルミダイカスト製
自動点滅機能なし ＭＡＲＵＷＡ　ＳＨＯＭＥＩ

ＬＥＤ防犯灯 ＬＳ４－２０１Ｗ－０００ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319072022
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＬＳ４－２０１Ｗ－１００ ＨＦ１００相当 ランクＬ ２０ＶＡ 本体アルミダイカスト製
自動点滅機能あり ＭＡＲＵＷＡ　ＳＨＯＭＥＩ

ＬＥＤ防犯灯 ＬＳ４－２０１Ｗ－１００ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319072024
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＬＳ４－４００Ｗ－０００ ＨＦ１００相当 ランクＬＬ ４０ＶＡ 本体アルミダイカスト製
自動点滅機能なし ＭＡＲＵＷＡ　ＳＨＯＭＥＩ

ＬＥＤ防犯灯 ＬＳ４－４００Ｗ－０００ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319072026
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＬＳ４－４００Ｗ－１００ ＨＦ１００相当 ランクＬＬ ４０ＶＡ 本体アルミダイカスト製
自動点滅機能あり ＭＡＲＵＷＡ　ＳＨＯＭＥＩ

ＬＥＤ防犯灯 ＬＳ４－４００Ｗ－１００ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074038
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＮＮ－７７ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＭ １０ＶＡ 本体ポリ
カーボネート製 自動点滅機能なし ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＮＮ－７７ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074040
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＡＮ－７７ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＭ １０ＶＡ 本体ポリ
カーボネート製 自動点滅機能あり ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＡＮ－７７ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074042
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＮＪ－７７ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＭ １０ＶＡ 本体ポリ
カーボネート製 自動点滅機能なし ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＮＪ－７７ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074044
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＡＪ－７７ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＭ １０ＶＡ 本体ポリ
カーボネート製 自動点滅機能あり ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＡＪ－７７ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074082
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＮＳＵ－７７ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＭ １０ＶＡ 本体ポ
リカーボネート製 自動点滅機能なし ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＮＳＵ－７７ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074084
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＡＳＵ－７７ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＭ １０ＶＡ 本体ポ
リカーボネート製 自動点滅機能あり ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ１－Ｃ６ＳＹ－ＡＳＵ－７７ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074066
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ１－Ｔ２４ＳＹ－ＮＳ－７５ ＨＦ４０相当 ランクＳ １０ＶＡ 本体ポリカーボネート
製 自動点滅機能なし ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ１－Ｔ２４ＳＹ－ＮＳ－７５ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074068
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ１－Ｔ２４ＳＹ－ＡＳ－７５ ＨＦ４０相当 ランクＳ １０ＶＡ 本体ポリカーボネート
製 自動点滅機能あり ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ１－Ｔ２４ＳＹ－ＡＳ－７５ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074074
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ１－Ｏ２４ＰＰ－ＮＪ－７５ ＨＦ４０相当 ランクＳ １０ＶＡ 本体ポリカーボネート
製 自動点滅機能なし ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ１－Ｏ２４ＰＰ－ＮＪ－７５ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074076
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ１－Ｏ２４ＰＰ－ＡＪ－７５ ＨＦ４０相当 ランクＳ １０ＶＡ 本体ポリカーボネート
製 自動点滅機能あり ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ１－Ｏ２４ＰＰ－ＡＪ－７５ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具
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ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074086
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ１－Ｏ２４ＰＰ－ＮＳＵ－７５ ＨＦ４０相当 ランクＳ １０ＶＡ 本体ポリカーボネー
ト製 自動点滅機能なし ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ１－Ｏ２４ＰＰ－ＮＳＵ７５ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074088
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ１－Ｏ２４ＰＰ－ＡＳＵ－７５ ＨＦ４０相当 ランクＳ １０ＶＡ 本体ポリカーボネー
ト製 自動点滅機能あり ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ１－Ｏ２４ＰＰ－ＡＳＵ７５ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074046
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ２－Ｃ１８ＳＹ－ＮＮ－７７ ＨＦ１００相当 ランクＬＬ ２０ＶＡ 本体ポリカーボ
ネート製 自動点滅機能なし ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ２－Ｃ１８ＳＹ－ＮＮ－７７ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074048
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ２－Ｃ１８ＳＹ－ＡＮ－７７ ＨＦ１００相当 ランクＬＬ ２０ＶＡ 本体ポリカーボ
ネート製 自動点滅機能あり ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ２－Ｃ１８ＳＹ－ＡＮ－７７ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074050
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ２－Ｃ１８ＳＹ－ＮＪ－７７ ＨＦ１００相当 ランクＬＬ ２０ＶＡ 本体ポリカーボ
ネート製 自動点滅機能なし ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ２－Ｃ１８ＳＹ－ＮＪ－７７ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074052
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ２－Ｃ１８ＳＹ－ＡＪ－７７ ＨＦ１００相当 ランクＬＬ ２０ＶＡ 本体ポリカーボ
ネート製 自動点滅機能あり ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ２－Ｃ１８ＳＹ－ＡＪ－７７ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074070
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ２－Ｔ２４ＳＹ－ＮＳ－７５ ＨＦ１００相当 ランクＬ ２０ＶＡ 本体ポリカーボネー
ト製 自動点滅機能なし ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ２－Ｔ２４ＳＹ－ＮＳ－７５ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074072
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ２－Ｔ２４ＳＹ－ＡＳ－７５ ＨＦ１００相当 ランクＬ ２０ＶＡ 本体ポリカーボネー
ト製 自動点滅機能あり ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ２－Ｔ２４ＳＹ－ＡＳ－７５ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074078
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ２－Ｏ２４ＰＰ－ＮＪ－７５ ＨＦ１００相当 ランクＬ ２０ＶＡ 本体ポリカーボネー
ト製 自動点滅機能なし ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ２－Ｏ２４ＰＰ－ＮＪ－７５ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074080
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ２－Ｏ２４ＰＰ－ＡＪ－７５ ＨＦ１００相当 ランクＬ ２０ＶＡ 本体ポリカーボネー
ト製 自動点滅機能あり ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ２－Ｏ２４ＰＰ－ＡＪ－７５ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074090
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ２－Ｏ２４ＰＰ－ＮＳＵ－７５ ＨＦ１００相当 ランクＬ ２０ＶＡ 本体ポリカーボ
ネート製 自動点滅機能なし ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ２－Ｏ２４ＰＰ－ＮＳＵ７５ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品― 4319074092
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＥＭ２－Ｏ２４ＰＰ－ＡＳＵ－７５ ＨＦ１００相当 ランクＬ ２０ＶＡ 本体ポリカーボ
ネート製 自動点滅機能あり ＣＧＳ

ＬＥＤ防犯灯 ＥＭ２－Ｏ２４ＰＰ－ＡＳＵ７５ 台 999 × ○ 4319 ＬＥＤ照明器具

電話交換部品 4413012038 電話交換部品 端子板 １０回線２号Ｂ　両はんだ 端子板 １０回線２号Ｂ　両はんだ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012042 電話交換部品 端子板 ５回線３号Ａ　ねじ－はんだ 端子板 ５回線３号Ａ　ねじ－はんだ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012044 電話交換部品 端子板 １０回線４号Ａ　ねじ－はんだ 端子板 １０回線４号Ａ　ねじ－はんだ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012046 電話交換部品 端子板 ２５８Ｒ 端子板 ２５８Ｒ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012048 電話交換部品 端子板 １０回線　差込 端子板 １０回線　差込 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012050 電話交換部品 端子板 ２０回線　差込 端子板 ２０回線　差込 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品
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電話交換部品 4413012052 電話交換部品 避雷器付端子板 ３回線　両ねじ 避雷器付端子板 ３回線　両ねじ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012054 電話交換部品 避雷器付端子板 ５回線　両ねじ 避雷器付端子板 ５回線　両ねじ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012056 電話交換部品 避雷器付端子板 １０回線　両ねじ 避雷器付端子板 １０回線　両ねじ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012058 電話交換部品 避雷器付端子板 ２０回線　両ねじ 避雷器付端子板 ２０回線　両ねじ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012060 電話交換部品 端子板 ３回線　両ねじ 端子板 ３回線　両ねじ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012062 電話交換部品 端子板 ５回線　両ねじ 端子板 ５回線　両ねじ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012064 電話交換部品 端子板 １０回線　両ねじ 端子板 １０回線　両ねじ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012066 電話交換部品 端子板 ２０回線　両ねじ 端子板 ２０回線　両ねじ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012068 電話交換部品 端子板カバー ２５２Ｒ・２５３Ｒ・２５４Ｒ用 端子板カバー ２５２Ｒ・２５３Ｒ・２５４Ｒ用 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012070 電話交換部品 端子板カバー ２５６Ｒ用 端子板カバー ２５６Ｒ用 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012072 電話交換部品 端子板カバー ２５８Ｒ用 端子板カバー ２５８Ｒ用 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012074 電話交換部品 試験弾器カバー ２０２ＴＳ用 試験弾器カバー ２０２ＴＳ用 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012076 電話交換部品 試験弾器カバー ２０４ＴＳ用 試験弾器カバー ２０４ＴＳ用 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012078 電話交換部品 試験弾器カバー ２５４ＴＳ用 試験弾器カバー ２５４ＴＳ用 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012082 電話交換部品 保安器盤 １００回線 保安器盤 １００回線 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012084 電話交換部品 保安器盤 ５０回線 保安器盤 ５０回線 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012086 電話交換部品 避雷モジュール ２４０Ｖ　保安器盤用 避雷モジュール ２４０Ｖ　保安器盤用 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012088 電話交換部品 クリップ式端子板 ８対接続標準モジュール　ＰＦ／ＢＭＦ共用 クリップ式端子板 ８対接続標準モジュール 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品
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電話交換部品 4413012090 電話交換部品 クリップ式端子板 ８対切分標準モジュール　ＰＦ／ＢＭＦ共用 クリップ式端子板 ８対切分標準モジュール 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012092 電話交換部品 クリップ式端子板 １０対切分標準モジュール　ＰＦ／ＢＭＦ共用 クリップ式端子板 １０対切分標準モジュール 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012096 電話交換部品 クリップ式端子板 １０対接続標準モジュール　ＰＦ／ＢＭＦ共用 クリップ式端子板 １０対接続標準モジュール 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012098 電話交換部品 クリップ式端子板 １０対切分心線変換モジュール　ＰＦ／ＢＭＦ共用 クリップ式端子板 １０対切分心線変換モジュール 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012104 電話交換部品 クリップ式端子板 １０対切分標準モジュール　ｃａｔ５ｅ　ＰＦ／ＢＭＦ共用 クリップ式端子板 １０対切分標準　ｃａｔ５ｅ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012106 電話交換部品 クリップ式端子用避雷器 １０対アレスタマガジン３極アレスタ付 クリップ式端子用避雷器 １０対アレスタマガジン 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012108 電話交換部品 クリップ式端子用避雷器 ８対アレスタマガジン３極アレスタ付 クリップ式端子用避雷器 ８対アレスタマガジン 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012110 電話交換部品 クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ　劣化表示機能付 クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ　劣化 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012112 電話交換部品 クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ／ＩＳＤＮ クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ／ＩＳＤＮ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012114
電話交換部品 クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ／アナログ専用線　劣化表示機能付　ＪＩＳ　Ｃ　５３８
１－２１対応

クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ／アナログ専用 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012116 電話交換部品 クリップ式端子板用避雷器 ＩＳＤＮ　劣化表示機能付　ＪＩＳ　Ｃ　５３８１－２１対応 クリップ式端子板用避雷器 ＩＳＤＮ　劣化 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012118
電話交換部品 クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ／ＩＳＤＮ　劣化表示機能付　ＪＩＳ　Ｃ　５３８１－２
１対応

クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ／ＩＳＤＮ劣化 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012120
電話交換部品 クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ／ＩＳＤＮ　故障表示機能付　ＪＩＳ　Ｃ　５３８１－２
１対応

クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ／ＩＳＤＮ故障 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012122 電話交換部品 クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ　劣化表示機能付　ＪＩＳ　Ｃ　５３８１－２１対応 クリップ式端子板用避雷器 ＡＤＳＬ／ＴＥＬ　劣化　ＪＩＳ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012124 電話交換部品 クリップ式端子用共用接続工具 適合導体径φ０．４㎜～０．８㎜ クリップ式端子用共用接続工具 適合導体径０．４～０．８ｍｍ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012126 電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　１段　Ｈ＝２２ マウントフレーム １０対ＭＦ　１段　Ｈ＝２２ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012128 電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　２段　Ｈ＝２２ マウントフレーム １０対ＭＦ　２段　Ｈ＝２２ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012130 電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　３段　Ｈ＝２２ マウントフレーム １０対ＭＦ　３段　Ｈ＝２２ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品
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電話交換部品 4413012132 電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　４段　Ｈ＝２２ マウントフレーム １０対ＭＦ　４段　Ｈ＝２２ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012134 電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　５段　Ｈ＝２２ マウントフレーム １０対ＭＦ　５段　Ｈ＝２２ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012136 電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　１０段　Ｈ＝２２ マウントフレーム １０対ＭＦ　１０段　Ｈ＝２２ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012138 電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　１段　Ｈ＝３０ マウントフレーム １０対ＭＦ　１段　Ｈ＝３０ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012140 電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　２段　Ｈ＝３０ マウントフレーム １０対ＭＦ　２段　Ｈ＝３０ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012142 電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　３段　Ｈ＝３０ マウントフレーム １０対ＭＦ　３段　Ｈ＝３０ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012144 電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　４段　Ｈ＝３０ マウントフレーム １０対ＭＦ　４段　Ｈ＝３０ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012146 電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　５段　Ｈ＝３０ マウントフレーム １０対ＭＦ　５段　Ｈ＝３０ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012148 電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　１０段　Ｈ＝３０ マウントフレーム １０対ＭＦ　１０段　Ｈ＝３０ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012150 電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　１０段　Ｈ＝５０ マウントフレーム １０対ＭＦ　１０段　Ｈ＝５０ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012152 電話交換部品 マウントフレーム １０対ＭＦ　１１段　Ｈ＝５０ マウントフレーム １０対ＭＦ　１１段　Ｈ＝５０ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012154 電話交換部品 マウントフレーム １９インチラック用　１５段　サーフェスタイプ　３Ｕ マウントフレーム １５段　サーフェスタイプ　３Ｕ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012158 電話交換部品 マウントフレーム １９インチラック用　９段　リセスタイプ　２Ｕ マウントフレーム ９段　リセスタイプ　２Ｕ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012160 電話交換部品 マウントフレーム １９インチラック用　１５段　リセスタイプ　３Ｕ マウントフレーム １５段　リセスタイプ　３Ｕ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012162 電話交換部品 ＰＦロット棒 １０段　Ｌ＝３７０ ＰＦロット棒 １０段　Ｌ＝３７０ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012164 電話交換部品 ＰＦロット棒 ２０段　Ｌ＝５５０ ＰＦロット棒 ２０段　Ｌ＝５５０ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012166 電話交換部品 ＰＦロット棒 ３０段　Ｌ＝７３０ ＰＦロット棒 ３０段　Ｌ＝７３０ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012168 電話交換部品 ＰＦロット棒 ５０段　Ｌ＝１２７０ ＰＦロット棒 ５０段　Ｌ＝１２７０ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品
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電話交換部品 4413012170 電話交換部品 ＰＦロット棒 ６０段　Ｌ＝１４５０ ＰＦロット棒 ６０段　Ｌ＝１４５０ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

電話交換部品 4413012172 電話交換部品 ＰＦロット棒 ７０段　Ｌ＝１６９０ ＰＦロット棒 ７０段　Ｌ＝１６９０ 個 999 × ○ 4413 通信用機器交換部品

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180002 アンテナマスト 壁面取付形 ２．０ｍ 鋼製 アンテナマスト 壁面取付形　２．０ｍ　鋼製 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180004 アンテナマスト 壁面取付形 ２．５ｍ 鋼製 アンテナマスト 壁面取付形　２．５ｍ　鋼製 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180006 アンテナマスト 壁面取付形 ３．０ｍ 鋼製 アンテナマスト 壁面取付形　３．０ｍ　鋼製 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180008 アンテナマスト 壁面取付形 ３．５ｍ 鋼製 アンテナマスト 壁面取付形　３．５ｍ　鋼製 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180010 アンテナマスト 壁面取付形 ４．０ｍ 鋼製 アンテナマスト 壁面取付形　４．０ｍ　鋼製 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180012 アンテナマスト 壁面取付形 ２．０ｍ ＳＵＳ アンテナマスト 壁面取付形　２．０ｍ　ＳＵＳ 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180014 アンテナマスト 壁面取付形 ２．５ｍ ＳＵＳ アンテナマスト 壁面取付形　２．５ｍ　ＳＵＳ 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180016 アンテナマスト 壁面取付形 ３．０ｍ ＳＵＳ アンテナマスト 壁面取付形　３．０ｍ　ＳＵＳ 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180018 アンテナマスト 壁面取付形 ３．５ｍ ＳＵＳ アンテナマスト 壁面取付形　３．５ｍ　ＳＵＳ 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180020 アンテナマスト 自立形 ２．０ｍ 鋼製 アンテナマスト 自立形　２．０ｍ　鋼製 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180022 アンテナマスト 自立形 ２．５ｍ 鋼製 アンテナマスト 自立形　２．５ｍ　鋼製 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180024 アンテナマスト 自立形 ３．０ｍ 鋼製 アンテナマスト 自立形　３．０ｍ　鋼製 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180026 アンテナマスト 自立形 ３．５ｍ 鋼製 アンテナマスト 自立形　３．５ｍ　鋼製 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180028 アンテナマスト 自立形 ４．０ｍ 鋼製 アンテナマスト 自立形　４．０ｍ　鋼製 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180030 アンテナマスト 自立形 ２．５ｍ ＳＵＳ アンテナマスト 自立形　２．５ｍ　ＳＵＳ 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180032 アンテナマスト 自立形 ３．０ｍ ＳＵＳ アンテナマスト 自立形　３．０ｍ　ＳＵＳ 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置
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テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180034 アンテナマスト 自立形 ３．５ｍ ＳＵＳ アンテナマスト 自立形　３．５ｍ　ＳＵＳ 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180036 アンテナマスト ＡＮＴ－２（壁面取付形） ６０，７５Φ用 鋼製 アンテナマスト　６０・７５径用 ＡＮＴ－２壁面取付形　鋼製 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180038 アンテナマスト ＡＮＴ－２（壁面取付形） ９０，１００Φ用 鋼製 アンテナマスト９０・１００径用 ＡＮＴ－２壁面取付形　鋼製 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180040 アンテナマスト ＡＮＴ－２（壁面取付形） ６０，７５Φ用 ＳＵＳ製 アンテナマスト　６０・７５径用 ＡＮＴ－２壁面取付形　ＳＵＳ製 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180042 アンテナマスト ＡＮＴ－２（壁面取付形） ９０，１００Φ用 ＳＵＳ製 アンテナマスト９０・１００径用 ＡＮＴ－２壁面取付形　ＳＵＳ製 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180044 アンテナマスト ＡＮＴ－３（自立形） ９０，１００Φ用 鋼製 アンテナマスト９０・１００径用 ＡＮＴ－３　自立形　鋼製 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

テレビ共聴装置（アンテナマスト） 4415180046 アンテナマスト ＡＮＴ－３（自立形） ９０，１００Φ用 ＳＵＳ製 アンテナマスト９０・１００径用 ＡＮＴ－３　自立形　ＳＵＳ製 基 999 × ○ 4415 テレビ共聴装置

住宅用火災警報器【公表価格】 4501251014
住宅用火災警報器 住宅用火災（熱式） 都市ガス・ＣＯ警報器 ＸＷ－７１５Ｋ／ＸＷ－８１５Ｋ 機器寿命５年　ＡＣ
１００Ｖ 警報音：音声 検知対象：都市ガス・火災・ＣＯ（不完全燃焼による一酸化炭素） 新コスモス電機

住宅用火災警報器　熱式 都市ガス　ＸＷ－７１５Ｋ 個 999 × ○ 4501 火災報知装置

住宅用火災警報器【公表価格】 4501251016
住宅用火災警報器 住宅用火災（煙式） 都市ガス・ＣＯ警報器 ＸＷ－７１５Ｓ／ＸＷ－８１５Ｓ 機器寿命５年　ＡＣ
１００Ｖ 警報音：音声 検知対象：都市ガス・火災・ＣＯ（不完全燃焼による一酸化炭素） 新コスモス電機

住宅用火災警報器　煙式 都市ガス　ＸＷ－７１５Ｓ 個 999 × ○ 4501 火災報知装置

住宅用火災警報器【公表価格】 4501251024
住宅用火災警報器［快適環境おしらせ］ 住宅用火災（煙式） 都市ガス・ＣＯ警報器 ＸＷ－７２５Ｓ 機器寿命５年
ＡＣ１００Ｖ 警報音：音声 検知対象：都市ガス・火災・ＣＯ（不完全燃焼による一酸化炭素） 機能：熱中症・乾燥お
しらせ 新コスモス電機

住宅用火災警報器　煙式 都市ガス　ＸＷ－７２５Ｓ 個 999 × ○ 4501 火災報知装置

住宅用火災警報器【公表価格】 4501252010 住宅用火災警報器 煙式 ＹＳＤ－１０ＶＮ 約１０年寿命 警報音：音声 ヤマトプロテック 住宅用火災警報器　煙式 ＹＳＤ－１０ＶＮ 個 999 × ○ 4501 火災報知装置

コンクリートポール 4601038002 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１１ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重３．５ｋＮ ７６０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １１×末口１９　３．５ＫＮ 本 999 × ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601038004 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１４ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重１０ｋＮ １，５９０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １４×末口１９　１０ＫＮ 本 999 × ○ 4601 電柱

コンクリートポール 4601038006 コンクリートポール 電力仕様ポール 長１５ｍ 末口１９ｃｍ ひび割れ試験荷重１０ｋＮ １，７５０ｋｇ／本 電力仕様コンクリートポール １５×末口１９　１０ＫＮ 本 999 × ○ 4601 電柱

避雷針 4611080056 避雷針 支持管 自立型　φ１３９．８まで　９ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）　自立型 径１３９．８まで　Ｌ９ｍ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080058 避雷針 支持管 自立型　φ１３９．８まで　１０ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）　自立型 径１３９．８まで　Ｌ１０ｍ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080060 避雷針 支持管 自立型　４ｍ　ＳＵＳ－３０４ 避雷針支持管（ＳＵＳ）　自立型 Ｌ４ｍ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080062 避雷針 支持管 自立型　６ｍ　ＳＵＳ－３０４ 避雷針支持管（ＳＵＳ）　自立型 Ｌ６ｍ 本 999 × ○ 4611 接地材料

3790 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

避雷針 4611080064 避雷針 支持管 自立型　７ｍ　ＳＵＳ－３０４ 避雷針支持管（ＳＵＳ）　自立型 Ｌ７ｍ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080066 避雷針 支持管 自立型　８ｍ　ＳＵＳ－３０４ 避雷針支持管（ＳＵＳ）　自立型 Ｌ８ｍ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080068 避雷針 支持管 自立型　９ｍ　ＳＵＳ－３０４ 避雷針支持管（ＳＵＳ）　自立型 Ｌ９ｍ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080070 避雷針 支持管 自立型　１０ｍ　ＳＵＳ－３０４ 避雷針支持管（ＳＵＳ）　自立型 Ｌ１０ｍ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080072 避雷針 支持管 側壁型　２．５ｍ　ＳＴＫ 避雷針支持管（ＳＴＫ）　側壁型 Ｌ２．５ｍ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080074 避雷針 支持管 側壁型　６ｍ　ＳＴＫ　ＥＣ－１２１－３　イ 避雷針支持管（ＳＴＫ）　側壁型 Ｌ６ｍ　ＥＣ－１２１－３　イ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080075 避雷針 支持管 側壁型　６ｍ　ＳＴＫ　ＥＣ－１２１－３　ホ 避雷針支持管（ＳＴＫ）　側壁型 Ｌ６ｍ　ＥＣ－１２１－３　ホ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080078 避雷針 支持管 側壁型　７ｍ　ＳＴＫ　ＥＣ－１２１－３　ロ 避雷針支持管（ＳＴＫ）　側壁型 Ｌ７ｍ　ＥＣ－１２１－３　ロ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080079 避雷針 支持管 側壁型　７ｍ　ＳＴＫ　ＥＣ－１２１－３　ヘ 避雷針支持管（ＳＴＫ）　側壁型 Ｌ７ｍ　ＥＣ－１２１－３　ヘ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080082 避雷針 支持管 側壁型　８ｍ　ＳＴＫ　ＥＣ－１２１－３　ハ 避雷針支持管（ＳＴＫ）　側壁型 Ｌ８ｍ　ＥＣ－１２１－３　ハ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080083 避雷針 支持管 側壁型　８ｍ　ＳＴＫ　ＥＣ－１２１－３　ト 避雷針支持管（ＳＴＫ）　側壁型 Ｌ８ｍ　ＥＣ－１２１－３　ト 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080086 避雷針 支持管 側壁型　９ｍ　ＳＴＫ　ＥＣ－１２１－３　ニ 避雷針支持管（ＳＴＫ）　側壁型 Ｌ９ｍ　ＥＣ－１２１－３　ニ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080087 避雷針 支持管 側壁型　９ｍ　ＳＴＫ　ＥＣ－１２１－３　チ 避雷針支持管（ＳＴＫ）　側壁型 Ｌ９ｍ　ＥＣ－１２１－３　チ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080090 避雷針 支持管 側壁型　１０ｍ　ＳＴＫ　ＥＣ－１２１－３　リ 避雷針支持管（ＳＴＫ）　側壁型 Ｌ１０ｍ　ＥＣ－１２１－３　リ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080092 避雷針 支持管 側壁型　８ｍ　ＳＵＳ－３０４ 避雷針支持管（ＳＵＳ）　側壁型 Ｌ８ｍ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080094 避雷針 支持管 側壁型　９ｍ　ＳＵＳ－３０４ 避雷針支持管（ＳＵＳ）　側壁型 Ｌ９ｍ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611080096 避雷針 支持管 側壁型　１０ｍ　ＳＵＳ－３０４ 避雷針支持管（ＳＵＳ）　側壁型 Ｌ１０ｍ 本 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090060 避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁型（３個１組、落下防止底板付）　φ１０１．６ 避雷針支持管取付金物　底板付 鋼管用　側壁型　径１０１．６ 個 999 × ○ 4611 接地材料
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避雷針 4611090062 避雷針 支持管取付金物 鋼管用・側壁型（３個１組、落下防止底板付）　φ１１４．３ 避雷針支持管取付金物　底板付 鋼管用　側壁型　径１１４．３ 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090064 避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁型（３個１組、落下防止底板付）　φ１０１．６ 避雷針支持管取付金物　底板付 ＳＵＳ　側壁型　径１０１．６ 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611090066 避雷針 支持管取付金物 ＳＵＳ管用・側壁型（３個１組、落下防止底板付）　φ１１４．３ 避雷針支持管取付金物　底板付 ＳＵＳ　側壁型　径１１４．３ 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611100020
避雷針 支持管取付台 コンクリート床（基礎）用　支持管　φ１１４．３まで　１００Ａ用　鋼管用　４００×４００
×１９ｔ

避雷針支持管取付台　鋼管 コンクリ床支持管　径１１４．３ 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611100022
避雷針 支持管取付台 コンクリート床（基礎）用　支持管　φ１３９．８まで　１２５Ａ用　鋼管用　４００×４００
×１９ｔ

避雷針支持管取付台　鋼管 コンクリ床支持管　径１３９．８ 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611100024 避雷針 支持管取付台 コンクリート床（基礎）用　支持管　φ５０．８まで　ＳＵＳ管用　４００×４００×９ｔ 避雷針支持管取付台　ＳＵＳ管 コンクリ床支持管　径５０．８ 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611100026
避雷針 支持管取付台 コンクリート床（基礎）用　支持管　φ７６．３まで　６５Ａ用　ＳＵＳ管用　４００×４００
×１６ｔ

避雷針支持管取付台　ＳＵＳ管 コンクリ床支持管　径７６．３ 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611100028
避雷針 支持管取付台 コンクリート床（基礎）用　支持管　φ８９．１まで　８０Ａ用　ＳＵＳ管用　４００×４００
×１６ｔ

避雷針支持管取付台　ＳＵＳ管 コンクリ床支持管　径８９．１ 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611100030
避雷針 支持管取付台 コンクリート床（基礎）用　支持管　φ１０１．６まで　９０Ａ用　ＳＵＳ管用　４００×４０
０×１９ｔ

避雷針支持管取付台　ＳＵＳ管 コンクリ床支持管　径１０１．６ 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611100032
避雷針 支持管取付台 コンクリート床（基礎）用　支持管　φ１１４．３まで　１００Ａ用　ＳＵＳ管用　４００×４
００×１９ｔ

避雷針支持管取付台　ＳＵＳ管 コンクリ床支持管　径１１４．３ 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140068
避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＳＳ１　国土交通省型　ステンレス製　露出型　接地・中継用　Ｈ４００×Ｗ１２０
×Ｄ８０

避雷接地用端子箱　国土交通省型 ＴＢ－ＳＳ１　ＳＵＳ　露出型 面 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140070
避雷針 避雷接地用端子箱 ＴＢ－ＳＦ１　国土交通省型　ステンレス製　埋込型　接地・中継用　Ｈ４００×Ｗ１２０
×Ｄ１００

避雷接地用端子箱　国土交通省型 ＴＢ－ＳＦ１　ＳＵＳ　埋込型 面 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140054 避雷針 中継（接続）用端子箱 都市再生機構仕様　硬質ビニール製　埋込型　３個端子用　ＥＣ－１２１－７Ａ 避雷接地用端子箱　都市再生機構 中継（接続）用埋込型　３個端子 面 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140056 避雷針 中継（接続）用端子箱 都市再生機構仕様　硬質ビニール製　埋込型　４個端子用　ＥＣ－１２１－７Ａ 避雷接地用端子箱　都市再生機構 中継（接続）用埋込型　４個端子 面 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140058 避雷針 中継（接続）用端子箱 都市再生機構仕様　硬質ビニール製　埋込型　５個端子用　ＥＣ－１２１－７Ａ 避雷接地用端子箱　都市再生機構 中継（接続）用埋込型　５個端子 面 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140060 避雷針 中継（接続）用端子箱 都市再生機構仕様　硬質ビニール製　露出型　２個端子用　ＥＣ－１２１－７Ｂ 避雷接地用端子箱　都市再生機構 中継（接続）用露出型　２個端子 面 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140062 避雷針 中継（接続）用端子箱 都市再生機構仕様　硬質ビニール製　露出型　３個端子用　ＥＣ－１２１－７Ｂ 避雷接地用端子箱　都市再生機構 中継（接続）用露出型　３個端子 面 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611140064 避雷針 中継（接続）用端子箱 都市再生機構仕様　硬質ビニール製　露出型　４個端子用　ＥＣ－１２１－７Ｂ 避雷接地用端子箱　都市再生機構 中継（接続）用露出型　４個端子 面 999 × ○ 4611 接地材料
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避雷針 4611140066 避雷針 測定用端子箱 都市再生機構仕様　硬質ビニール製　埋込型　２個端子用　ＥＣ－１２１－７Ｃ 避雷接地用端子箱　都市再生機構 測定用　埋込型　２個端子用 面 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070016 避雷針 避雷導体　アルミ導線 ２．０ｍｍ×１９ 避雷針　避雷導体 アルミ導線　２ｍｍ×１９ ｍ 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070018 避雷針 避雷導体　アルミ導線 ２．０ｍｍ×２５ 避雷針　避雷導体 アルミ導線　２ｍｍ×２５ ｍ 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070020 避雷針 避雷導体　アルミ帯 ｔ４×２５ｍｍ 避雷針　避雷導体 アルミ帯　ｔ４×２５ｍｍ ｍ 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070022 避雷針 避雷導線取付金物　アルミ線用 床用 避雷針　避雷導線取付金物 アルミ線用　床用 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070024 避雷針 避雷導線取付金物　アルミ線用 コンクリート壁　パラペット用 避雷針　避雷導線取付金物 アルミ線用　パラペット用 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070026 避雷針 避雷導線取付金物　アルミ線用 アルミ笠木用　６０ｍｍ２迄 避雷針　避雷導線取付金物 アルミ線用　アルミ笠木用 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070028 避雷針 アルミ帯取付金具 ヨコ（露出アンカー）型 避雷針　アルミ帯取付金具 ヨコ（露出アンカー）型 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070030 避雷針 分岐端子　アルミ帯用 耐食アルミ合金製 避雷針　分岐端子 アルミ帯用　耐食アルミ合金製 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070032 避雷針 接続端子　アルミ帯用 直線（Ｉ）型 避雷針　接続端子 アルミ帯用　直線（Ｉ）型 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070034 避雷針 接続端子　アルミ帯用 Ｔ型 避雷針　接続端子 アルミ帯用　Ｔ型 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070036 避雷針 接続端子　アルミ帯用 十字型 避雷針　接続端子 アルミ帯用　十字型 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070038 避雷針 接続端子　アルミ帯用 伸縮型 避雷針　接続端子 アルミ帯用　伸縮型 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070040 避雷針 接続端子　アルミ導線用 直線（Ｉ）型 避雷針　接続端子 アルミ導線用　直線（Ｉ）型 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070042 避雷針 接続端子　アルミ導線用 Ｔ型　アルミ板付 避雷針　接続端子 アルミ導線用　Ｔ型 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070044 避雷針 接続端子　アルミ導線用 十字型　アルミ板付 避雷針　接続端子 アルミ導線用　十字型 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070046 避雷針 接続端子　アルミ帯用 水切型　ツバ付　６０ｍｍ２ 避雷針　接続端子 アルミ線用　水切型　ツバ付 個 999 × ○ 4611 接地材料

避雷針 4611070048 避雷針 接続端子　アルミ製 笠木間接続金物　ｔ３×２５（３０）ｍｍ　Ｌ＝４００ｍｍ程度 避雷針　接続端子 アルミ製　笠木間接続金物 個 999 × ○ 4611 接地材料
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避雷針 4611070050 避雷針 接続端子　アルミ帯用 アルミ半田　片側　アルミ笠木 避雷針　接続端子 アルミ線用　アルミ半田　片側 個 999 × ○ 4611 接地材料

太陽光発電システム【公表価格】 6954011038
ＨＩＴ太陽電池 モジュール ＶＢＨＮ２５０ＳＪ３３ 屋根置き型 ２５０Ｗ 幅１，５８０ｍｍ×奥行８１２ｍｍ×高３
５ｍｍ 変換効率：１９．５％ パナソニック

ＨＩＴ太陽電池　モジュール ＶＢＨＮ２５０ＳＪ３３ 枚 999 × ○ 6954 発電システム

太陽光発電システム【公表価格】 6954011040
ＨＩＴ太陽電池 モジュール ＶＢＨＮ２５５ＷＪ０１ 屋根置き型 ２５５Ｗ 幅１，５８０ｍｍ×奥行８１２ｍｍ×高３
５ｍｍ 変換効率：１９．９％ パナソニック

ＨＩＴ太陽電池　モジュール ＶＢＨＮ２５５ＷＪ０１ 枚 999 × ○ 6954 発電システム

太陽光発電システム【公表価格】 6954011024
ＨＩＴ太陽電池 モジュール ＶＢＨＮ２５２ＷＪ０１ 屋根置き型 ２５２Ｗ 幅１，５８０ｍｍ×奥行８１２ｍｍ×高３
５ｍｍ 変換効率：１９．６％ パナソニック

ＨＩＴ太陽電池　モジュール ＶＢＨＮ２５２ＷＪ０１ 枚 999 × ○ 6954 発電システム

太陽光発電システム【公表価格】 6954011042
ＨＩＴ太陽電池 パワーコンディショナ ＶＢＰＣ２３０ＮＣ２ 屋内用 ３．０ｋＷ 変換効率：９６．５％ パナソニッ
ク

ＨＩＴ太陽電池　パワコン ＶＢＰＣ２３０ＮＣ２ 台 999 × ○ 6954 発電システム

太陽光発電システム【公表価格】 6954011044
ＨＩＴ太陽電池 パワーコンディショナ ＶＢＰＣ２４０ＮＣ２ 屋内用 ４．０ｋＷ 変換効率：９６．５％ パナソニッ
ク

ＨＩＴ太陽電池　パワコン ＶＢＰＣ２４０ＮＣ２ 台 999 × ○ 6954 発電システム

太陽光発電システム【公表価格】 6954011046
ＨＩＴ太陽電池 パワーコンディショナ ＶＢＰＣ２５５ＮＣ２ 屋内用 ５．５ｋＷ 変換効率：９６．５％ パナソニッ
ク

ＨＩＴ太陽電池　パワコン ＶＢＰＣ２５５ＮＣ２ 台 999 × ○ 6954 発電システム

太陽光発電システム【公表価格】 6954011048
ＨＩＴ太陽電池 接続箱　スタンダードタイプ ＶＢＳＳＫ３Ｍ 屋内用または屋側用 ＤＣ４５０Ｖ ３回路 パナソニッ
ク

ＨＩＴ太陽電池　接続箱 ＶＢＳＳＫ３Ｍ 個 999 × ○ 6954 発電システム

太陽光発電システム【公表価格】 6954011050
ＨＩＴ太陽電池 接続箱　スタンダードタイプ ＶＢＳＳＫ４Ｍ 屋内用または屋側用 ＤＣ４５０Ｖ ４回路 パナソニッ
ク

ＨＩＴ太陽電池　接続箱 ＶＢＳＳＫ４Ｍ 個 999 × ○ 6954 発電システム

太陽光発電システム【公表価格】 6954011052
ＨＩＴ太陽電池 接続箱　スタンダードタイプ ＶＢＳＮＫ６Ｍ 屋内用または屋側用 ＤＣ４５０Ｖ ６回路 パナソニッ
ク

ＨＩＴ太陽電池　接続箱 ＶＢＳＮＫ６Ｍ 個 999 × ○ 6954 発電システム

太陽光発電システム【公表価格】 6954011054 ＨＩＴ太陽電池 太陽光モニタ ＶＢＰＭ２７６Ｃ パナソニック ＨＩＴ太陽電池　太陽光モニタ ＶＢＰＭ２７６Ｃ 台 999 × ○ 6954 発電システム

太陽光発電システム【公表価格】 6954013076
太陽光発電システム モジュール ＮＱ－２１０ＡＤ 屋根置き型 ２１０Ｗ 幅１１６５ｍｍ×奥行９９０ｍｍ×高４６ｍ
ｍ 変換効率：１８．２％ 寄棟 シャープ

太陽光発電システム　モジュール ＮＱ－２１０ＡＤ 枚 999 × ○ 6954 発電システム

太陽光発電システム【公表価格】 6954013078
太陽光発電システム モジュール ＮＱ－１４８ＡＤ 屋根置き型 １４８Ｗ 幅８５６ｍｍ×奥行９９０ｍｍ×高４６ｍｍ
変換効率：１７．５％ 寄棟 シャープ

太陽光発電システム　モジュール ＮＱ－１４８ＡＤ 枚 999 × ○ 6954 発電システム

太陽光発電システム【公表価格】 6954013080
太陽光発電システム モジュール ＮＱ－０９５ＬＤ 屋根置き型 ９５Ｗ 幅１０９２ｍｍ×奥行９９０ｍｍ×高４６ｍｍ
変換効率：１３．１％ 寄棟コーナーモジュール シャープ

太陽光発電システム　モジュール ＮＱ－０９５ＬＤ 枚 999 × ○ 6954 発電システム

太陽光発電システム【公表価格】 6954013082
太陽光発電システム モジュール ＮＱ－０９５ＲＤ 屋根置き型 ９５Ｗ 幅１０９２ｍｍ×奥行９９０ｍｍ×高４６ｍｍ
変換効率：１３．１％ 寄棟コーナーモジュール シャープ

太陽光発電システム　モジュール ＮＱ－０９５ＲＤ 枚 999 × ○ 6954 発電システム

太陽光発電システム【公表価格】 6954013084
太陽光発電システム パワーコンディショナ ＪＨ－４０ＦＢ２ 屋外・屋内兼用 定格出力：４．０ｋＷ ２回路 変換効
率：９５．０％ 接続箱機能：有 シャープ

太陽光発電システム　パワコン ＪＨ－４０ＦＢ２ 台 999 × ○ 6954 発電システム

太陽光発電システム【公表価格】 6954013086
太陽光発電システム パワーコンディショナ ＪＨ－４０ＦＤ２Ｐ 屋外・屋内兼用 定格出力：４．０ｋＷ ２回路 変換
効率：９５．０％ 接続箱機能：有 シャープ

太陽光発電システム　パワコン ＪＨ－４０ＦＤ２Ｐ 台 999 × ○ 6954 発電システム

太陽光発電システム【公表価格】 6954013088
太陽光発電システム パワーコンディショナ ＪＨ－４５ＦＤ３Ｐ 屋外・屋内兼用 定格出力：４．５ｋＷ ３回路 変換
効率：９５．０％ 接続箱機能：有 シャープ

太陽光発電システム　パワコン ＪＨ－４５ＦＤ３Ｐ 台 999 × ○ 6954 発電システム
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太陽光発電システム【公表価格】 6954013090 太陽光発電システム カラー電力モニタ ＪＨ－ＲＷＬ２Ａ シャープ 太陽光発電システム　カラー電力 ＪＨ－ＲＷＬ２Ａ 台 999 × ○ 6954 発電システム

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001022002
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径１５Ａ １．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４
２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ無　１５Ａ　定尺４ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001022004
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径２０Ａ １．６８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４
２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ無　２０Ａ　定尺４ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001022006
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径２５Ａ ２．４３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４
２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ無　２５Ａ　定尺４ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001022008
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径３２Ａ ３．３８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４
２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ無　３２Ａ　定尺４ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001022010
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径４０Ａ ３．８９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４
２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ無　４０Ａ　定尺４ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001022012
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径５０Ａ ５．３１ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４
２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ無　５０Ａ　定尺４ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001022014
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径６５Ａ ７．４７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４
２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ無　６５Ａ　定尺４ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001022016
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径８０Ａ ８．７９ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４４
２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ無　８０Ａ　定尺４ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水配管用亜鉛めっき鋼管 5001022018
水配管用亜鉛めっき鋼管 ねじ無し管（ＳＧＰＷ） 呼び径１００Ａ １２．２ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３４
４２

水配管用亜鉛めっき鋼管ＳＧＰＷ ねじ無　１００Ａ　定尺４ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001085002
耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ付き管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径１２５Ａ １５．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 白ねじ付　１２５Ａ定尺５．５ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001085004
耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ付き管（ＳＧＰ－ＭＮ） 呼び径１５０Ａ １９．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本 ＪＩＳ　Ｇ　３
４５２

耐溝状腐食電縫鋼管ＳＧＰ－ＭＮ 白ねじ付　１５０Ａ定尺５．５ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001086002
耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ付き）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径１２５Ａ １５．０ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本
ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

水配管用鋼管ＳＧＰＷ－ＭＮ ねじ付　１２５Ａ定尺５．５ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

耐溝状腐食電縫鋼管 5001086004
耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管（ねじ付き）（ＳＧＰＷ－ＭＮ） 呼び径１５０Ａ １９．８ｋｇ／ｍ ５．５ｍ／本
ＪＩＳ　Ｇ　３４５２

水配管用鋼管ＳＧＰＷ－ＭＮ ねじ付　１５０Ａ定尺５．５ｍ 本 999 × ○ 5001 鋼管（配管用）

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003014620
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径１２５Ａ １７．４ｋｇ／
ｍ ４．０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ　１２５Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003014622
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ（硬質塩化ビニル被覆ねじ無し） 呼び径１５０Ａ ２３．３ｋｇ／
ｍ ４．０ｍ／本

水道用硬質塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＶＤ　１５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121020 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３５０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ３５０Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121022 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121024 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径６５Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　６５Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121026 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径８０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　８０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121028 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１００Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　１００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121030 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１２５Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　１２５Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121032 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　１５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121034 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２００Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　２００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121036 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　２５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121038 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３００Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　３００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121040 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　３５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121042 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121044 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径６５Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　６５Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121046 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径８０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　８０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121048 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１００Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　１００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121050 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１２５Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　１２５Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121052 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　１５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121054 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２００Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　２００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121056 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　２５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121058 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３００Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　３００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121060 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　３５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121062 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121064 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径６５Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　６５Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121066 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径８０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　８０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121068 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１００Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　１００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121070 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１２５Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　１２５Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121072 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　１５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121074 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２００Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　２００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121076 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　２５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121078 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３００Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　３００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121080 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　３５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121082 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121084 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径６５Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　６５Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121086 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径８０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　８０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121088 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１００Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　１００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121090 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１２５Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　１２５Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121092 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　１５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121094 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２００Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　２００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121096 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　２５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121098 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３００Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　３００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003121100 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＡ　３５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122020 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ３５０Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122022 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122024 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　６５Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122026 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　８０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122028 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　１００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122030 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　１２５Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122032 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　１５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122034 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　２００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122036 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　２５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122038 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　３００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122040 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　３５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122042 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122044 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　６５Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122046 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　８０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122048 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　１００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122050 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　１２５Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122052 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　１５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122054 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　２００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122056 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　２５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122058 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　３００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122060 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　３５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122062 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122064 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　６５Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122066 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　８０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122068 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　１００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122070 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　１２５Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122072 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　１５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122074 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　２００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122076 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　２５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122078 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　３００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122080 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　３５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122082 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122084 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　６５Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122086 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　８０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122088 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　１００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122090 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　１２５Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122092 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　１５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122094 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　２００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122096 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　２５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122098 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　３００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003122100 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＢ　３５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123002
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径５０Ａ ５．５ｍ
／本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　５０Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123004
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径６５Ａ ５．５ｍ
／本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　６５Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123006
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径８０Ａ ５．５ｍ
／本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　８０Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123008
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１００Ａ ５．５
ｍ／本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ１００Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123010
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１２５Ａ ５．５
ｍ／本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ１２５Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123012
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１５０Ａ ５．５
ｍ／本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ１５０Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123014
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径２００Ａ ５．５
ｍ／本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ２００Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123016 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123018 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径６５Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　６５Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123020 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径８０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　８０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

3800 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123022
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１００Ａ ４ｍ／
本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　１００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123024
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１２５Ａ ４ｍ／
本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　１２５Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123026
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１５０Ａ ４ｍ／
本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　１５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123028
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径２００Ａ ４ｍ／
本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　２００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123030 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123032 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径６５Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　６５Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123034 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径８０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　８０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123036
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１００Ａ ３ｍ／
本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　１００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123038
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１２５Ａ ３ｍ／
本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　１２５Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123040
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１５０Ａ ３ｍ／
本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　１５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123042
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径２００Ａ ３ｍ／
本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　２００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123044 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123046 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径６５Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　６５Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123048 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径８０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　８０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123050
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１００Ａ ２ｍ／
本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　１００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123052
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１２５Ａ ２ｍ／
本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　１２５Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123054
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１５０Ａ ２ｍ／
本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　１５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123056
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径２００Ａ ２ｍ／
本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　２００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123058 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123060 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径６５Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　６５Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123062 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径８０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　８０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123064
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１００Ａ １ｍ／
本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　１００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123066
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１２５Ａ １ｍ／
本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　１２５Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123068
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径１５０Ａ １ｍ／
本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　１５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 5003123070
フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ（外面：硬質塩化ビニル樹脂被覆） 呼び径２００Ａ １ｍ／
本

Ｆ付水道用塩ビライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＶＤ　２００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070022 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径６５Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　６５Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070024 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径８０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　８０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070026 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１００Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　１００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070028 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１２５Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　１２５Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070030 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　１５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070032 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２００Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　２００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070034 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　２５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070036 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３００Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　３００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070038 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　３５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070040 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４００Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　４００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070042 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　４５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070044 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径５００Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　５００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070046 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径６５Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　６５Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070048 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径８０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　８０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070050 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１００Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　１００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070052 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１２５Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　１２５Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070054 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　１５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070056 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２００Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　２００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070058 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　２５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070060 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３００Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　３００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070062 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　３５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070064 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４００Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　４００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070066 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　４５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070068 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径５００Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　５００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070070 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径６５Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　６５Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070072 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径８０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　８０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070074 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１００Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　１００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070076 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１２５Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　１２５Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070078 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　１５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070080 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２００Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　２００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070082 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　２５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070084 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３００Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　３００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070086 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　３５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070088 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４００Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　４００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070090 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　４５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070092 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径５００Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　５００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070094 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径６５Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　６５Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070096 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径８０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　８０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070098 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１００Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　１００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070100 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１２５Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　１２５Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070102 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径１５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　１５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070104 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２００Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　２００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070106 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径２５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　２５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070108 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３００Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　３００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070110 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径３５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　３５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070112 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４００Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　４００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070114 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径４５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　４５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003070116 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ（外面：一次防せい塗装） 呼び径５００Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＡ　５００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072022 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　６５Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072024 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　８０Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072002 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ１００Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072004 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ１２５Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072006 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ１５０Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072008 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ２００Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072010 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ２５０Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072012 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ３００Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072014 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ３５０Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072016 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４００Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ４００Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072018 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４５０Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ４５０Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072020 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５００Ａ ５．５ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ５００Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072026 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　６５Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072028 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　８０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072030 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　１００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072032 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　１２５Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072034 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　１５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072036 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　２００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072038 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　２５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072040 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　３００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072042 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　３５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072044 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４００Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　４００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072046 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４５０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　４５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072048 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５００Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　５００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072050 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　６５Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072052 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　８０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072054 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　１００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072056 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　１２５Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072058 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　１５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072060 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　２００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072062 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　２５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072064 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　３００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072066 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　３５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072068 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４００Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　４００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072070 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４５０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　４５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072072 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５００Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　５００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072074 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　６５Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072076 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　８０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072078 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　１００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072080 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　１２５Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072082 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　１５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072084 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　２００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072086 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　２５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072088 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　３００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072090 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　３５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072092 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４００Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　４００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072094 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４５０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　４５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072096 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５００Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　５００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072098 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径６５Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　６５Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072100 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径８０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　８０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072102 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１００Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　１００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072104 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１２５Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　１２５Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072106 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径１５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　１５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072108 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２００Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　２００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072110 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径２５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　２５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072112 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３００Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　３００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072114 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径３５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　３５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072116 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４００Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　４００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072118 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径４５０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　４５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003072120 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ（外面：亜鉛めっき） 呼び径５００Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＢ　５００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074022
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径６５Ａ ５．５ｍ
／本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ　６５Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074024
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径８０Ａ ５．５ｍ
／本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ　８０Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074002
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１００Ａ ５．５
ｍ／本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ１００Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074004
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１２５Ａ ５．５
ｍ／本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ１２５Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074006
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１５０Ａ ５．５
ｍ／本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ１５０Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074008
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２００Ａ ５．５
ｍ／本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ２００Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074010
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２５０Ａ ５．５
ｍ／本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ２５０Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074012
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３００Ａ ５．５
ｍ／本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ３００Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074014
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３５０Ａ ５．５
ｍ／本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ３５０Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074016
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４００Ａ ５．５
ｍ／本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ４００Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074018
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４５０Ａ ５．５
ｍ／本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ４５０Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074020
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径５００Ａ ５．５
ｍ／本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ５００Ａ５．５ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074026 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径６５Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ　６５Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074028 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径８０Ａ ４ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ　８０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074030
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１００Ａ ４ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ１００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074032
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１２５Ａ ４ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ１２５Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074034
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１５０Ａ ４ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ１５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074036
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２００Ａ ４ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ２００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074038
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２５０Ａ ４ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ２５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074040
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３００Ａ ４ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ３００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074042
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３５０Ａ ４ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ３５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074044
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４００Ａ ４ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ４００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074046
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４５０Ａ ４ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ４５０Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074048
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径５００Ａ ４ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ５００Ａ　４ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074050 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径６５Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ　６５Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074052 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径８０Ａ ３ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ　８０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074054
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１００Ａ ３ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ１００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074056
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１２５Ａ ３ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ１２５Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074058
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１５０Ａ ３ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ１５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074060
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２００Ａ ３ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ２００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074062
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２５０Ａ ３ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ２５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074064
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３００Ａ ３ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ３００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074066
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３５０Ａ ３ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ３５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074068
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４００Ａ ３ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ４００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074070
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４５０Ａ ３ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ４５０Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074072
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径５００Ａ ３ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ５００Ａ　３ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074074 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径６５Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ　６５Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074076 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径８０Ａ ２ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ　８０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074078
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１００Ａ ２ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ１００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074080
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１２５Ａ ２ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ１２５Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074082
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１５０Ａ ２ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ１５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074084
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２００Ａ ２ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ２００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074086
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２５０Ａ ２ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ２５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074088
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３００Ａ ２ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ３００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074090
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３５０Ａ ２ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ３５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074092
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４００Ａ ２ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ４００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074094
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４５０Ａ ２ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ４５０Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管
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水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074096
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径５００Ａ ２ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ５００Ａ　２ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074098 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径６５Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ　６５Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074100 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径８０Ａ １ｍ／本 Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ　８０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074102
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１００Ａ １ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ１００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074104
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１２５Ａ １ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ１２５Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074106
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径１５０Ａ １ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ１５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074108
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２００Ａ １ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ２００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074110
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径２５０Ａ １ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ２５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074112
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３００Ａ １ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ３００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074114
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径３５０Ａ １ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ３５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074116
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４００Ａ １ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ４００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074118
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径４５０Ａ １ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ４５０Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 5003074120
フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ（外面：ポリエチレン外面被覆） 呼び径５００Ａ １ｍ／
本

Ｆ付水道用ポリ粉ライニング鋼管 ＳＧＰ－ＦＰＤ５００Ａ　１ｍ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003102010 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径２５Ａ ２．５８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ　２５Ａ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003102012 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径３２Ａ ３．４８ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ　３２Ａ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003102014 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径４０Ａ ４．１０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ　４０Ａ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003102002 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径５０Ａ ５．４５ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ　５０Ａ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003102004 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径６５Ａ ９．１３ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ　６５Ａ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管
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消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003102006 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径８０Ａ １１．４ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ　８０Ａ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003102008 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径１００Ａ １６．０ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ　１００Ａ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003102016 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径１２５Ａ ２１．７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ　１２５Ａ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 5003102018 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ 呼び径１５０Ａ ２７．７ｋｇ／ｍ ４．０ｍ／本 消火用硬質塩ビ外面被覆鋼管 ＳＴＰＧ－３７０ＶＳ　１５０Ａ 本 999 × ○ 5003 ライニング鋼管

樹脂被覆鋼管・継手 5013130062 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０°エルボ ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ９０度エルボ　６５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130064 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ９０°エルボ ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ９０度エルボ　８０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130066 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５°エルボ ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ４５度エルボ　６５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130068 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５°エルボ ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ４５度エルボ　８０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130070 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５°エルボ １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ４５度エルボ　１００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130072 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５°エルボ １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ４５度エルボ　１２５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130074 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５°エルボ １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ４５度エルボ　１５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130076 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５°エルボ ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ４５度エルボ　２００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130078 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５°エルボ ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ４５度エルボ　２５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130080 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５°エルボ ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ４５度エルボ　３００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130082 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５°エルボ ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ４５度エルボ　３５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130084 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５°エルボ ４００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ４５度エルボ　４００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130086 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５°エルボ ４５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ４５度エルボ　４５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130088 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 ４５°エルボ ５００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ ４５度エルボ　５００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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樹脂被覆鋼管・継手 5013130090 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ チーズ　６５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130092 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 チーズ ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ チーズ　８０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130094 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ レジューサー　６５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130096 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＡ）継手 レジューサー ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＡ レジューサー　８０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130502 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０°エルボ ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ９０度エルボ　６５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130504 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０°エルボ ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ９０度エルボ　８０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130506 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０°エルボ １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ９０度エルボ　１００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130508 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０°エルボ １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ９０度エルボ　１２５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130510 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０°エルボ １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ９０度エルボ　１５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130512 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０°エルボ ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ９０度エルボ　２００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130514 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０°エルボ ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ９０度エルボ　２５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130516 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０°エルボ ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ９０度エルボ　３００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130518 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０°エルボ ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ９０度エルボ　３５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130520 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０°エルボ ４００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ９０度エルボ　４００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130522 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０°エルボ ４５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ９０度エルボ　４５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130524 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ９０°エルボ ５００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ９０度エルボ　５００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130526 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５°エルボ ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ４５度エルボ　６５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130528 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５°エルボ ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ４５度エルボ　８０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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樹脂被覆鋼管・継手 5013130530 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５°エルボ １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ４５度エルボ　１００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130532 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５°エルボ １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ４５度エルボ　１２５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130534 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５°エルボ １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ４５度エルボ　１５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130536 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５°エルボ ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ４５度エルボ　２００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130538 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５°エルボ ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ４５度エルボ　２５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130540 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５°エルボ ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ４５度エルボ　３００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130542 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５°エルボ ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ４５度エルボ　３５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130544 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５°エルボ ４００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ４５度エルボ　４００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130546 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５°エルボ ４５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ４５度エルボ　４５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130548 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 ４５°エルボ ５００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ ４５度エルボ　５００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130550 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ チーズ　６５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130552 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ チーズ　８０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130554 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ チーズ　１００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130556 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ チーズ　１２５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130558 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ チーズ　１５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130560 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ チーズ　２００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130562 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ チーズ　２５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130564 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ チーズ　３００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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樹脂被覆鋼管・継手 5013130566 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ チーズ　３５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130568 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ４００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ チーズ　４００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130570 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ４５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ チーズ　４５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130572 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 チーズ ５００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ チーズ　５００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130574 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ レジューサー　６５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130576 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ レジューサー　８０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130578 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ レジューサー　１００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130580 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ レジューサー　１２５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130582 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ レジューサー　１５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130584 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ レジューサー　２００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130586 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ レジューサー　２５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130588 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ レジューサー　３００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130590 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ レジューサー　３５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130592 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ４００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ レジューサー　４００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130594 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ４５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ レジューサー　４５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013130596 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＢ）継手 レジューサー ５００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＢ レジューサー　５００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133002 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０°エルボ ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ９０度エルボ　６５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133004 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０°エルボ ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ９０度エルボ　８０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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樹脂被覆鋼管・継手 5013133006 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０°エルボ １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ９０度エルボ　１００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133008 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０°エルボ １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ９０度エルボ　１２５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133010 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０°エルボ １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ９０度エルボ　１５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133012 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０°エルボ ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ９０度エルボ　２００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133014 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０°エルボ ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ９０度エルボ　２５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133016 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０°エルボ ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ９０度エルボ　３００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133018 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０°エルボ ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ９０度エルボ　３５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133020 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０°エルボ ４００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ９０度エルボ　４００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133022 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０°エルボ ４５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ９０度エルボ　４５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133024 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ９０°エルボ ５００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ９０度エルボ　５００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133026 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５°エルボ ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ４５度エルボ　６５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133028 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５°エルボ ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ４５度エルボ　８０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133030 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５°エルボ １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ４５度エルボ　１００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133032 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５°エルボ １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ４５度エルボ　１２５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133034 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５°エルボ １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ４５度エルボ　１５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133036 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５°エルボ ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ４５度エルボ　２００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133038 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５°エルボ ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ４５度エルボ　２５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133040 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５°エルボ ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ４５度エルボ　３００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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樹脂被覆鋼管・継手 5013133042 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５°エルボ ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ４５度エルボ　３５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133044 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５°エルボ ４００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ４５度エルボ　４００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133046 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５°エルボ ４５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ４５度エルボ　４５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133048 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 ４５°エルボ ５００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ ４５度エルボ　５００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133050 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ チーズ　６５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133052 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ チーズ　８０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133054 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ チーズ　１００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133056 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ チーズ　１２５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133058 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ チーズ　１５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133060 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ チーズ　２００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133062 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ チーズ　２５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133064 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ チーズ　３００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133066 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ チーズ　３５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133068 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ４００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ チーズ　４００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133070 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ４５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ チーズ　４５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133072 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 チーズ ５００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ チーズ　５００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133074 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ レジューサー　６５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133076 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ レジューサー　８０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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樹脂被覆鋼管・継手 5013133078 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ レジューサー　１００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133080 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ レジューサー　１２５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133082 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ レジューサー　１５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133084 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ レジューサー　２００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133086 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ レジューサー　２５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133088 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ レジューサー　３００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133090 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ レジューサー　３５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133092 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ４００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ レジューサー　４００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133094 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ４５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ レジューサー　４５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013133096 フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＦＰＤ）継手 レジューサー ５００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＰＤ レジューサー　５００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350002 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０°ロングエルボ ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ９０度ロングエルボ６５Ａ　Ｆ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350004 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０°ロングエルボ ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ９０度ロングエルボ８０Ａ　Ｆ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350006 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０°ロングエルボ １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ９０度ロングエルボ１００ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350008 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０°ロングエルボ １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ９０度ロングエルボ１２５ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350010 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０°ロングエルボ １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ９０度ロングエルボ１５０ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350012 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０°ロングエルボ ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ９０度ロングエルボ２００ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350014 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０°ロングエルボ ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ９０度ロングエルボ２５０ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350016 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０°ロングエルボ ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ９０度ロングエルボ３００ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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樹脂被覆鋼管・継手 5013350018 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ９０°ロングエルボ ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ９０度ロングエルボ３５０ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350020 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５°ロングエルボ ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ４５度ロングエルボ６５Ａ　Ｆ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350022 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５°ロングエルボ ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ４５度ロングエルボ８０Ａ　Ｆ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350024 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５°ロングエルボ １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ４５度ロングエルボ１００ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350026 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５°ロングエルボ １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ４５度ロングエルボ１２５ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350028 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５°ロングエルボ １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ４５度ロングエルボ１５０ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350030 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５°ロングエルボ ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ４５度ロングエルボ２００ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350032 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５°ロングエルボ ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ４５度ロングエルボ２５０ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350034 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５°ロングエルボ ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ４５度ロングエルボ３００ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350036 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 ４５°ロングエルボ ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ ４５度ロングエルボ３５０ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350038 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ チーズ　６５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350040 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ チーズ　８０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350042 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ チーズ　１００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350044 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ チーズ　１２５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350046 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ チーズ　１５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350048 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ チーズ　２００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350050 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ チーズ　２５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350052 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ チーズ　３００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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樹脂被覆鋼管・継手 5013350054 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 チーズ ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ チーズ　３５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350056 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ レジューサー　６５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350058 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ レジューサー　８０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350060 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ レジューサー　１００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350062 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ レジューサー　１２５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350064 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ レジューサー　１５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350066 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ レジューサー　２００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350068 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ レジューサー　２５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350070 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ レジューサー　３００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350072 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＡ）継手 レジューサー ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＡ レジューサー　３５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350502 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０°ロングエルボ ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ９０度ロングエルボ６５Ａ　Ｆ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350504 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０°ロングエルボ ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ９０度ロングエルボ８０Ａ　Ｆ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350506 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０°ロングエルボ １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ９０度ロングエルボ１００ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350508 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０°ロングエルボ １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ９０度ロングエルボ１２５ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350510 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０°ロングエルボ １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ９０度ロングエルボ１５０ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350512 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０°ロングエルボ ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ９０度ロングエルボ２００ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350514 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０°ロングエルボ ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ９０度ロングエルボ２５０ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350516 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０°ロングエルボ ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ９０度ロングエルボ３００ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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樹脂被覆鋼管・継手 5013350518 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ９０°ロングエルボ ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ９０度ロングエルボ３５０ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350520 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５°ロングエルボ ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ４５度ロングエルボ６５Ａ　Ｆ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350522 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５°ロングエルボ ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ４５度ロングエルボ８０Ａ　Ｆ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350524 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５°ロングエルボ １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ４５度ロングエルボ１００ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350526 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５°ロングエルボ １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ４５度ロングエルボ１２５ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350528 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５°ロングエルボ １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ４５度ロングエルボ１５０ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350530 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５°ロングエルボ ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ４５度ロングエルボ２００ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350532 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５°ロングエルボ ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ４５度ロングエルボ２５０ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350534 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５°ロングエルボ ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ４５度ロングエルボ３００ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350536 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 ４５°ロングエルボ ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ ４５度ロングエルボ３５０ＡＦ付 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350538 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ チーズ　６５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350540 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ チーズ　８０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350542 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ チーズ　１００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350544 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ チーズ　１２５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350546 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ チーズ　１５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350548 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ チーズ　２００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350550 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ チーズ　２５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350552 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ チーズ　３００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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樹脂被覆鋼管・継手 5013350554 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 チーズ ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ チーズ　３５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350556 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー ６５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ レジューサー　６５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350558 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー ８０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ レジューサー　８０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350560 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー １００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ レジューサー　１００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350562 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー １２５Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ レジューサー　１２５Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350564 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー １５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ レジューサー　１５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350566 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー ２００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ レジューサー　２００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350568 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー ２５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ レジューサー　２５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350570 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー ３００Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ レジューサー　３００Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

樹脂被覆鋼管・継手 5013350572 フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＦＶＢ）継手 レジューサー ３５０Ａ ライニング鋼管継手　ＦＶＢ レジューサー　３５０Ａ　Ｆ付き 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

フランジ（ステンレス） 5015011112
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径１５Ａ　１／２Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011114
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径２０Ａ　３／４Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011116
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ
Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径２５Ａ　１Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011102
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４
Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径３２Ａ　１　１／４Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011104
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２
Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径４０Ａ　１　１／２Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011106
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ
Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径５０Ａ　２Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011118
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２
Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径６５Ａ　２　１／２Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011108
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ
Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径８０Ａ　３Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ
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フランジ（ステンレス） 5015011110
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径１００Ａ　４Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011120
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径１２５Ａ　５Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011122
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径１５０Ａ　６Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011124
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径２００Ａ　８Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011126
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径２５０Ａ　１０Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011128
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径３００Ａ　１２Ｂ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径３００Ａ　１２Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011130
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径３５０Ａ　１４Ｂ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径３５０Ａ　１４Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011132
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径４００Ａ　１６Ｂ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径４００Ａ　１６Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011134
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径４５０Ａ　１８Ｂ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径４５０Ａ　１８Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011136
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（５Ｋ） 呼び径５００Ａ　２０Ｂ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ ５Ｋ　径５００Ａ　２０Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011512
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ
ＪＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径１５Ａ　１／２Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011514
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ
ＪＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径２０Ａ　３／４Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011516
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径２５Ａ　１Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011502
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／
４Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径３２Ａ　１　１／４Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011504
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／
２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径４０Ａ　１　１／２Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011506
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径５０Ａ　２Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011518
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／
２Ｂ ＪＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径６５Ａ　２　１／２Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011508
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径８０Ａ　３Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ
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フランジ（ステンレス） 5015011510
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径１００Ａ　４Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011520
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径１２５Ａ　５Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011522
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径１５０Ａ　６Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011524
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ Ｊ
ＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径２００Ａ　８Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011526
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ
ＪＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径２５０Ａ　１０Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011528
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径３００Ａ　１２Ｂ
ＪＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径３００Ａ　１２Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011530
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径３５０Ａ　１４Ｂ
ＪＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径３５０Ａ　１４Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011532
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径４００Ａ　１６Ｂ
ＪＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径４００Ａ　１６Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011534
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径４５０Ａ　１８Ｂ
ＪＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径４５０Ａ　１８Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

フランジ（ステンレス） 5015011536
鋼製溶接式管フランジ（ステンレス） 差込み溶接式板フランジ（ＳＵＳ３０４）（１０Ｋ） 呼び径５００Ａ　２０Ｂ
ＪＩＳ　Ｂ　２２２０

鋼製差込溶接式板フランジＳＵＳ １０Ｋ　径５００Ａ　２０Ｂ 個 999 × ○ 5015 フランジ

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013230520 水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ 水道ねじ込管端防食　エルボ ５Ｂ　１２５Ａ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013230522 水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ（Ｌ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ 水道ねじ込管端防食　エルボ ６Ｂ　１５０Ａ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231520 水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ 水道ねじ込管端防食　チーズ ５Ｂ　１２５Ａ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013231522 水道用ねじ込み式管端防食管継手 チーズ（Ｔ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ 水道ねじ込管端防食　チーズ ６Ｂ　１５０Ａ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232020 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ 水道ねじ込管端防食　ソケット ５Ｂ　１２５Ａ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232022 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット（Ｓ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ 水道ねじ込管端防食　ソケット ６Ｂ　１５０Ａ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232520 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ 水道ねじ込管端防食　ニップル ５Ｂ　１２５Ａ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013232522 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル（Ｎｉ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ 水道ねじ込管端防食　ニップル ６Ｂ　１５０Ａ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233020 水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径５Ｂ　１２５Ａ 水道ねじ込管端防食　プラグ ５Ｂ　１２５Ａ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

水道用ねじ込み式管端防食管継手 5013233022 水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ（Ｐ） 呼び径６Ｂ　１５０Ａ 水道ねじ込管端防食　プラグ ６Ｂ　１５０Ａ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築用銅管 5009024002 保温付被覆銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径１／２（１５） 外径１５．８８ｍｍ 保温付被覆銅管　Ｍ型 呼径１／２Ｂ　１５Ａ　４ｍ ｍ 999 × ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009024004 保温付被覆銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径３／４（２０） 外径２２．２２ｍｍ 保温付被覆銅管　Ｍ型 呼径３／４Ｂ　２０Ａ　４ｍ ｍ 999 × ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009024006 保温付被覆銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径１（２５） 外径２８．５８ｍｍ 保温付被覆銅管　Ｍ型 呼径１Ｂ　２５Ａ　４ｍ ｍ 999 × ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009024008 保温付被覆銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径１　１／４（３２） 外径３４．９２ｍｍ 保温付被覆銅管　Ｍ型 呼径１．１／４Ｂ　３２Ａ　４ｍ ｍ 999 × ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009024010 保温付被覆銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径１　１／２（４０） 外径４１．２８ｍｍ 保温付被覆銅管　Ｍ型 呼径１．１／２Ｂ　４０Ａ　４ｍ ｍ 999 × ○ 5009 銅管

建築用銅管 5009024012 保温付被覆銅管 Ｍ型（４ｍ） 呼び径２（５０） 外径５３．９８ｍｍ 保温付被覆銅管　Ｍ型 呼径２Ｂ　５０Ａ　４ｍ ｍ 999 × ○ 5009 銅管

エアコン配管用保温化粧ケース 5507210010 エアコン配管用保温化粧ケース（樹脂製） 高６０ｍｍ×幅５８ｍｍ×長２，０００ｍｍ エアコン配管用保温化粧ケース 樹脂製　Ｈ６０×Ｗ５８ｍｍ 本 999 × ○ 5507 保温・保冷材

エアコン配管用保温化粧ケース 5507210020 エアコン配管用保温化粧ケース（樹脂製） 高７５ｍｍ×幅６３ｍｍ×長２，０００ｍｍ エアコン配管用保温化粧ケース 樹脂製　Ｈ７５×Ｗ６３ｍｍ 本 999 × ○ 5507 保温・保冷材

エアコン配管用保温化粧ケース 5507210030 エアコン配管用保温化粧ケース（樹脂製） 高１００ｍｍ×幅７０ｍｍ×長２，０００ｍｍ エアコン配管用保温化粧ケース 樹脂製　Ｈ１００×Ｗ７０ｍｍ 本 999 × ○ 5507 保温・保冷材

エアコン配管用保温化粧ケース 5507210040 エアコン配管用保温化粧ケース（樹脂製） 高１４０ｍｍ×幅８０ｍｍ×長２，０００ｍｍ エアコン配管用保温化粧ケース 樹脂製　Ｈ１４０×Ｗ８０ｍｍ 本 999 × ○ 5507 保温・保冷材

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011101002
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径２００ｍｍ×外径２
１６ｍｍ×肉厚１０．３ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＰ　径２００　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011101004
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径２５０ｍｍ×外径２
６７ｍｍ×肉厚１２．７ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＰ　径２５０　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011101006
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径３００ｍｍ×外径３
１８ｍｍ×肉厚１５．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＰ　径３００　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011101008
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径２００ｍｍ×外径２
１６ｍｍ×肉厚１０．３ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＰ　径２００　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011101010
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径２５０ｍｍ×外径２
６７ｍｍ×肉厚１２．７ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＰ　径２５０　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011101012
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＰ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径３００ｍｍ×外径３
１８ｍｍ×肉厚１５．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＰ　径３００　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）
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農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102002
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径７５ｍｍ×外径８９
ｍｍ×肉厚２．７ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径７５　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102004
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１００ｍｍ×外径１
１４ｍｍ×肉厚３．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径１００　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102006
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１２５ｍｍ×外径１
４０ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径１２５　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102008
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１５０ｍｍ×外径１
６５ｍｍ×肉厚５．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径１５０　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102010
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径２００ｍｍ×外径２
１６ｍｍ×肉厚６．５ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径２００　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102012
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径２５０ｍｍ×外径２
６７ｍｍ×肉厚７．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径２５０　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102014
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径３００ｍｍ×外径３
１８ｍｍ×肉厚９．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径３００　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102016
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径３５０ｍｍ×外径３
７０ｍｍ×肉厚１０．５ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径３５０　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102018
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径４００ｍｍ×外径４
２０ｍｍ×肉厚１１．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径４００　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102020
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径４５０ｍｍ×外径４
７０ｍｍ×肉厚１３．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径４５０　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102022
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径５００ｍｍ×外径５
２０ｍｍ×肉厚１４．６ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径５００　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102024
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径６００ｍｍ×外径６
３０ｍｍ×肉厚１７．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径６００　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102026
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径７５ｍｍ×外径８９
ｍｍ×肉厚２．７ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径７５　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102028
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１００ｍｍ×外径１
１４ｍｍ×肉厚３．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径１００　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102030
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１２５ｍｍ×外径１
４０ｍｍ×肉厚４．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径１２５　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102032
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径１５０ｍｍ×外径１
６５ｍｍ×肉厚５．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径１５０　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102034
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径２００ｍｍ×外径２
１６ｍｍ×肉厚６．５ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径２００　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102036
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径２５０ｍｍ×外径２
６７ｍｍ×肉厚７．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径２５０　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）
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農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102038
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径３００ｍｍ×外径３
１８ｍｍ×肉厚９．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径３００　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102040
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径３５０ｍｍ×外径３
７０ｍｍ×肉厚１０．５ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径３５０　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102042
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径４００ｍｍ×外径４
２０ｍｍ×肉厚１１．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径４００　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102044
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径４５０ｍｍ×外径４
７０ｍｍ×肉厚１３．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径４５０　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102046
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径５００ｍｍ×外径５
２０ｍｍ×肉厚１４．６ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径５００　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011102048
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＵ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径６００ｍｍ×外径６
３０ｍｍ×肉厚１７．８ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＵ　径６００　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011103002
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＭ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径３５０ｍｍ×外径３
７０ｍｍ×肉厚１４．３ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＭ　径３５０　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011103004
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＭ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径４００ｍｍ×外径４
２０ｍｍ×肉厚１６．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＭ　径４００　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011103006
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＭ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径４５０ｍｍ×外径４
７０ｍｍ×肉厚１８．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＭ　径４５０　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011103008
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＭ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径５００ｍｍ×外径５
２０ｍｍ×肉厚２０．０ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長４ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＭ　径５００　長４ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011103010
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＭ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径３５０ｍｍ×外径３
７０ｍｍ×肉厚１４．３ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＭ　径３５０　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011103012
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＭ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径４００ｍｍ×外径４
２０ｍｍ×肉厚１６．２ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＭ　径４００　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011103014
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＭ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径４５０ｍｍ×外径４
７０ｍｍ×肉厚１８．１ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＭ　径４５０　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 5011103016
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 ゴム輪形受口片受直管 （ＶＭ：ＪＩＳ　Ｋ　６７４１） 呼び径５００ｍｍ×外径５
２０ｍｍ×肉厚２０．０ｍｍ －ｇ／ｍ 有効長５ｍ／本

農水硬質ポリ塩ビ　ゴム輪形受口 片受直管ＶＭ　径５００　長５ｍ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013361006 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°エルボ ５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度エルボ　５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013361008 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°エルボ ６５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度エルボ　６５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013361010 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°エルボ ７５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度エルボ　７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013361012 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°エルボ １００ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度エルボ　１００ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013361014 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°エルボ １５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度エルボ　１５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013361504 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲エルボ ５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度大曲エルボ　５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013361508 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲エルボ ７５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度大曲エルボ　７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013361510 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲エルボ １００ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度大曲エルボ　１００ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013361512 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲エルボ １２５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度大曲エルボ　１２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013361514 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲エルボ １５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度大曲エルボ　１５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013362506 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ４５°エルボ ５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ４５度エルボ　５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013362508 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ４５°エルボ ６５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ４５度エルボ　６５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013362510 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ４５°エルボ ７５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ４５度エルボ　７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013362512 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ４５°エルボ １００ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ４５度エルボ　１００ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013362516 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ４５°エルボ １５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ４５度エルボ　１５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013363506 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°Ｙ ５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度Ｙ　５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013363508 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°Ｙ ６５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度Ｙ　６５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013363510 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°Ｙ ７５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度Ｙ　７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013363512 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°Ｙ １００ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度Ｙ　１００ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013363516 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°Ｙ １５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度Ｙ　１５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013363538 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°Ｙ ７５ｍｍ×５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度Ｙ　７５×５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013363542 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°Ｙ １００ｍｍ×５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度Ｙ　１００×５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013363544 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°Ｙ １００ｍｍ×７５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度Ｙ　１００×７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013364504 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲Ｙ ５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度大曲Ｙ　５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013364508 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲Ｙ ７５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度大曲Ｙ　７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013364510 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲Ｙ １００ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度大曲Ｙ　１００ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013364512 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲Ｙ １２５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度大曲Ｙ　１２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013364514 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲Ｙ １５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度大曲Ｙ　１５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013364524 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲Ｙ ７５ｍｍ×５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度大曲Ｙ　７５×５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013364530 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲Ｙ １００ｍｍ×５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度大曲Ｙ　１００×５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013364534 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲Ｙ １００ｍｍ×７５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度大曲Ｙ　１００×７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013364548 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲Ｙ １５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ９０度大曲Ｙ　１５０×１２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013365004 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ４５°Ｙ ５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ４５度Ｙ　５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013365008 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ４５°Ｙ ７５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ４５度Ｙ　７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013365010 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ４５°Ｙ １００ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ４５度Ｙ　１００ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013365014 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ４５°Ｙ １５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ４５度Ｙ　１５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013365024 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ４５°Ｙ ７５ｍｍ×５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ４５度Ｙ　７５×５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013365028 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ４５°Ｙ １００ｍｍ×５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ４５度Ｙ　１００×５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013365032 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ４５°Ｙ １００ｍｍ×７５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ４５度Ｙ　１００×７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013363006 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ソケット ５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ソケット　５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013363008 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ソケット ６５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ソケット　６５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013363010 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ソケット ７５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ソケット　７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013363012 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ソケット １００ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ソケット　１００ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013363014 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ソケット １２５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ソケット　１２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013363016 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ソケット １５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ ソケット　１５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013365508 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー ７５ｍｍ×５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ インクリーザー　７５×５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013365510 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー ７５ｍｍ×６５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ インクリーザー　７５×６５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013365512 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー １００ｍｍ×５０ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ インクリーザー　１００×５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013365514 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー １００ｍｍ×６５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ インクリーザー　１００×６５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013365516 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー １００ｍｍ×７５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ インクリーザー　１００×７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013365518 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー １２５ｍｍ×１００ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ インクリーザー　１２５×１００ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013365520 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー １５０ｍｍ×１００ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ インクリーザー　１５０×１００ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） 5013365522 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー １５０ｍｍ×１２５ｍｍ ＡＳ規格 屋外排水設備硬質塩ビ管継手ＶＵ インクリーザー　１５０×１２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073002
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径２５×２０ 外径３４ｍｍ 厚３．４ｍｍ 長
３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管　径２５×２０ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073004
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径３０×２０ 外径４２ｍｍ 厚３．９ｍｍ 長
３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管　径３０×２０ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073006
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径３０×２５ 外径４２ｍｍ 厚３．９ｍｍ 長
３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管　径３０×２５ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073008
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径４０×２０ 外径４８ｍｍ 厚４．４ｍｍ 長
３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管　径４０×２０ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073010
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径４０×２５ 外径４８ｍｍ 厚４．４ｍｍ 長
３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管　径４０×２５ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）
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建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073012
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径５０×２０ 外径６０ｍｍ 厚５．５ｍｍ 長
３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管　径５０×２０ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073014
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径５０×２５ 外径６０ｍｍ 厚５．５ｍｍ 長
３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管　径５０×２５ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073036
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径６５×２０ 外径７６ｍｍ 厚７．０ｍｍ 長
３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管　径６５×２０ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073038
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径６５×２５ 外径７６ｍｍ 厚７．０ｍｍ 長
３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管　径６５×２５ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073040
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径７５×２０ 外径８９ｍｍ 厚８．１ｍｍ 長
３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管　径７５×２０ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073042
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管 呼び径７５×２５ 外径８９ｍｍ 厚８．１ｍｍ 長
３．２ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ枝付片受直管　径７５×２５ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073028
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管 呼び径２０ 外径２７ｍｍ 厚３．４ｍｍ 長５．
０ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管　径２０ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073030
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管 呼び径２５ 外径３４ｍｍ 厚３．４ｍｍ 長５．
０ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管　径２５ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073032
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管 呼び径３０ 外径４２ｍｍ 厚３．９ｍｍ 長５．
０ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管　径３０ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073034
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管 呼び径４０ 外径４８ｍｍ 厚４．４ｍｍ 長５．
０ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管　径４０ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073024
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管 呼び径５０ 外径６０ｍｍ 厚５．５ｍｍ 長５．
０ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管　径５０ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073044
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管 呼び径６５ 外径７６ｍｍ 厚７．０ｍｍ 長５．
０ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管　径６５ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5011073026
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管 呼び径７５ 外径８９ｍｍ 厚８．１ｍｍ 長５．
０ｍ ＰＷＡ００５ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ プレーンエンド直管　径７５ 本 999 × ○ 5011 合成樹脂管（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049002
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット 呼び径２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水
化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049004
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット 呼び径２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水
化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049006 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット 呼び径３０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット　径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049008 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット 呼び径４０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049010 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット 呼び径５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット　径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049011 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット 呼び径６５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット　径６５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049012 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット 呼び径７５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦソケット　径７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049014
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０°エルボ 呼び径２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６
積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０度エルボ　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049015
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０°エルボ 呼び径２５×２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ０
０６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０度エルボ　径２５×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049016
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０°エルボ 呼び径２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６
積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０度エルボ　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049018 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０°エルボ 呼び径３０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０度エルボ　径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049020 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０°エルボ 呼び径４０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０度エルボ　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049022 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０°エルボ 呼び径５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０度エルボ　径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049023 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０°エルボ 呼び径６５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０度エルボ　径６５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049024 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０°エルボ 呼び径７５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ９０度エルボ　径７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049154
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５°エルボ 呼び径２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６
積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５度エルボ　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049156
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５°エルボ 呼び径２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６
積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５度エルボ　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049158 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５°エルボ 呼び径３０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５度エルボ　径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049160 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５°エルボ 呼び径４０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５度エルボ　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049162 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５°エルボ 呼び径５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５度エルボ　径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049167 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５°エルボ 呼び径６５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５度エルボ　径６５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049168 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５°エルボ 呼び径７５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５度エルボ　径７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049058
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径２０×２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６
積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径２０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049060
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径２５×２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６
積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径２５×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049062
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径２５×２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６
積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径２５×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049064 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径３０×２０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径３０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049066 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径３０×２５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径３０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049096 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径３０×３０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径３０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049068 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径４０×２０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径４０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049070 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径４０×２５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径４０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049098 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径４０×３０ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径４０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049100 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径４０×４０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径４０×４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049072 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径５０×２０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径５０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049074 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径５０×２５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径５０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049102 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径５０×３０ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径５０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049104 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径５０×４０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径５０×４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049076 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径５０×５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径５０×５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049126 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径６５×２０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径６５×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049128 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径６５×２５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径６５×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049130 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径６５×５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径６５×５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049132 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径６５×６５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径６５×６５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049134 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径７５×２０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径７５×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049136 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径７５×２５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径７５×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049169 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径７５×４０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径７５×４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049078 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径７５×５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径７５×５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049080 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径７５×７５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ　径７５×７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049082
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦレデューサ 呼び径２５×２０ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００
６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦレデューサ　径２５×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049084 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦレデューサ 呼び径３０×２５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦレデューサ　径３０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049086 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦレデューサ 呼び径４０×３０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦレデューサ　径４０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049088 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦレデューサ 呼び径５０×３０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦレデューサ　径５０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049090 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦレデューサ 呼び径５０×４０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦレデューサ　径５０×４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049106 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ レデューサ 呼び径３０×２０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ レデューサ　径３０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049108 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ レデューサ 呼び径４０×２０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ レデューサ　径４０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049110 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ レデューサ 呼び径４０×２５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ レデューサ　径４０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049112 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ レデューサ 呼び径５０×２０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ レデューサ　径５０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049114 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ レデューサ 呼び径５０×２５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ レデューサ　径５０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049138 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ レデューサ 呼び径６５×５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ レデューサ　径６５×５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049140 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ レデューサ 呼び径７５×５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ レデューサ　径７５×５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049142 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ レデューサ 呼び径７５×６５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ レデューサ　径７５×６５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049092 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ片受レデューサ 呼び径７５×５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦ片受レデューサ径７５×５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049116 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦキャップ 呼び径２０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦキャップ　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049118
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦキャップ 呼び径２５ かんたんクランプ付き ＰＷＡ００６ 積水
化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦキャップ　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049120 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦキャップ 呼び径３０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦキャップ　径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049122 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦキャップ 呼び径４０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦキャップ　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049124 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦキャップ 呼び径５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦキャップ　径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049170 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ フランジ短管 呼び径４０ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ フランジ短管　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049054 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ フランジ短管 呼び径５０ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ フランジ短管　径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049171 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ フランジ短管 呼び径６５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ フランジ短管　径６５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049056 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ フランジ短管 呼び径７５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ フランジ短管　径７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049052 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦフランジ短管 呼び径７５ ＰＷＡ００６ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦフランジ短管　径７５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049026
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　オネジソケット 呼び径２０ かんたんク
ランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　オネジ　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049028
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　オネジソケット 呼び径２５ かんたんク
ランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　オネジ　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049030
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　オネジソケット 呼び径３０ ＰＷＡ００
６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　オネジ　径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049032
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　オネジソケット 呼び径４０ ＰＷＡ００
６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　オネジ　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049034
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　オネジソケット 呼び径５０ ＰＷＡ００
６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　オネジ　径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049144
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　オネジソケット 呼び径６５ ＰＷＡ００
６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　オネジ　径６５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049036
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　メネジソケット 呼び径２０ かんたんク
ランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　メネジ　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049038
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　メネジソケット 呼び径２５ かんたんク
ランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　メネジ　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049146
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　メネジソケット 呼び径３０ ＰＷＡ００
６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　メネジ　径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049148
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　メネジソケット 呼び径４０ ＰＷＡ００
６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　メネジ　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049040
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　メネジソケット 呼び径５０ ＰＷＡ００
６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　メネジ　径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049042
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　ユニオンソケット 呼び径２０ かんたん
クランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　ユニオン径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049044
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　ユニオンソケット 呼び径２５ かんたん
クランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　ユニオン径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049150
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　ユニオンソケット 呼び径３０ ＰＷＡ０
０６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　ユニオン径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049152
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　ユニオンソケット 呼び径４０ ＰＷＡ０
０６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　ユニオン径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049046
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　ユニオンソケット 呼び径５０ ＰＷＡ０
０６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　ユニオン径５０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049164
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　エラスジョイント 呼び径２０ かんたん
クランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　エラス　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049166
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント　エラスジョイント 呼び径２５ かんたん
クランプ付き ＰＷＡ００６ 積水化学工業

建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュー　エラス　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049048 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＡＷ媒介継手　オネジソケット 呼び径２０ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＡＷ媒介継手　オネジ　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049050 建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＡＷ媒介継手　オネジソケット 呼び径２５ 積水化学工業 建築設備用　エスロハイパーＡＷ ＡＷ媒介継手　オネジ　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013049094
建築設備用ポリエチレン管 区画貫通テープ フィブロック　エスロハイパーＡＷ用（２０～７５用）　１．５ｍ／巻 積
水化学工業

建築設備用　区画貫通テープ フィブロック　１．５ｍ／巻 巻 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048001
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ プレーンエンド直管 呼び径２０ 外径
２７ｍｍ 厚３．０ｍｍ 長５．０ｍ ＪＰ　Ｋ　００１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ プレーンエンド直管　径２０ 本 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048002
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ プレーンエンド直管 呼び径２５ 外径
３２ｍｍ 厚３．０ｍｍ 長５．０ｍ ＪＰ　Ｋ　００１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ プレーンエンド直管　径２５ 本 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048003
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ プレーンエンド直管 呼び径３０ 外径
４０ｍｍ 厚３．７ｍｍ 長５．０ｍ ＪＰ　Ｋ　００１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ プレーンエンド直管　径３０ 本 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048004
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ プレーンエンド直管 呼び径４０ 外径
５０ｍｍ 厚４．６ｍｍ 長５．０ｍ ＪＰ　Ｋ　００１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ プレーンエンド直管　径４０ 本 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048005
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径２５×２０ 外径３
２ｍｍ 厚３．０ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ 枝付き直管　径２５×２０ 本 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048006
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径３０×２０ 外径４
０ｍｍ 厚３．７ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ 枝付き直管　径３０×２０ 本 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048007
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径３０×２５ 外径４
０ｍｍ 厚３．７ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ 枝付き直管　径３０×２５ 本 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048008
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径４０×２０ 外径５
０ｍｍ 厚４．６ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ 枝付き直管　径４０×２０ 本 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048009
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径４０×２５ 外径５
０ｍｍ 厚４．６ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ 枝付き直管　径４０×２５ 本 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048010
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径５０×２０ 外径６
３ｍｍ 厚５．８ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ 枝付き直管　径５０×２０ 本 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048011
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径５０×２５ 外径６
３ｍｍ 厚５．８ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ 枝付き直管　径５０×２５ 本 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048012
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径６５×２０ 外径７
５ｍｍ 厚６．８ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ 枝付き直管　径６５×２０ 本 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048013
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ 枝付き直管 呼び径６５×２５ 外径７
５ｍｍ 厚６．８ｍｍ 長３．２ｍ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ 枝付き直管　径６５×２５ 本 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048014
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦソケット 呼び径２０ クランプ機
能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦソケット　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048015
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦソケット 呼び径２５ クランプ機
能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦソケット　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048016
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦソケット 呼び径３０ クランプ機
能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦソケット　径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048017
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦソケット 呼び径４０ クランプ機
能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦソケット　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048018
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦエルボ 呼び径２０ クランプ機能
付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦエルボ　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048019
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦエルボ 呼び径２５ クランプ機能
付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦエルボ　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048020
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦエルボ 呼び径３０ クランプ機能
付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦエルボ　径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048021
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦエルボ 呼び径４０ クランプ機能
付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦエルボ　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048022
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦ４５°エルボ 呼び径２０ クラン
プ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦ４５度エルボ　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048023
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦ４５°エルボ 呼び径２５ クラン
プ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦ４５度エルボ　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048024
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦ４５°エルボ 呼び径３０ クラン
プ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦ４５度エルボ　径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048025
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦ４５°エルボ 呼び径４０ クラン
プ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦ４５度エルボ　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048026
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径２０×２
０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦチーズ（両受型）２０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048027
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径２５×２
０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦチーズ（両受型）２５×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048028
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径２５×２
５ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦチーズ（両受型）２５×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048029
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径３０×２
０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦチーズ（両受型）３０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048030
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径３０×２
５ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦチーズ（両受型）３０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048031
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径３０×３
０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦチーズ（両受型）３０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048032
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径４０×２
０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦチーズ（両受型）４０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048033
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径４０×２
５ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦチーズ（両受型）４０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048034
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦチーズ（両受型） 呼び径４０×４
０ クランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦチーズ（両受型）４０×４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048035
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）チーズ 呼び径２５
×２０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰチーズ　径２５×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048036
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）チーズ 呼び径３０
×２０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰチーズ　径３０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048037
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）チーズ 呼び径３０
×２５ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰチーズ　径３０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048038
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）チーズ 呼び径４０
×２０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰチーズ　径４０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048039
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）チーズ 呼び径４０
×２５ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰチーズ　径４０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048040
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦレデューサ 呼び径２５×２０ ク
ランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦレデューサ　径２５×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048041
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦレデューサ 呼び径３０×２０ ク
ランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦレデューサ　径３０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048042
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦレデューサ 呼び径３０×２５ ク
ランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦレデューサ　径３０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048043
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦレデューサ 呼び径４０×２０ ク
ランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦレデューサ　径４０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048044
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦレデューサ 呼び径４０×２５ ク
ランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦレデューサ　径４０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048045
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦレデューサ 呼び径４０×３０ ク
ランプ機能付き ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦレデューサ　径４０×３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048046
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ ＥＦキャップ 呼び径２０ クボタケ
ミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＥＦキャップ　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048047
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）おねじ継手 呼び径
２０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰおねじ継手　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048048
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）おねじ継手 呼び径
２５ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰおねじ継手　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048049
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）おねじ継手 呼び径
３０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰおねじ継手　径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048050
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）おねじ継手 呼び径
４０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰおねじ継手　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048051
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）おねじ継手 呼び径
４０×２０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰおねじ継手　径４０×２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048052
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）おねじ継手 呼び径
４０×２５ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰおねじ継手　径４０×２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048053
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）めねじ継手 呼び径
２０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰめねじ継手　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048054
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）めねじ継手 呼び径
２５ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰめねじ継手　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048055
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）めねじ継手 呼び径
３０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰめねじ継手　径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048056
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）めねじ継手 呼び径
４０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰめねじ継手　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048057
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）ユニオン継手 呼び
径２０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰユニオン継手　径２０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048058
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）ユニオン継手 呼び
径２５ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰユニオン継手　径２５ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）
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建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048059
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）ユニオン継手 呼び
径３０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰユニオン継手　径３０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

建築設備用ポリエチレン管―ブランド品― 5013048060
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ　建築設備用ポリエチレンパイプ スピゴット（ＳＰ）ユニオン継手 呼び
径４０ ＪＰ　Ｋ　０１１準拠 クボタケミックス

建築設備用　スーパータフポリ ＳＰユニオン継手　径４０ 個 999 × ○ 5013 管継手（配管用）

青銅製バルブ 5017011502 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ　フランジ ストップ　１０Ｋ　１５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011504 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ　フランジ ストップ　１０Ｋ　２０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011506 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ　フランジ ストップ　１０Ｋ　２５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011508 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ　フランジ ストップ　１０Ｋ　３２Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011510 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ　フランジ ストップ　１０Ｋ　４０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011512 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ　フランジ ストップ　１０Ｋ　５０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011514 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ　フランジ ストップ　１０Ｋ　６５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011516 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ　フランジ ストップ　１０Ｋ　８０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017011518 青銅製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ　フランジ ストップ　１０Ｋ　１００Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012506 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ　フランジ ゲート　１０Ｋ　２５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012508 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ　フランジ ゲート　１０Ｋ　３２Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012510 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ　フランジ ゲート　１０Ｋ　４０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012512 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ　フランジ ゲート　１０Ｋ　５０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012514 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ　フランジ ゲート　１０Ｋ　６５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

青銅製バルブ 5017012516 青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ規格外 青銅製バルブ　フランジ ゲート　１０Ｋ　８０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017027002 鋳鉄製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ ボール　１０Ｋ　１５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ
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鋳鉄製バルブ 5017027004 鋳鉄製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ ボール　１０Ｋ　２０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017027006 鋳鉄製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ ボール　１０Ｋ　２５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017027008 鋳鉄製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ ボール　１０Ｋ　３２Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017027010 鋳鉄製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ ボール　１０Ｋ　４０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017027012 鋳鉄製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ ボール　１０Ｋ　５０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017027014 鋳鉄製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ ボール　１０Ｋ　６５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017027016 鋳鉄製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ ボール　１０Ｋ　８０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017027018 鋳鉄製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ ボール　１０Ｋ　１００Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017027020 鋳鉄製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ ボール　１０Ｋ　１２５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017027022 鋳鉄製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ ボール　１０Ｋ　１５０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

鋳鉄製バルブ 5017027024 鋳鉄製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＩＳ規格外 鋳鉄製バルブ ボール　１０Ｋ　２００Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082502
ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ Ｊ
Ｖ８－１

ステンレス製ストップバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　１５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082504
ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ Ｊ
Ｖ８－１

ステンレス製ストップバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　２０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082506
ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＶ８
－１

ステンレス製ストップバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　２５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082508
ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ
ＪＶ８－１

ステンレス製ストップバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　３２Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082510
ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ
ＪＶ８－１

ステンレス製ストップバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　４０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082512
ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＶ８
－１

ステンレス製ストップバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　５０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082514
ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ
ＪＶ８－１

ステンレス製ストップバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　６５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ
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ステンレス製バルブ 5017082516
ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＶ８
－１

ステンレス製ストップバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　８０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082518
ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＶ
８－１

ステンレス製ストップバルブ フランジ　１０Ｋ　一般１００Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082520
ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径１２５Ａ　５Ｂ ＪＶ
８－１

ステンレス製ストップバルブ フランジ　１０Ｋ　一般１２５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082522
ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径１５０Ａ　６Ｂ ＪＶ
８－１

ステンレス製ストップバルブ フランジ　１０Ｋ　一般１５０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017082524
ステンレス製バルブ ストップ（玉形弁）（フランジ） （１０Ｋ）（外ねじ）（一般用） 呼び径２００Ａ　８Ｂ ＪＶ
８－１

ステンレス製ストップバルブ フランジ　１０Ｋ　一般２００Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080558 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　１５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080560 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　２０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080562 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　２５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080564 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　３２Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080566 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　４０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017080568 ステンレス製バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ゲートバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　５０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081038
ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＶ８
－１

ステンレス製チェッキバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　４０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081040 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（フランジ） （１０Ｋ）（一般用） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ フランジ　１０Ｋ　一般　５０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081102
ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ボール） （１０Ｋ）（垂直配管用） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＶ
８－１

ステンレス製チェッキバルブ ボール　１０Ｋ　垂直配管４０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081104 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ボール） （１０Ｋ）（垂直配管用） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ボール　１０Ｋ　垂直配管５０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081106
ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ボール） （１０Ｋ）（垂直配管用） 呼び径６５Ａ　２　１／２Ｂ ＪＶ
８－１

ステンレス製チェッキバルブ ボール　１０Ｋ　垂直配管６５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081108 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ボール） （１０Ｋ）（垂直配管用） 呼び径８０Ａ　３Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ボール　１０Ｋ　垂直配管８０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081110 ステンレス製バルブ チェッキ（逆止め弁）（ボール） （１０Ｋ）（垂直配管用） 呼び径１００Ａ　４Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製チェッキバルブ ボール　１０Ｋ垂直配管１００Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ
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ステンレス製バルブ 5017081530 ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径１５Ａ　１／２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ フランジ　１０Ｋ　１５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081532 ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２０Ａ　３／４Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ フランジ　１０Ｋ　２０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081534 ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２５Ａ　１Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ フランジ　１０Ｋ　２５Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081536 ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径３２Ａ　１　１／４Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ フランジ　１０Ｋ　３２Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081538 ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径４０Ａ　１　１／２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ フランジ　１０Ｋ　４０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ステンレス製バルブ 5017081540 ステンレス製バルブ ボール（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径５０Ａ　２Ｂ ＪＶ８－１ ステンレス製ボールバルブ フランジ　１０Ｋ　５０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046095 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径２５０Ａ　１０Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ１０Ｋ２５０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017046100 ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ ゲート（仕切弁）（フランジ） （１０Ｋ・外ねじ） 呼び径３００Ａ　１２Ｂ ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ ゲート　フランジ１０Ｋ３００Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047095
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径２５０Ａ　１
０Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキフランジ１０Ｋ２５０Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ 5017047100
ダクタイル鉄・マレアブル鉄バルブ チェッキ（逆止め弁）（スイング）（フランジ） （１０Ｋ） 呼び径３００Ａ　１
２Ｂ

ダクタイル鉄マレアブル鉄バルブ チェッキフランジ１０Ｋ３００Ａ 個 999 × ○ 5017 配管用バルブ

計器類 5019051002 計器類 圧力計 ０．１６～４．００ＭＰａ　φ１００　１．６級　Ａ形 設置針付 圧力計　０．１６～４ＭＰａ 径１００　１．６級Ａ形設置針付 個 999 × ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019061002 計器類 連成計 ０．１０ＭＰａ　φ１００　１．６級　Ａ形 設置針付 連成計　０．１ＭＰａ 径１００　１．６級Ａ形設置針付 個 999 × ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019071002 計器類 真空計 －０．１～０ＭＰａ　φ１００　１．６級　Ａ形 設置針付 真空計　－０．１～０ＭＰａ 径１００　１．６級Ａ形設置針付 個 999 × ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019091006 計器類 温度計　バイメタル温度計 ０～１００℃　φ１００　Ｔ形 ＢＳ保護管付 バイメタル温度計　ＢＳ保護管付 ０～１００度　径１００　Ｔ形 個 999 × ○ 5019 計器（給排水ガス）

計器類 5019093002 計器類 温度計　タイコス型温度計 ０～１００℃　φ１００（Ｓ・Ｌ） ＢＳ保護管付 タイコス型温度計　ＢＳ保護管付 ０～１００度　Ｓ・Ｌ 個 999 × ○ 5019 計器（給排水ガス）

水位計【公表価格】 5019120002

投込式水位計 検出器 ＰＬ－２００Ｂ 測定範囲：０～０．８ｍより０～４０ｍ未満 精度：非直線性誤差スパンの±
０．２％（ヒステリシス含む）　温度影響（ゼロ点変動）スパンの±０．０１５％／℃ 使用温度範囲：－５～５０℃
（凍結しない状態） 上水，中水等 対応中継箱型番：ＪＢ－４８３Ｓ型（普通形），ＪＢ－４８３Ｍ型（メーター
付），ＪＢ－４８４Ｓ型（耐寒・耐熱形） 対応変換器型番：ＰＳＢ－１８０（屋内用），ＰＳＢ－２３０（屋外用）
東京計器

投込式水位計　検出器 ＰＬ－２００Ｂ 個 999 × ○ 5019 計器（給排水ガス）

水位計【公表価格】 5019120004

投込式水位計 検出器 ＰＬ－２００Ｂ 測定範囲：０～０．８ｍより０～４０ｍ未満 精度：非直線性誤差スパンの±
０．２％（ヒステリシス含む）　温度影響（ゼロ点変動）スパンの±０．０１５％／℃ 使用温度範囲：－５～５０℃
（凍結しない状態） 上水，中水等 中継箱省略形 対応変換器型番：ＰＳＢ－１８２（屋内用），ＰＳＢ－２６２（屋外
用） 東京計器

投込式水位計　検出器 ＰＬ－２００Ｂ　中継箱省略形 個 999 × ○ 5019 計器（給排水ガス）

水位計【公表価格】 5019120006

投込式水位計 検出器 ＰＬ－２００Ｃ 測定範囲：０～０．８ｍより０～４０ｍ未満 精度：非直線性誤差スパンの±
０．２％（ヒステリシス含む）　温度影響（ゼロ点変動）スパンの±０．０１５％／℃ 使用温度範囲：－５～５０℃
（凍結しない状態） 下水，汚水，河川等 対応中継箱型番：ＪＢ－４８３Ｓ型（普通形），ＪＢ－４８３Ｍ型（メー
ター付），ＪＢ－４８４Ｓ型（耐寒・耐熱形） 対応変換器型番：ＰＳＢ－１８０　（屋内用），ＰＳＢ－２３０（屋外
用） 東京計器

投込式水位計　検出器 ＰＬ－２００Ｃ 個 999 × ○ 5019 計器（給排水ガス）
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水位計【公表価格】 5019120008

投込式水位計 検出器 ＰＬ－２００Ｃ 測定範囲：０～０．８ｍより０～４０ｍ未満 精度：非直線性誤差スパンの±
０．２％（ヒステリシス含む）　温度影響（ゼロ点変動）スパンの±０．０１５％／℃ 使用温度範囲：－５～５０℃
（凍結しない状態） 下水，汚水，河川等 中継箱省略形 対応変換器型番：ＰＳＢ－１８２　（屋内用），ＰＳＢ－２６
２（屋外用） 東京計器

投込式水位計　検出器 ＰＬ－２００Ｃ　中継箱省略形 個 999 × ○ 5019 計器（給排水ガス）

水位計【公表価格】 5019120010
投込式水位計 中継箱 ＪＢ－４８３Ｓ（普通形） 使用温度範囲：－５～６０℃ 対応検出器型番：ＰＬ－２００Ｂ，Ｐ
Ｌ－２００Ｃ 対応変換機型番：ＰＳＢ－１８０（屋内用），ＰＳＢ－２３０（屋外用） 東京計器

投込式水位計　中継箱 ＪＢ－４８３Ｓ　普通形 個 999 × ○ 5019 計器（給排水ガス）

水位計【公表価格】 5019120012
投込式水位計 中継箱 ＪＢ－４８３Ｍ（メーター付） 使用温度範囲：０～５０℃ 対応検出器型番：ＰＬ－２００Ｂ，
ＰＬ－２００Ｃ 対応変換機型番：ＰＳＢ－１８０（屋内用），ＰＳＢ－２３０（屋外用） 東京計器

投込式水位計　中継箱 ＪＢ－４８３Ｍ　メーター付 個 999 × ○ 5019 計器（給排水ガス）

水位計【公表価格】 5019120014
投込式水位計 中継箱 ＪＢ－４８４Ｓ（耐寒・耐熱形） 使用温度範囲：－２０～８０℃ 対応検出器型番：ＰＬ－２０
０Ｂ，ＰＬ－２００Ｃ 対応変換機型番：ＰＳＢ－１８０（屋内用），ＰＳＢ－２３０（屋外用） 東京計器

投込式水位計　中継箱 ＪＢ－４８４Ｓ　耐寒・耐熱形 個 999 × ○ 5019 計器（給排水ガス）

水位計【公表価格】 5019120016
投込式水位計 変換器 ＰＳＢ－１８０（屋内用） 使用温度範囲：－５～６０℃ 対応検出器型番：ＰＬ－２００Ｂ，Ｐ
Ｌ－２００Ｃ 対応中継箱型番：ＪＢ－４８３Ｓ（普通形），ＪＢ－４８３Ｍ（メーター付），ＪＢ－４８４Ｓ（耐寒・
耐熱形） 東京計器

投込式水位計　変換器 ＰＳＢ－１８０　屋内用 個 999 × ○ 5019 計器（給排水ガス）

水位計【公表価格】 5019120018
投込式水位計 変換器 ＰＳＢ－２３０（屋外用） 使用温度範囲：－５～６０℃ 対応検出器型番：ＰＬ－２００Ｂ，Ｐ
Ｌ－２００Ｃ 対応中継箱型番：ＪＢ－４８３Ｓ（普通形），ＪＢ－４８３Ｍ（メーター付），ＪＢ－４８４Ｓ（耐寒・
耐熱形） 東京計器

投込式水位計　変換器 ＰＳＢ－２３０　屋外用 個 999 × ○ 5019 計器（給排水ガス）

水位計【公表価格】 5019120020
投込式水位計 変換器 ＰＳＢ－１８２（屋内用） 使用温度範囲：－５～６０℃ 対応検出器型番：ＰＬ－２００Ｂ，Ｐ
Ｌ－２００Ｃ 中継箱省略形 東京計器

投込式水位計　変換器 ＰＳＢ－１８２　屋内用 個 999 × ○ 5019 計器（給排水ガス）

水位計【公表価格】 5019120022
投込式水位計 変換器 ＰＳＢ－２６２（屋外用） 使用温度範囲：－５～６０℃ 対応検出器型番：ＰＬ－２００Ｂ，Ｐ
Ｌ－２００Ｃ 中継箱省略形 東京計器

投込式水位計　変換器 ＰＳＢ－２６２　屋外用 個 999 × ○ 5019 計器（給排水ガス）

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201002
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．４ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ 整形エルボ タ
イルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．４ 径１５　Ｔ２０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201004
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．５ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ 整形エルボ タ
イルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．５ 径２０　Ｔ２０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201006
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．６ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ 整形エルボ タ
イルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．６ 径２５　Ｔ２０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201008
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．７ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ 整形エルボ タ
イルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．７ 径３２　Ｔ２０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201010
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．８ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ 整形エルボ タ
イルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．８ 径４０　Ｔ２０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201012
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１０ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１０ 径５０　Ｔ２０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201014
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１３ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１３ 径６５　Ｔ２０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201016
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１５ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１５ 径８０　Ｔ２０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201018
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．５ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ 整形エルボ タ
イルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．５ 径１５　Ｔ２５　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201020
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．６ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ 整形エルボ タ
イルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．６ 径２０　Ｔ２５　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材
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樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201022
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．７ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ 整形エルボ タ
イルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．７ 径２５　Ｔ２５　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201024
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２０ 対応管径：１００ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２０ 径１００　Ｔ２５　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201026
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２１ 対応管径：１２５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２１ 径１２５　Ｔ２５　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201028
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２２ 対応管径：１５０ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２２ 径１５０　Ｔ２５　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201030
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．７ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ 整形エルボ タ
イルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．７ 径１５　Ｔ３０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201032
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．８ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ 整形エルボ タ
イルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．８ 径２０　Ｔ３０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201034
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．９ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ 整形エルボ タ
イルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．９ 径２５　Ｔ３０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201036
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１０ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１０ 径３２　Ｔ３０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201038
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１１ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１１ 径４０　Ｔ３０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201040
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１４ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１４ 径５０　Ｔ３０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201042
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１４ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１４ 径３２　Ｔ４０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201044
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１６ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１６ 径４０　Ｔ４０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201046
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１７ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１７ 径５０　Ｔ４０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201048
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１９ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１９ 径６５　Ｔ４０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201050
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２０ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２０ 径８０　Ｔ４０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201052
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２１ 対応管径：１００ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２１ 径１００　Ｔ４０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201054
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２３ 対応管径：１２５ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２３ 径１２５　Ｔ４０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201056
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２４ 対応管径：１５０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２４ 径１５０　Ｔ４０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材
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樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201058
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２５ 対応管径：２００ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ 整形エルボ
タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２５ 径２００　Ｔ４０　整形エルボ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201060
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．４ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバー
Ｔ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．４ 径１５　Ｔ２０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201062
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．５ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバー
Ｔ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．５ 径２０　Ｔ２０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201064
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．６ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバー
Ｔ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．６ 径２５　Ｔ２０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201066
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．７ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバー
Ｔ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．７ 径３２　Ｔ２０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201068
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．８ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカバー
Ｔ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．８ 径４０　Ｔ２０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201070
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１０ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１０ 径５０　Ｔ２０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201072
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１３ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１３ 径６５　Ｔ２０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201074
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１５ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１５ 径８０　Ｔ２０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201076
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．５ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファインカバー
Ｔ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．５ 径１５　Ｔ２５　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201078
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．６ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファインカバー
Ｔ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．６ 径２０　Ｔ２５　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201080
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．７ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファインカバー
Ｔ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．７ 径２５　Ｔ２５　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201082
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２０ 対応管径：１００ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２０ 径１００　Ｔ２５　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201084
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２１ 対応管径：１２５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２１ 径１２５　Ｔ２５　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201086
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２２ 対応管径：１５０ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２２ 径１５０　Ｔ２５　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201088
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．７ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカバー
Ｔ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．７ 径１５　Ｔ３０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201090
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．８ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカバー
Ｔ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．８ 径２０　Ｔ３０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201092
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．９ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカバー
Ｔ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．９ 径２５　Ｔ３０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材
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樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201094
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１０ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１０ 径３２　Ｔ３０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201096
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１１ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１１ 径４０　Ｔ３０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201098
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１４ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１４ 径５０　Ｔ３０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201100
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１４ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１４ 径３２　Ｔ４０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201102
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１６ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１６ 径４０　Ｔ４０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201104
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１７ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１７ 径５０　Ｔ４０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201106
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１９ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１９ 径６５　Ｔ４０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201108
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２０ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２０ 径８０　Ｔ４０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201110
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２１ 対応管径：１００ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２１ 径１００　Ｔ４０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201112
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２３ 対応管径：１２５ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２３ 径１２５　Ｔ４０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201114
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２４ 対応管径：１５０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２４ 径１５０　Ｔ４０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201116
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．２５ 対応管径：２００ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．２５ 径２００　Ｔ４０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201118
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ Ｎｏ．１９ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：５０ｍｍ ファインカ
バーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ　Ｎｏ．１９ 径５０　Ｔ５０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201120
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．５ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファイン
カバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ５ 径１５　Ｔ２０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201122
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．６ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファイン
カバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ６ 径２０　Ｔ２０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201124
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファイン
カバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ７ 径２５　Ｔ２０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201126
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファイン
カバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ７ 径３２　Ｔ２０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201128
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．８ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファイン
カバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ８ 径４０　Ｔ２０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

3847 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201130
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．９ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファイン
カバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ９ 径５０　Ｔ２０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201132
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１０ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファイ
ンカバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１０ 径６５　Ｔ２０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201134
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１２ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファイ
ンカバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１２ 径８０　Ｔ２０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201136
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．６ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファイン
カバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ６ 径１５　Ｔ２５　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201138
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファイン
カバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ７ 径２０　Ｔ２５　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201140
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファイン
カバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ７ 径２５　Ｔ２５　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201142
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１５ 対応管径：１００ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファ
インカバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１５ 径１００　Ｔ２５　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201144
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファイン
カバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ７ 径１５　Ｔ３０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201146
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．８ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファイン
カバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ８ 径２０　Ｔ３０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201148
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．８ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファイン
カバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ８ 径２５　Ｔ３０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201150
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．９ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファイン
カバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ９ 径３２　Ｔ３０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201152
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１０ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファイ
ンカバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１０ 径４０　Ｔ３０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201154
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１１ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファイ
ンカバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１１ 径５０　Ｔ３０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201156
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１１ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファイ
ンカバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１１ 径３２　Ｔ４０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201158
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１２ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファイ
ンカバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１２ 径４０　Ｔ４０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201160
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１３ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファイ
ンカバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１３ 径５０　Ｔ４０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201162
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１５ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファイ
ンカバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１５ 径６５　Ｔ４０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201164
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１５ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファイ
ンカバーＪ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１５ 径８０　Ｔ４０　ＦカバーＪ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材
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樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201166
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．５ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファイン
カバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ５ 径２０　Ｔ２０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201168
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．６ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファイン
カバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ６ 径２５　Ｔ２０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201170
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファイン
カバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ７ 径３２　Ｔ２０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201172
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファイン
カバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ７ 径４０　Ｔ２０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201174
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．８ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファイン
カバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ８ 径５０　Ｔ２０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201176
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１０ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファイ
ンカバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１０ 径６５　Ｔ２０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201178
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１１ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：２０ｍｍ ファイ
ンカバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１１ 径８０　Ｔ２０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201180
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．５ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファイン
カバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ５ 径１５　Ｔ２５　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201182
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．６ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファイン
カバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ６ 径２０　Ｔ２５　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201184
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファイン
カバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ７ 径２５　Ｔ２５　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201186
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１５ 対応管径：１００ｍｍ 対応保温厚：２５ｍｍ ファ
インカバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１５ 径１００　Ｔ２５　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201188
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファイン
カバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ７ 径１５　Ｔ３０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201190
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．７ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファイン
カバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ７ 径２０　Ｔ３０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201192
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．８ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファイン
カバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ８ 径２５　Ｔ３０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201194
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．９ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファイン
カバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ９ 径３２　Ｔ３０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201196
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．９ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファイン
カバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５　Ｎｏ９ 径４０　Ｔ３０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201198
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１０ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：３０ｍｍ ファイ
ンカバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１０ 径５０　Ｔ３０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201200
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１０ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファイ
ンカバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１０ 径３２　Ｔ４０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材
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樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201202
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１１ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファイ
ンカバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１１ 径４０　Ｔ４０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201204
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１２ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファイ
ンカバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１２ 径５０　Ｔ４０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201206
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１４ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファイ
ンカバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１４ 径６５　Ｔ４０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507201208
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインＪエルボＳ－４５ Ｎｏ．１５ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：４０ｍｍ ファイ
ンカバーＴ適用 タイルメント

ファインＪエルボＳ４５Ｎｏ１５ 径８０　Ｔ４０　ＦカバーＴ 個 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202002
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．６ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：２０
ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．６ Ｌ１０１５　径１５　Ｔ２０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202004
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．８ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２０
ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．８ Ｌ１０１５　径２０　Ｔ２０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202006
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１０ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．１０ Ｌ１０１５　径２５　Ｔ２０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202008
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１４ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：２
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．１４ Ｌ１０１５　径３２　Ｔ２０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202010
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１５ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：２
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．１５ Ｌ１０１５　径４０　Ｔ２０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202012
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１８ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：２
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．１８ Ｌ１０１５　径５０　Ｔ２０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202014
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．２１ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：２
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．２１ Ｌ１０１５　径６５　Ｔ２０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202016
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．２４ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：２
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．２４ Ｌ１０１５　径８０　Ｔ２０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202018
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．９ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：２５
ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．９ Ｌ１０１５　径１５　Ｔ２５ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202020
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１２ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２
５ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．１２ Ｌ１０１５　径２０　Ｔ２５ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202022
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１４ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２
５ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．１４ Ｌ１０１５　径２５　Ｔ２５ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202024
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．３２ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１００ｍｍ 対応保温厚：
２５ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．３２ Ｌ１０１５　径１００　Ｔ２５ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202026
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．３６ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１２５ｍｍ 対応保温厚：
２５ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．３６ Ｌ１０１５　径１２５　Ｔ２５ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202028
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．４０ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１５０ｍｍ 対応保温厚：
２５ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．４０ Ｌ１０１５　径１５０　Ｔ２５ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材
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樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202030
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１３ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：３
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．１３ Ｌ１０１５　径１５　Ｔ３０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202032
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１５ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：３
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．１５ Ｌ１０１５　径２０　Ｔ３０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202034
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１６ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：３
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．１６ Ｌ１０１５　径２５　Ｔ３０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202036
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．１８ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：３
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．１８ Ｌ１０１５　径３２　Ｔ３０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202038
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．２０ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：３
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．２０ Ｌ１０１５　径４０　Ｔ３０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202040
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．２３ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：３
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．２３ Ｌ１０１５　径５０　Ｔ３０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202042
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．２３ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：４
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．２３ Ｌ１０１５　径３２　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202044
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．２４ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：４
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．２４ Ｌ１０１５　径４０　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202046
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．２７ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：４
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．２７ Ｌ１０１５　径５０　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202048
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．３０ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：４
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．３０ Ｌ１０１５　径６５　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202050
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．３３ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：４
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．３３ Ｌ１０１５　径８０　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202052
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．３７ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１００ｍｍ 対応保温厚：
４０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．３７ Ｌ１０１５　径１００　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202054
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．４１ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１２５ｍｍ 対応保温厚：
４０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．４１ Ｌ１０１５　径１２５　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202056
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．４４ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１５０ｍｍ 対応保温厚：
４０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．４４ Ｌ１０１５　径１５０　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507202058
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＪ Ｎｏ．４５ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２００ｍｍ 対応保温厚：
４０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＪ　Ｎｏ．４５ Ｌ１０１５　径２００　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203002
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．４ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：２０
ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．４ Ｌ１０１５　径１５　Ｔ２０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203004
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．６ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２０
ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．６ Ｌ１０１５　径２０　Ｔ２０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203006
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．８ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２０
ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．８ Ｌ１０１５　径２５　Ｔ２０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材
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樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203008
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１０ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：２
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．１０ Ｌ１０１５　径３２　Ｔ２０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203010
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１１ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：２
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．１１ Ｌ１０１５　径４０　Ｔ２０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203012
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１２ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：２
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．１２ Ｌ１０１５　径５０　Ｔ２０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203014
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１４ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：２
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．１４ Ｌ１０１５　径６５　Ｔ２０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203016
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１６ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：２
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．１６ Ｌ１０１５　径８０　Ｔ２０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203018
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．７ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：２５
ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．７ Ｌ１０１５　径１５　Ｔ２５ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203020
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．９ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：２５
ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．９ Ｌ１０１５　径２０　Ｔ２５ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203022
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１０ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：２
５ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．１０ Ｌ１０１５　径２５　Ｔ２５ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203024
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２０ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１００ｍｍ 対応保温厚：
２５ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．２０ Ｌ１０１５　径１００　Ｔ２５ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203026
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２１ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１２５ｍｍ 対応保温厚：
２５ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．２１ Ｌ１０１５　径１２５　Ｔ２５ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203028
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２２ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１５０ｍｍ 対応保温厚：
２５ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．２２ Ｌ１０１５　径１５０　Ｔ２５ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203030
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１０ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１５ｍｍ 対応保温厚：３
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．１０ Ｌ１０１５　径１５　Ｔ３０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203032
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１１ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２０ｍｍ 対応保温厚：３
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．１１ Ｌ１０１５　径２０　Ｔ３０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203034
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１１ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２５ｍｍ 対応保温厚：３
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．１１ Ｌ１０１５　径２５　Ｔ３０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203036
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１３ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：３
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．１３ Ｌ１０１５　径３２　Ｔ３０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203038
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１３ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：３
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．１３ Ｌ１０１５　径４０　Ｔ３０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203040
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１５ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：３
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．１５ Ｌ１０１５　径５０　Ｔ３０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203042
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１５ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：３２ｍｍ 対応保温厚：４
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．１５ Ｌ１０１５　径３２　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材
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樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203044
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１６ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：４０ｍｍ 対応保温厚：４
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．１６ Ｌ１０１５　径４０　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203046
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１８ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：５０ｍｍ 対応保温厚：４
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．１８ Ｌ１０１５　径５０　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203048
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．１９ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：６５ｍｍ 対応保温厚：４
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．１９ Ｌ１０１５　径６５　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203050
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２０ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：８０ｍｍ 対応保温厚：４
０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．２０ Ｌ１０１５　径８０　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203052
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２１ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１００ｍｍ 対応保温厚：
４０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．２１ Ｌ１０１５　径１００　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203054
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２３ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１２５ｍｍ 対応保温厚：
４０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．２３ Ｌ１０１５　径１２５　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203056
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２４ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：１５０ｍｍ 対応保温厚：
４０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．２４ Ｌ１０１５　径１５０　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203058
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２７ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２００ｍｍ 対応保温厚：
４０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．２７ Ｌ１０１５　径２００　Ｔ４０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

樹脂製保温保冷外装仕上材【公表価格】 5507203060
樹脂製保温保冷外装仕上材 ファインカバーＴ Ｎｏ．２７ 長さ：１，０１５ｍｍ 対応管径：２００ｍｍ 対応保温厚：
５０ｍｍ タイルメント

ファインカバーＴ　Ｎｏ．２７ Ｌ１０１５　径２００　Ｔ５０ 枚 999 × ○ 5507 保温・保冷材

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050060
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＭＡＰ１４０５Ｈ ５．０馬力 冷房能力（定格）：１４．０ｋＷ 暖房能
力（定格）：１６．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＭＡＰ１４０５Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050062
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＭＡＰ１６０５Ｈ ６．０馬力 冷房能力（定格）：１６．０ｋＷ 暖房能
力（定格）：１８．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＭＡＰ１６０５Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050147
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＭＵＰ２２４１Ｈ ８．０馬力 冷房能力（定格）：２２．４ｋＷ 暖房能
力（定格）：２５．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＭＵＰ２２４１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050148
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＭＵＰ２８０１Ｈ １０馬力 冷房能力（定格）：２８．０ｋＷ 暖房能力
（定格）：３１．５ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＭＵＰ２８０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050149
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＭＵＰ３３５１Ｈ １２馬力 冷房能力（定格）：３３．５ｋＷ 暖房能力
（定格）：３７．５ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＭＵＰ３３５１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050150
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＭＵＰ４００１Ｈ １４馬力 冷房能力（定格）：４０．０ｋＷ 暖房能力
（定格）：４５．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＭＵＰ４００１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050151
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＭＵＰ４５０１Ｈ １６馬力 冷房能力（定格）：４５．０ｋＷ 暖房能力
（定格）：５０．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＭＵＰ４５０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050152
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＭＵＰ５００１Ｈ １８馬力 冷房能力（定格）：５０．０ｋＷ 暖房能力
（定格）：５６．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＭＵＰ５００１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050153
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ５６０１Ｈ ２０馬力 冷房能力（定格）：５６．０ｋＷ 暖房能力
（定格）：６３．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＵＰ５６０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機
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ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050154
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ６１５１Ｈ ２２馬力 冷房能力（定格）：６１．５ｋＷ 暖房能力
（定格）：６９．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＵＰ６１５１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050155
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ６７０１Ｈ ２４馬力 冷房能力（定格）：６７．０ｋＷ 暖房能力
（定格）：７７．５ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＵＰ６７０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050156
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ７３０１Ｈ ２６馬力 冷房能力（定格）：７３．０ｋＷ 暖房能力
（定格）：８２．５ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＵＰ７３０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050157
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ７７５１Ｈ ２８馬力 冷房能力（定格）：７７．５ｋＷ 暖房能力
（定格）：９０．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＵＰ７７５１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050158
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ８５０１Ｈ ３０馬力 冷房能力（定格）：８５．０ｋＷ 暖房能力
（定格）：９５．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＵＰ８５０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050159
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ９００１Ｈ ３２馬力 冷房能力（定格）：９０．０ｋＷ 暖房能力
（定格）：１００．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＵＰ９００１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050160
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ９５０１Ｈ ３４馬力 冷房能力（定格）：９５．０ｋＷ 暖房能力
（定格）：１０６．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＵＰ９５０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050161
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ１０００１Ｈ ３６馬力 冷房能力（定格）：１００．０ｋＷ 暖房能
力（定格）：１１２．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＵＰ１０００１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050162
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ１０６０１Ｈ ３８馬力 冷房能力（定格）：１０６．０ｋＷ 暖房能
力（定格）：１１８．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＵＰ１０６０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050163
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ１１２０１Ｈ ４０馬力 冷房能力（定格）：１１２．０ｋＷ 暖房能
力（定格）：１２５．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＵＰ１１２０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050164
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ１１８０１Ｈ ４２馬力 冷房能力（定格）：１１８．０ｋＷ 暖房能
力（定格）：１３２．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＵＰ１１８０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050165
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ１２２０１Ｈ ４４馬力 冷房能力（定格）：１２２．０ｋＷ 暖房能
力（定格）：１４０．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＵＰ１２２０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050166
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ１２８０１Ｈ ４６馬力 冷房能力（定格）：１２８．０ｋＷ 暖房能
力（定格）：１４５．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＵＰ１２８０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311050167
ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ１３６０１Ｈ ４８馬力 冷房能力（定格）：１３６．０ｋＷ 暖房能
力（定格）：１５０．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＹ－ＵＰ１３６０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051073
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ２８１Ｈ １．０馬力 冷房能力（定格）：
２．８ｋＷ 暖房能力（定格）：３．２ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ２８１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051074
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ３６１Ｈ １．２５馬力 冷房能力（定格）：
３．６ｋＷ 暖房能力（定格）：４．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ３６１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051075
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ４５１Ｈ １．７馬力 冷房能力（定格）：
４．５ｋＷ 暖房能力（定格）：５．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ４５１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051076
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ５６１Ｈ ２．０馬力 冷房能力（定格）：
５．６ｋＷ 暖房能力（定格）：６．３ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ５６１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機
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ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051077
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ７１１Ｈ ２．５馬力 冷房能力（定格）：
７．１ｋＷ 暖房能力（定格）：８．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ７１１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051078
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ８０１Ｈ ３．０馬力 冷房能力（定格）：
８．０ｋＷ 暖房能力（定格）：９．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ８０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051079
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ９０１Ｈ ３．２馬力 冷房能力（定格）：
９．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１０．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ９０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051080
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ１１２１Ｈ ４．０馬力 冷房能力（定格）：
１１．２ｋＷ 暖房能力（定格）：１２．５ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ１１２１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051081
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ１４０１Ｈ ５．０馬力 冷房能力（定格）：
１４．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１６．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ１４０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051082
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ１６０１Ｈ ６．０馬力 冷房能力（定格）：
１６．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１８．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ１６０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051083
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ２２１ＷＨ ０．８馬力 冷房能力（定格）：
２．２ｋＷ 暖房能力（定格）：２．５ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ２２１ＷＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051084
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ２８１ＷＨ １．０馬力 冷房能力（定格）：
２．８ｋＷ 暖房能力（定格）：３．２ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ２８１ＷＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051085
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ３６１ＷＨ １．２５馬力 冷房能力（定
格）：３．６ｋＷ 暖房能力（定格）：４．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ３６１ＷＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051086
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ４５１ＷＨ １．７馬力 冷房能力（定格）：
４．５ｋＷ 暖房能力（定格）：５．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ４５１ＷＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051087
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ５６１ＷＨ ２．０馬力 冷房能力（定格）：
５．６ｋＷ 暖房能力（定格）：６．３ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ５６１ＷＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051088
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ７１１ＷＨ ２．５馬力 冷房能力（定格）：
７．１ｋＷ 暖房能力（定格）：８．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ７１１ＷＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051089
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ８０１ＷＨ ３．０馬力 冷房能力（定格）：
８．０ｋＷ 暖房能力（定格）：９．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ８０１ＷＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051090
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ９０１ＷＨ ３．２馬力 冷房能力（定格）：
９．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１０．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ９０１ＷＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051091
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ１１２１ＷＨ ４．０馬力 冷房能力（定
格）：１１．２ｋＷ 暖房能力（定格）：１２．５ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ１１２１ＷＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051092
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ１４０１ＷＨ ５．０馬力 冷房能力（定
格）：１４．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１６．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ１４０１ＷＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051093
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ１６０１ＷＨ ６．０馬力 冷房能力（定
格）：１６．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１８．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ１６０１ＷＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051094
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 １方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ４５１ＳＨ １．７馬力 冷房能力（定格）：
４．５ｋＷ 暖房能力（定格）：５．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ４５１ＳＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機
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ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051095
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 １方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ５６１ＳＨ ２．０馬力 冷房能力（定格）：
５．６ｋＷ 暖房能力（定格）：６．３ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ５６１ＳＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051096
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 １方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ７１１ＳＨ ２．５馬力 冷房能力（定格）：
７．１ｋＷ 暖房能力（定格）：８．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ７１１ＳＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051097
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 小型タイプ（１方向吹出し） ＭＭＵ－ＵＰ２８１ＹＨ １．０馬力 冷房能力
（定格）：２．８ｋＷ 暖房能力（定格）：３．２ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ２８１ＹＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311051098
ビル用マルチエアコン 天井カセット形 小型タイプ（１方向吹出し） ＭＭＵ－ＵＰ３６１ＹＨ １．２５馬力 冷房能力
（定格）：３．６ｋＷ 暖房能力（定格）：４．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＵ－ＵＰ３６１ＹＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052037
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ２２１ＢＨ ０．８馬力 冷房能力（定格）：２．２
ｋＷ 暖房能力（定格）：２．５ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ２２１ＢＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052038
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ２８１ＢＨ １．０馬力 冷房能力（定格）：２．８
ｋＷ 暖房能力（定格）：３．２ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ２８１ＢＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052039
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ３６１ＢＨ １．２５馬力 冷房能力（定格）：３．
６ｋＷ 暖房能力（定格）：４．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ３６１ＢＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052040
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ４５１ＢＨ １．７馬力 冷房能力（定格）：４．５
ｋＷ 暖房能力（定格）：５．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ４５１ＢＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052041
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ５６１ＢＨ ２．０馬力 冷房能力（定格）：５．６
ｋＷ 暖房能力（定格）：６．３ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ５６１ＢＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052042
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ７１１ＢＨ ２．５馬力 冷房能力（定格）：７．１
ｋＷ 暖房能力（定格）：８．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ７１１ＢＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052043
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ８０１ＢＨ ３．０馬力 冷房能力（定格）：８．０
ｋＷ 暖房能力（定格）：９．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ８０１ＢＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052044
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ９０１ＢＨ ３．２馬力 冷房能力（定格）：９．０
ｋＷ 暖房能力（定格）：１０．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ９０１ＢＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052045
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ１１２１ＢＨ ４．０馬力 冷房能力（定格）：１
１．２ｋＷ 暖房能力（定格）：１２．５ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ１１２１ＢＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052046
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ１４０１ＢＨ ５．０馬力 冷房能力（定格）：１
４．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１６．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ１４０１ＢＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052047
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ１６０１ＢＨ ６．０馬力 冷房能力（定格）：１
６．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１８．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ１６０１ＢＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052048
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ ＭＭＤ－ＵＰ５６１Ｈ ２．０馬力 冷房能力（定格）：５．６ｋＷ
暖房能力（定格）：６．３ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ５６１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052049
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ ＭＭＤ－ＵＰ７１１Ｈ ２．５馬力 冷房能力（定格）：７．１ｋＷ
暖房能力（定格）：８．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ７１１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052050
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ ＭＭＤ－ＵＰ８０１Ｈ ３．０馬力 冷房能力（定格）：８．０ｋＷ
暖房能力（定格）：９．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ８０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機
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ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052051
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ ＭＭＤ－ＵＰ１１２１Ｈ ４．０馬力 冷房能力（定格）：１１．２ｋ
Ｗ 暖房能力（定格）：１２．５ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ１１２１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052052
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ ＭＭＤ－ＵＰ１４０１Ｈ ５．０馬力 冷房能力（定格）：１４．０ｋ
Ｗ 暖房能力（定格）：１６．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ１４０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052053
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ ＭＭＤ－ＵＰ２２４１Ｈ ８．０馬力 冷房能力（定格）：２２．４ｋ
Ｗ 暖房能力（定格）：２５．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ２２４１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311052054
ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ ＭＭＤ－ＵＰ２８０１Ｈ １０馬力 冷房能力（定格）：２８．０ｋＷ
暖房能力（定格）：３１．５ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＤ－ＵＰ２８０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311053043
ビル用マルチエアコン 天井吊形 ＭＭＣ－ＵＰ４５１Ｈ １．７馬力 冷房能力（定格）：４．５ｋＷ 暖房能力（定
格）：５．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＣ－ＵＰ４５１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311053044
ビル用マルチエアコン 天井吊形 ＭＭＣ－ＵＰ５６１Ｈ ２．０馬力 冷房能力（定格）：５．６ｋＷ 暖房能力（定
格）：６．３ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＣ－ＵＰ５６１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311053045
ビル用マルチエアコン 天井吊形 ＭＭＣ－ＵＰ７１１Ｈ ２．５馬力 冷房能力（定格）：７．１ｋＷ 暖房能力（定
格）：８．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＣ－ＵＰ７１１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311053046
ビル用マルチエアコン 天井吊形 ＭＭＣ－ＵＰ８０１Ｈ ３．０馬力 冷房能力（定格）：８．０ｋＷ 暖房能力（定
格）：９．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＣ－ＵＰ８０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311053047
ビル用マルチエアコン 天井吊形 ＭＭＣ－ＵＰ１１２１Ｈ ４．０馬力 冷房能力（定格）：１１．２ｋＷ 暖房能力（定
格）：１２．５ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＣ－ＵＰ１１２１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311053048
ビル用マルチエアコン 天井吊形 ＭＭＣ－ＵＰ１４０１Ｈ ５．０馬力 冷房能力（定格）：１４．０ｋＷ 暖房能力（定
格）：１６．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＣ－ＵＰ１４０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311053049
ビル用マルチエアコン 天井吊形 ＭＭＣ－ＵＰ１６０１Ｈ ６．０馬力 冷房能力（定格）：１６．０ｋＷ 暖房能力（定
格）：１８．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＣ－ＵＰ１６０１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311053531
ビル用マルチエアコン 壁掛形 ＭＭＫ－ＵＰ２８１Ｈ １．０馬力 冷房能力（定格）：２．８ｋＷ 暖房能力（定格）：
３．２ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＫ－ＵＰ２８１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311053532
ビル用マルチエアコン 壁掛形 ＭＭＫ－ＵＰ３６１Ｈ １．２５馬力 冷房能力（定格）：３．６ｋＷ 暖房能力（定
格）：４．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＫ－ＵＰ３６１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311053533
ビル用マルチエアコン 壁掛形 ＭＭＫ－ＵＰ４５１Ｈ １．７馬力 冷房能力（定格）：４．５ｋＷ 暖房能力（定格）：
５．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＫ－ＵＰ４５１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311053534
ビル用マルチエアコン 壁掛形 ＭＭＫ－ＵＰ５６１Ｈ ２．０馬力 冷房能力（定格）：５．６ｋＷ 暖房能力（定格）：
６．３ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＫ－ＵＰ５６１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311053535
ビル用マルチエアコン 壁掛形 ＭＭＫ－ＵＰ７１１Ｈ ２．５馬力 冷房能力（定格）：７．１ｋＷ 暖房能力（定格）：
８．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＫ－ＵＰ７１１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311054017
ビル用マルチエアコン 床置形 ローボーイ埋込タイプ ＭＭＬ－ＵＰ２８１ＢＨ １．０馬力 冷房能力（定格）：２．８
ｋＷ 暖房能力（定格）：３．２ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＬ－ＵＰ２８１ＢＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311054018
ビル用マルチエアコン 床置形 ローボーイ埋込タイプ ＭＭＬ－ＵＰ３６１ＢＨ １．２５馬力 冷房能力（定格）：３．
６ｋＷ 暖房能力（定格）：４．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＬ－ＵＰ３６１ＢＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機
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ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311054019
ビル用マルチエアコン 床置形 ローボーイ埋込タイプ ＭＭＬ－ＵＰ４５１ＢＨ １．７馬力 冷房能力（定格）：４．５
ｋＷ 暖房能力（定格）：５．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＬ－ＵＰ４５１ＢＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311054020
ビル用マルチエアコン 床置形 ローボーイ埋込タイプ ＭＭＬ－ＵＰ５６１ＢＨ ２．０馬力 冷房能力（定格）：５．６
ｋＷ 暖房能力（定格）：６．３ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＬ－ＵＰ５６１ＢＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311054021
ビル用マルチエアコン 床置形 ローボーイ埋込タイプ ＭＭＬ－ＵＰ７１１ＢＨ ２．５馬力 冷房能力（定格）：７．１
ｋＷ 暖房能力（定格）：８．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＬ－ＵＰ７１１ＢＨ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311054022
ビル用マルチエアコン 床置形 サイドタイプ ＭＭＬ－ＵＰ２８１Ｈ １．０馬力 冷房能力（定格）：２．８ｋＷ 暖房
能力（定格）：３．２ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＬ－ＵＰ２８１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311054023
ビル用マルチエアコン 床置形 サイドタイプ ＭＭＬ－ＵＰ４５１Ｈ １．７馬力 冷房能力（定格）：４．５ｋＷ 暖房
能力（定格）：５．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＬ－ＵＰ４５１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

ビル用マルチエアコン【公表価格】 5311054024
ビル用マルチエアコン 床置形 サイドタイプ ＭＭＬ－ＵＰ７１１Ｈ ２．５馬力 冷房能力（定格）：７．１ｋＷ 暖房
能力（定格）：８．０ｋＷ 東芝キヤリア

ビル用マルチエアコン ＭＭＬ－ＵＰ７１１Ｈ 台 999 × ○ 5311 空気調和機

換気扇 3409010480 換気扇 住宅用換気扇 居間用 （一般形） 自動式　排気 羽根径２００ｍｍ 住宅用換気扇　居間用　一般形 自動式　排気　羽根径２００ｍｍ 台 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010482 換気扇 住宅用換気扇 居間用 （一般形） 自動式　排気 羽根径２５０ｍｍ 住宅用換気扇　居間用　一般形 自動式　排気　羽根径２５０ｍｍ 台 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010484 換気扇 住宅用換気扇 居間用 （一般形） 自動式　排気 羽根径３００ｍｍ 住宅用換気扇　居間用　一般形 自動式　排気　羽根径３００ｍｍ 台 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

換気扇 3409010514 換気扇 住宅用換気扇 一般住宅用 （一般形） 連動式　排気 羽根径１５０ｍｍ 住宅用換気扇　一般住宅用一般形 連動式　排気　羽根径１５０ｍｍ 台 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

空気清浄機【公表価格】 5313021002
空気清浄機 ポラリス 天井設置型 ＲＦＳＪＰＦ６４ 集じん効率：計数法０．３μｍ　９８％ 高３１０ｍｍ×幅５７０
ｍｍ×奥行５７０ｍｍ トルネックス

空気清浄機　トルネックス ＲＦＳＪＰＦ６４ 台 999 × ○ 5313 空気浄化装置

空気清浄機【公表価格】 5313021004
空気清浄機 ポラリス 天井設置型 ＲＦＳＪＰＦ６０ 集じん効率：計数法０．３μｍ　９８％ 高３１０ｍｍ×幅５７０
ｍｍ×奥行５７０ｍｍ トルネックス

空気清浄機　トルネックス ＲＦＳＪＰＦ６０ 台 999 × ○ 5313 空気浄化装置

空気清浄機【公表価格】 5313022002
空気清浄機 パルクリーン 天井カセット型 ＭＫＣＷ 集じん効率：計数法０．３μｍ　ターボ：７６％　強：８１％
中：８５％　弱：９２％ 高３９５ｍｍ×幅９５０ｍｍ×奥行９５０ｍｍ ミドリ安全エア・クオリティ

空気清浄機　ミドリ安全 ＭＫＣＷ 台 999 × ○ 5313 空気浄化装置

空気清浄機【公表価格】 5313022522
空気清浄機 電子式エアクリーナ 天井埋込型　スタンダードタイプ ＦＪ１１０Ｅ１３０Ｗ 集じん効率：計数法０．８
μｍ　９９％ 高３９０ｍｍ×幅７４５ｍｍ×奥行６７０ｍｍ Ｊ．Ｇ．コーポレーション

空気清浄機　Ｊ．Ｇ ＦＪ１１０Ｅ１３０Ｗ 台 999 × ○ 5313 空気浄化装置

空気清浄機【公表価格】 5313022524
空気清浄機 電子式エアクリーナ 天井埋込型　スタンダードタイプ ＦＪ２２０Ｅ１３０Ｗ 集じん効率：計数法０．８
μｍ　９９％ 高３９０ｍｍ×幅９３５ｍｍ×奥行６７０ｍｍ Ｊ．Ｇ．コーポレーション

空気清浄機　Ｊ．Ｇ ＦＪ２２０Ｅ１３０Ｗ 台 999 × ○ 5313 空気浄化装置

空気清浄機【公表価格】 5313022526
空気清浄機 電子式エアクリーナ 天井埋込型　スタンダードタイプ ＦＪ３３０Ｅ１３０Ｗ 集じん効率：計数法０．８
μｍ　９８％ 高３９０ｍｍ×幅１，１２５ｍｍ×奥行６７０ｍｍ Ｊ．Ｇ．コーポレーション

空気清浄機　Ｊ．Ｇ ＦＪ３３０Ｅ１３０Ｗ 台 999 × ○ 5313 空気浄化装置

空気清浄機【公表価格】 5313022528
空気清浄機 電子式エアクリーナ 天井埋込型　スタンダードタイプ ＦＪ４００Ｅ１３０Ｗ 集じん効率：計数法０．８
μｍ　９９％ 高３９０ｍｍ×幅１，３１５ｍｍ×奥行６７０ｍｍ Ｊ．Ｇ．コーポレーション

空気清浄機　Ｊ．Ｇ ＦＪ４００Ｅ１３０Ｗ 台 999 × ○ 5313 空気浄化装置

空気清浄機【公表価格】 5313022530
空気清浄機 電子式エアクリーナ 天井埋込型　スタンダードタイプ ＦＪ４５０Ｅ１３０Ｗ 集じん効率：計数法０．８
μｍ　９８％ 高３９０ｍｍ×幅１，３１５ｍｍ×奥行６７０ｍｍ Ｊ．Ｇ．コーポレーション

空気清浄機　Ｊ．Ｇ ＦＪ４５０Ｅ１３０Ｗ 台 999 × ○ 5313 空気浄化装置
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空気清浄機【公表価格】 5313022538
空気清浄機 電子式エアクリーナ 天井吊下形　スタンダードタイプ ＦＪ２５０Ｂ２０１ 集じん効率：計数法０．８μ
ｍ　９９％ 高２８０ｍｍ×幅８１５ｍｍ×奥行７５０ｍｍ Ｊ．Ｇ．コーポレーション

空気清浄機　Ｊ．Ｇ ＦＪ２５０Ｂ２０１ 台 999 × ○ 5313 空気浄化装置

空気清浄機【公表価格】 5313022540
空気清浄機 電子式エアクリーナ 天井吊下形　スタンダードタイプ Ｆ７５Ｂ４０１ 集じん効率：計数法０．８μｍ
９９％ 高２８０ｍｍ×幅１，４５０ｍｍ×奥行７５０ｍｍ Ｊ．Ｇ．コーポレーション

空気清浄機　Ｊ．Ｇ Ｆ７５Ｂ４０１ 台 999 × ○ 5313 空気浄化装置

空気清浄機【公表価格】 5313022542
空気清浄機 電子式エアクリーナ 床置形　スタンダードタイプ ＦＪ２５６Ａ１００ 集じん効率：計数法０．８μｍ
９８％ 高１，６５８ｍｍ×幅６３０ｍｍ×奥行３００ｍｍ Ｊ．Ｇ．コーポレーション

空気清浄機　Ｊ．Ｇ ＦＪ２５６Ａ１００ 台 999 × ○ 5313 空気浄化装置

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041054 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径２２５ｍｍ×厚０．５ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径２２５ｍｍ　Ｔ０．５　Ｌ４ｍ ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041056 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径２５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径２５０ｍｍ　Ｔ０．５　Ｌ４ｍ ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041058 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径２７５ｍｍ×厚０．５ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径２７５ｍｍ　Ｔ０．５　Ｌ４ｍ ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041060 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径３００ｍｍ×厚０．５ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径３００ｍｍ　Ｔ０．５　Ｌ４ｍ ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041062 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径６００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径６００ｍｍ　Ｔ０．８　Ｌ４ｍ ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041064 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径６５０ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径６５０ｍｍ　Ｔ０．６　Ｌ４ｍ ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041066 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径７００ｍｍ×厚０．６ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径７００ｍｍ　Ｔ０．６　Ｌ４ｍ ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041076 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径８００ｍｍ×厚１．０ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径８００ｍｍ　Ｔ１　Ｌ４ｍ ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041068 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径８５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径８５０ｍｍ　Ｔ０．８　Ｌ４ｍ ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041070 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径９００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径９００ｍｍ　Ｔ０．８　Ｌ４ｍ ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041072 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径９５０ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径９５０ｍｍ　Ｔ０．８　Ｌ４ｍ ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501041074 スパイラルダクト（亜鉛引き） 直管　４ｍ 口径１，０００ｍｍ×厚０．８ｍｍ 亜鉛引きスパイラルダクト　直管 径１０００ｍｍ　Ｔ０．８Ｌ４ｍ ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042054 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径１００ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径１００ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042056 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径１２５ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径１２５ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042058 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径１５０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042060 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径１７５ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径１７５ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042062 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径２００ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径２００ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042064 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径２２５ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径２２５ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042066 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径２５０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042068 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径２７５ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径２７５ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042070 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径３００ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径３００ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042072 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径３２５ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径３２５ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042074 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径３５０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042076 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径３７５ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径３７５ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042078 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径４００ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径４００ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042080 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径４５０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042082 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径５００ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径５００ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042084 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径５５０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042086 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径６００ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径６００ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042088 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径６５０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042090 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径７００ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径７００ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042092 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径７５０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042094 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径８００ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径８００ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト
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スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042096 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径８５０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042098 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径９００ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径９００ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042100 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径９５０ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径９５０ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

スパイラルダクト（亜鉛引き） 5501042102 スパイラルダクト（亜鉛引き） キャップ 口径１，０００ｍｍ 亜鉛引スパイラルダクトキャップ 径１０００ｍｍ 個 999 × ○ 5501 ダクト

塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕
様）

5501012002 塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径１５０Ａ 外径１６５ｍｍ×肉厚２．５ｍｍ×長４．０ｍ 塩ビ製円形脱臭用ダクト 呼び径１５０Ａ　外径１６５ 本 999 × ○ 5501 ダクト

塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕
様）

5501012004 塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径２００Ａ 外径２１６ｍｍ×肉厚２．５ｍｍ×長４．０ｍ 塩ビ製円形脱臭用ダクト 呼び径２００Ａ　外径２１６ 本 999 × ○ 5501 ダクト

塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕
様）

5501012006 塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径２５０Ａ 外径２６７ｍｍ×肉厚３．０ｍｍ×長４．０ｍ 塩ビ製円形脱臭用ダクト 呼び径２５０Ａ　外径２６７ 本 999 × ○ 5501 ダクト

塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕
様）

5501012008 塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径３００Ａ 外径３１８ｍｍ×肉厚３．０ｍｍ×長４．０ｍ 塩ビ製円形脱臭用ダクト 呼び径３００Ａ　外径３１８ 本 999 × ○ 5501 ダクト

塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕
様）

5501012010 塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径３５０Ａ 外径３７０ｍｍ×肉厚３．５ｍｍ×長４．０ｍ 塩ビ製円形脱臭用ダクト 呼び径３５０Ａ　外径３７０ 本 999 × ○ 5501 ダクト

塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕
様）

5501012012 塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径４００Ａ 外径４２０ｍｍ×肉厚４．０ｍｍ×長４．０ｍ 塩ビ製円形脱臭用ダクト 呼び径４００Ａ　外径４２０ 本 999 × ○ 5501 ダクト

塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕
様）

5501012014 塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径４５０Ａ 外径４７０ｍｍ×肉厚４．５ｍｍ×長４．０ｍ 塩ビ製円形脱臭用ダクト 呼び径４５０Ａ　外径４７０ 本 999 × ○ 5501 ダクト

塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕
様）

5501012016 塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径５００Ａ 外径５２０ｍｍ×肉厚５．０ｍｍ×長４．０ｍ 塩ビ製円形脱臭用ダクト 呼び径５００Ａ　外径５２０ 本 999 × ○ 5501 ダクト

塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕
様）

5501012018 塩ビ製円形脱臭用ダクト（日本下水道事業団仕様） 呼び径６００Ａ 外径６１２ｍｍ×肉厚６．０ｍｍ×長２．０ｍ 塩ビ製円形脱臭用ダクト 呼び径６００Ａ　外径６１２ 本 999 × ○ 5501 ダクト

吹出口 5503041200 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１００×Ｗ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041202 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１５０×Ｗ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041204 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041206 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041208 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ３５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503041210 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041212 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041214 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041216 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041218 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ４５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041220 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041222 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041224 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041226 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041228 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041230 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041232 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041234 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041236 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ５５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041238 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041240 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041242 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041244 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503041246 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041248 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041250 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041252 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041254 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041256 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041258 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041260 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６５０×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041262 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ６５０×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041264 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041266 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041268 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041270 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041272 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041274 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041276 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７００×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041278 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７００×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041280 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503041282 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041284 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041286 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041288 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041290 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７５０×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041292 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７５０×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041294 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７５０×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041296 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ７５０×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041298 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041300 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041302 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041304 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041306 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041308 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041310 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８００×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041312 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８００×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041314 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８００×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041316 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８００×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503041318 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041320 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041322 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041324 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041326 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041328 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041330 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041332 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041334 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041336 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041338 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ８５０×Ｗ８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041340 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041342 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041344 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041346 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041348 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041350 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041352 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503041354 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041356 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041358 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041360 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041362 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９００×Ｗ９００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041364 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041366 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041368 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041370 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041372 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041374 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041376 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041378 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041380 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041382 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041384 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041386 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ９００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041388 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ９５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ９５０×Ｗ９５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503041390 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041392 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041394 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041396 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041398 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041400 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041402 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041404 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041406 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041408 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041410 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041412 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ９００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041414 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ９５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ９５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503041416 吹出口 ユニバーサル形 Ｖ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１，０００ｍｍ ユニバーサル吹出口　Ｖ Ｈ１０００×Ｗ１０００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042200 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１００×Ｗ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042202 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１５０×Ｗ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042204 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042206 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503042208 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ３５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042210 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042212 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042214 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042216 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042218 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ４５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042220 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042222 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042224 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042226 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042228 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042230 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042232 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042234 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042236 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ５５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042238 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042240 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042242 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503042244 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042246 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042248 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042250 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042252 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042254 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042256 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042258 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042260 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６５０×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042262 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ６５０×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042264 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042266 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042268 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042270 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042272 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042274 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042276 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７００×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042278 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７００×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503042280 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042282 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042284 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042286 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042288 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042290 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７５０×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042292 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７５０×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042294 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７５０×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042296 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ７５０×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042298 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042300 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042302 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042304 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042306 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042308 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042310 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８００×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042312 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８００×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042314 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８００×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503042316 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８００×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042318 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042320 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042322 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042324 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042326 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042328 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042330 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042332 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042334 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042336 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042338 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ８５０×Ｗ８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042340 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042342 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042344 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042346 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042348 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042350 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503042352 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042354 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042356 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042358 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042360 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042362 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９００×Ｗ９００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042364 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042366 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042368 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042370 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042372 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042374 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042376 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042378 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042380 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042382 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042384 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042386 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ９００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503042388 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ９５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ９５０×Ｗ９５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042390 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042392 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042394 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042396 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042398 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042400 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042402 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042404 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042406 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042408 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042410 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042412 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ９００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042414 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ９５０ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ９５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503042416 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１，０００ｍｍ ユニバーサル吹出口　ＶＨ Ｈ１０００×Ｗ１０００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043200 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１００×Ｗ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043202 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１５０×Ｗ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043204 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503043206 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043208 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ３５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043210 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043212 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043214 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043216 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043218 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ４５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043220 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043222 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043224 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043226 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043228 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043230 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043232 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043234 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043236 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ５５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043238 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043240 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503043242 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043244 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043246 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043248 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043250 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043252 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043254 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043256 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043258 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043260 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６５０×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043262 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ６５０×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043264 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043266 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043268 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043270 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043272 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043274 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043276 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７００×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503043278 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７００×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043280 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043282 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043284 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043286 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043288 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043290 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７５０×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043292 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７５０×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043294 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７５０×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043296 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ７５０×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043298 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043300 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043302 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043304 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043306 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043308 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043310 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８００×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043312 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８００×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503043314 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８００×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043316 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８００×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043318 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043320 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043322 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043324 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043326 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043328 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043330 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043332 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043334 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043336 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043338 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ８５０×Ｗ８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043340 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043342 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043344 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043346 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043348 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503043350 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043352 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043354 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043356 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043358 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043360 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043362 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９００×Ｗ９００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043364 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043366 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043368 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043370 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043372 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043374 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043376 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043378 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043380 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043382 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043384 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503043386 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ９００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043388 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ９５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ９５０×Ｗ９５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043390 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043392 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043394 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043396 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043398 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043400 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043402 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043404 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043406 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043408 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043410 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043412 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ９００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043414 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ９５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ９５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503043416 吹出口 ユニバーサル形 ＶＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１，０００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＳ Ｈ１０００×Ｗ１０００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044200 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１００ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１００×Ｗ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044202 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１５０×Ｗ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503044204 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１２５ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１５０×Ｗ１２５ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044206 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１５０ｍｍ ×Ｗ１５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１５０×Ｗ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044208 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ３５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ３５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044210 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044212 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044214 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044216 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044218 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ４５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ４５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044220 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044222 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044224 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044226 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044228 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044230 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044232 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044234 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044236 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ５５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ５５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044238 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503044240 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044242 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044244 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044246 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044248 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044250 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044252 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044254 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044256 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044258 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044260 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６５０×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044262 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ６５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ６５０×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044264 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044266 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044268 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044270 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044272 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044274 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503044276 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７００×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044278 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７００×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044280 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044282 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044284 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044286 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044288 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044290 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７５０×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044292 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７５０×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044294 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７５０×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044296 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ７５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ７５０×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044298 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044300 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044302 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044304 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044306 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044308 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044310 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８００×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503044312 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８００×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044314 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８００×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044316 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８００×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044318 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044320 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044322 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044324 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044326 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044328 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044330 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044332 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044334 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044336 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044338 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ８５０ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ８５０×Ｗ８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044340 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044342 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044344 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044346 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503044348 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044350 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044352 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044354 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044356 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044358 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044360 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044362 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９００ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９００×Ｗ９００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044364 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044366 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044368 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044370 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044372 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044374 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044376 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044378 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044380 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044382 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503044384 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044386 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ９００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044388 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ９５０ｍｍ ×Ｗ９５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ９５０×Ｗ９５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044390 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ３５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044392 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ４００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044394 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ４５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044396 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ５００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044398 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ５５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044400 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ６００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ６００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044402 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ６５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ６５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044404 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ７００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ７００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044406 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ７５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ７５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044408 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ８００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ８００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044410 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ８５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ８５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044412 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ９００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ９００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044414 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ９５０ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ９５０ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503044416 吹出口 ユニバーサル形 ＶＨＳ Ｈ１，０００ｍｍ ×Ｗ１，０００ｍｍ シャッター付き ユニバーサル吹出口　ＶＨＳ Ｈ１０００×Ｗ１０００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503051130 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長４，５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ４５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口
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吹出口 5503051140 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｓ 長５，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｓ Ｌ５０００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503052130 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長４，５００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ４５００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503052140 吹出口 線状吹出口 ＢＬ－Ｄ 長５，０００ｍｍ 線状吹出口　ＢＬ－Ｄ Ｌ５０００ｍｍ 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503061070 吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃３７．５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 Ｃ２　♯３７．５　ＳＥＤ付き 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503061080 吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃４０（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 Ｃ２　♯４０　ＳＥＤ付き 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503061090 吹出口 シーリングディフューザー形 Ｃ２ ＃４５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 Ｃ２　♯４５　ＳＥＤ付き 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503062070 吹出口 シーリングディフューザー形 ＣＡ ＃３７．５（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 ＣＡ　♯３７．５　ＳＥＤ付き 個 999 × ○ 5503 通気口

吹出口 5503062080 吹出口 シーリングディフューザー形 ＣＡ ＃４０（ＳＥＤ付き） シーリングディフューザ形吹出口 ＣＡ　♯４０　ＳＥＤ付き 個 999 × ○ 5503 通気口

ダンパー（矩形） 5509011130 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011132 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011134 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011136 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ２００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011138 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ２００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011140 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ２００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011142 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ２５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011144 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ２５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011146 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ２５０×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011148 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ２５０×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509011150 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ３００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011152 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ３００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011154 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ３００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011156 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ３００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011158 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ３５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011160 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ３５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011162 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ３５０×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011164 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ３５０×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011166 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ３５０×Ｈ３００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011168 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ３５０×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011170 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ４００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011172 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ４００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011174 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ４００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011176 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ４００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011178 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ４００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011180 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ４５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011182 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ４５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011184 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ４５０×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509011186 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ４５０×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011188 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ４５０×Ｈ３００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011190 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ４５０×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011192 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ４５０×Ｈ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011194 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ４５０×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011196 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ５００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011198 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ５００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011200 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ５００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011202 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ５００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011204 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ５００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011206 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ５００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011208 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ６００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011210 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ６００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011212 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ６００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011214 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ６００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011216 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ６００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011218 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ７００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011220 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ７００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509011222 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ７００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011224 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ７００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011226 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ７００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011228 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ８００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011230 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ８００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011232 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ８００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011234 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ８００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011236 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ８００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011238 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ９００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011240 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ９００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011242 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ９００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011244 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ９００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011246 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１０００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011248 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１０００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011250 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１０００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011252 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１０００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011254 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１１００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011256 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１１００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

3889 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ダンパー（矩形） 5509011258 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１１００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011260 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１２００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011262 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１２００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011264 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１２００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011266 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１３００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011268 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１３００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011270 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１３００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011272 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１４００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011274 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１４００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011276 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１５００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011278 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１５００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011280 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１６００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011282 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１６００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011284 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１８００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011286 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ１８００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509011288 ダンパー（矩形） 風量調整ダンパー ＶＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 風量調整ダンパー（ＶＤ） Ｗ２０００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021130 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021132 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509021134 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021136 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ２００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021138 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ２００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021140 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ２００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021142 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ２５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021144 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ２５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021146 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ２５０×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021148 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ２５０×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021150 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ３００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021152 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ３００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021154 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ３００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021156 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ３００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021158 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ３５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021160 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ３５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021162 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ３５０×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021164 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ３５０×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021166 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ３５０×Ｈ３００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021168 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ３５０×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509021170 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ４００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021172 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ４００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021174 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ４００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021176 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ４００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021178 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ４００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021180 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ４５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021182 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ４５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021184 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ４５０×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021186 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ４５０×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021188 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ４５０×Ｈ３００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021190 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ４５０×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021192 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ４５０×Ｈ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021194 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ４５０×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021196 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ５００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021198 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ５００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021200 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ５００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021202 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ５００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021204 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ５００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509021206 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ５００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021208 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ６００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021210 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ６００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021212 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ６００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021214 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ６００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021216 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ６００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021218 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ７００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021220 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ７００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021222 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ７００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021224 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ７００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021226 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ７００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021228 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ８００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021230 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ８００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021232 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ８００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021234 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ８００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021236 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ８００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021238 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ９００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021240 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ９００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509021242 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ９００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021244 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ９００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021246 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１０００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021248 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１０００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021250 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１０００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021252 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１０００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021254 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１１００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021256 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１１００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021258 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１１００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021260 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１２００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021262 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１２００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021264 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１２００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021266 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１３００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021268 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１３００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021270 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１３００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021272 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１４００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021274 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１４００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021276 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１５００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509021278 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１５００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021280 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１６００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021282 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１６００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021284 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１８００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021286 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ１８００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509021288 ダンパー（矩形） 防火ダンパー ＦＤ Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火ダンパー（ＦＤ） Ｗ２０００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031130 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031132 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031134 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031136 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ２００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031138 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ２００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031140 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ２００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031142 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ２５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031144 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ２５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031146 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ２５０×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031148 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ２５０×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031150 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ３００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031152 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ３００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509031154 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ３００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031156 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ３００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031158 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031160 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031162 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031164 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031166 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ３００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031168 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031170 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031172 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031174 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031176 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031178 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031180 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031182 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031184 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031186 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031188 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ３００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509031190 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031192 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031194 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031196 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031198 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031200 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031202 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031204 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031206 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031208 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031210 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031212 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031214 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031216 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031218 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031220 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031222 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031224 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509031226 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031228 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031230 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031232 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031234 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031236 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031238 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031240 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031242 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031244 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031246 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031248 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031250 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031252 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031254 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031256 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031258 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031260 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509031262 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031264 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031266 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031268 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031270 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031272 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031274 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031276 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031278 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031280 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１６００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031282 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１６００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031284 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１８００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031286 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ１８００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509031288 ダンパー（矩形） 防煙ダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防煙ダンパー（自動） Ｗ２０００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041130 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041132 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041134 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041136 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ２００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509041138 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ２００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041140 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ２００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041142 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ２５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041144 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ２５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041146 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ２５０×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041148 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ２５０×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041150 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ３００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041152 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ３００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041154 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ３００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041156 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ３００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041158 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041160 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041162 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041164 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041166 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ３００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041168 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041170 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041172 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509041174 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041176 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041178 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041180 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041182 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041184 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041186 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041188 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ３００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041190 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041192 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041194 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041196 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041198 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041200 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041202 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041204 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041206 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041208 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509041210 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041212 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041214 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041216 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041218 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041220 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041222 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041224 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041226 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041228 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041230 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041232 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041234 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041236 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041238 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041240 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041242 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041244 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509041246 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041248 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041250 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041252 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041254 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041256 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041258 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041260 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041262 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041264 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041266 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041268 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041270 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041272 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041274 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041276 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041278 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041280 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１６００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509041282 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１６００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041284 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１８００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041286 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ１８００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509041288 ダンパー（矩形） 防火・防煙ダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ 防火・防煙ダンパー（自動） Ｗ２０００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051130 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051132 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051134 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051136 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ２００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051138 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ２００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051140 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ２００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051142 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ２５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051144 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ２５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051146 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ２５０×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051148 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ２５０×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051150 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ３００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051152 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ３００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051154 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ３００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051156 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ３００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509051158 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051160 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051162 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051164 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051166 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ３００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051168 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ３５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ３５０×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051170 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051172 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051174 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051176 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051178 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ４００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051180 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051182 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051184 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051186 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051188 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ３００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051190 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051192 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ４００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509051194 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ４５０ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ４５０×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051196 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ１００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051198 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051200 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051202 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051204 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051206 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ５００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051208 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051210 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051212 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051214 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051216 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ６００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051218 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051220 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051222 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051224 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051226 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ７００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ７００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051228 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ１５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ１５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー
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ダンパー（矩形） 5509051230 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051232 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051234 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051236 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ８００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051238 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051240 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051242 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051244 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ９００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ９００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051246 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２００ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ２００ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051248 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051250 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051252 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１０００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051254 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051256 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051258 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，１００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１１００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051260 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051262 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051264 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，２００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１２００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

3907 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ダンパー（矩形） 5509051266 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ２５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051268 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051270 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，３００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１３００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051272 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051274 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，４００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１４００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051276 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051278 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１５００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051280 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１６００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051282 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，６００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１６００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051284 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ３５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１８００×Ｈ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051286 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ１，８００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ１８００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダンパー（矩形） 5509051288 ダンパー（矩形） ピストンダンパー （自動） Ｗ２，０００ｍｍ×Ｈ４５０ｍｍ ピストンダンパー（自動） Ｗ２０００×Ｈ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 5509 ダンパー

ダクト用部材 5501101002 ダクト用部材 共板工法 ダクト部材 コーナー金具 １．２ｔ 共板工法ダクト部材 コーナー金具　１．２ｔ 個 999 × ○ 5501 ダクト

ダクト用部材 5501101004 ダクト用部材 共板工法 ダクト部材 フランジ押え金具 １．０ｔ 共板工法ダクト部材 フランジ押え金具　１ｔ 個 999 × ○ 5501 ダクト

ダクト用部材 5501101006 ダクト用部材 共板工法 ダクト部材 コーナー金具 １．６ｔ 共板工法ダクト部材 コーナー金具　１．６ｔ 個 999 × ○ 5501 ダクト

ダクト用部材 5501102002 ダクト用部材 スライド工法 ダクト部材 フランジ ０．６ｔ×１９幅 スライド工法ダクト部材 フランジ　０．６ｔ×１９幅 ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

ダクト用部材 5501102004 ダクト用部材 スライド工法 ダクト部材 フランジ １．０ｔ×２０幅 スライド工法ダクト部材 フランジ　１ｔ×２０幅 ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

ダクト用部材 5501102006 ダクト用部材 スライド工法 ダクト部材 コーナー金具 ２．０ｔ×１８幅 スライド工法ダクト部材 コーナー金具　２ｔ×１８幅 個 999 × ○ 5501 ダクト
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ダクト用部材 5501102008 ダクト用部材 スライド工法 ダクト部材 コーナー金具 ２．３ｔ×１８幅 スライド工法ダクト部材 コーナー金具　２．３ｔ×１８幅 個 999 × ○ 5501 ダクト

ダクト用部材 5501102010 ダクト用部材 スライド工法 ダクト部材 コーナー金具 ２．６ｔ×１８幅 スライド工法ダクト部材 コーナー金具　２．６ｔ×１８幅 個 999 × ○ 5501 ダクト

ダクト用部材 5501102012 ダクト用部材 スライド工法 ダクト部材 フランジ押え金具 ３０ｍｍ幅 スライド工法ダクト部材 フランジ押え金具　３０ｍｍ幅 個 999 × ○ 5501 ダクト

ダクト用部材 5501103002 ダクト用部材 フランジ用ガスケット ３ｔ×２５幅 フランジ用ガスケット ３ｔ×２５幅 ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

ダクト用部材 5501103004 ダクト用部材 フランジ用ガスケット ３ｔ×３０幅 フランジ用ガスケット ３ｔ×３０幅 ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

ダクト用部材 5501103006 ダクト用部材 フランジ用ガスケット ３ｔ×４０幅 フランジ用ガスケット ３ｔ×４０幅 ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

ダクト用部材 5501103008 ダクト用部材 フランジ用ガスケット ５ｔ×１５幅 フランジ用ガスケット ５ｔ×１５幅 ｍ 999 × ○ 5501 ダクト

自動調整弁―ブランド品― 5603401002 自動調整弁 複式ストレーナ ＫＷ１－Ｇ２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ ベン 複式ストレーナ ＫＷ１－Ｇ２　呼び径２０ 個 999 × ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603401004 自動調整弁 複式ストレーナ ＫＷ１－Ｇ２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ ベン 複式ストレーナ ＫＷ１－Ｇ２　呼び径２５ 個 999 × ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603401006 自動調整弁 複式ストレーナ ＫＷ１－Ｇ２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ベン 複式ストレーナ ＫＷ１－Ｇ２　呼び径３２ 個 999 × ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603401008 自動調整弁 複式ストレーナ ＫＷ１－Ｇ２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ベン 複式ストレーナ ＫＷ１－Ｇ２　呼び径４０ 個 999 × ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603401010 自動調整弁 複式ストレーナ ＫＷ１－Ｇ２ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ベン 複式ストレーナ ＫＷ１－Ｇ２　呼び径５０ 個 999 × ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603402002 自動調整弁 複式ストレーナ ＳＷ－１０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２０ ヨシタケ 複式ストレーナ ＳＷ－１０　呼び径２０ 個 999 × ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603402004 自動調整弁 複式ストレーナ ＳＷ－１０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径２５ ヨシタケ 複式ストレーナ ＳＷ－１０　呼び径２５ 個 999 × ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603402006 自動調整弁 複式ストレーナ ＳＷ－１０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径３２ ヨシタケ 複式ストレーナ ＳＷ－１０　呼び径３２ 個 999 × ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603402008 自動調整弁 複式ストレーナ ＳＷ－１０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径４０ ヨシタケ 複式ストレーナ ＳＷ－１０　呼び径４０ 個 999 × ○ 5603 自動制御機器（空調）

自動調整弁―ブランド品― 5603402010 自動調整弁 複式ストレーナ ＳＷ－１０ １．０ＭＰａ　フランジ 呼び径５０ ヨシタケ 複式ストレーナ ＳＷ－１０　呼び径５０ 個 999 × ○ 5603 自動制御機器（空調）

ボールタップ 5103024172 ボールタップ 一般用ボールタップ（銅玉） （複式） フランジ 呼び径１２５ｍｍ 最高使用温度：６０℃ ボールタップ　一般用（銅玉） 複式　フランジ　１２５ｍｍ 個 999 × ○ 5103 水栓器具
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ボールタップ 5103024260 ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） ネジ 呼び径１３ｍｍ 最高使用温度：１００℃ ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉） 複式　ネジ　１３ｍｍ 個 999 × ○ 5103 水栓器具

ボールタップ 5103024262 ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） ネジ 呼び径２０ｍｍ 最高使用温度：１００℃ ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉） 複式　ネジ　２０ｍｍ 個 999 × ○ 5103 水栓器具

ボールタップ 5103024252 ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） フランジ 呼び径６５ｍｍ 最高使用温度：１００℃ ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉） 複式　フランジ　６５ｍｍ 個 999 × ○ 5103 水栓器具

ボールタップ 5103024255 ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） フランジ 呼び径８０ｍｍ 最高使用温度：１００℃ ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉） 複式　フランジ　８０ｍｍ 個 999 × ○ 5103 水栓器具

ボールタップ 5103024264 ボールタップ 耐熱用ボールタップ（ＳＵＳ玉） （複式） フランジ 呼び径１００ｍｍ 最高使用温度：１００℃ ボールタップ耐熱用（ＳＵＳ玉） 複式　フランジ　１００ｍｍ 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103032002 定水位弁 ストレート型 ネジ 呼び径２５ｍｍ 副弁無し 定水位弁　ストレート型 ネジ　２５ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103032004 定水位弁 ストレート型 ネジ 呼び径３２ｍｍ 副弁無し 定水位弁　ストレート型 ネジ　３２ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103032006 定水位弁 ストレート型 ネジ 呼び径４０ｍｍ 副弁無し 定水位弁　ストレート型 ネジ　４０ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103032008 定水位弁 ストレート型 ネジ 呼び径５０ｍｍ 副弁無し 定水位弁　ストレート型 ネジ　５０ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103036002 定水位弁 ストレート型 フランジ 呼び径６５ｍｍ 副弁無し 定水位弁　ストレート型 フランジ　６５ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103036004 定水位弁 ストレート型 フランジ 呼び径８０ｍｍ 副弁無し 定水位弁　ストレート型 フランジ　８０ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103036006 定水位弁 ストレート型 フランジ 呼び径１００ｍｍ 副弁無し 定水位弁　ストレート型 フランジ　１００ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103036008 定水位弁 ストレート型 フランジ 呼び径１２５ｍｍ 副弁無し 定水位弁　ストレート型 フランジ　１２５ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103036010 定水位弁 ストレート型 フランジ 呼び径１５０ｍｍ 副弁無し 定水位弁　ストレート型 フランジ　１５０ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103036012 定水位弁 ストレート型 フランジ 呼び径２００ｍｍ 副弁無し 定水位弁　ストレート型 フランジ　２００ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103033002 定水位弁 アングル型 ネジ 呼び径２５ｍｍ 副弁無し 定水位弁　アングル型 ネジ　２５ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103033004 定水位弁 アングル型 ネジ 呼び径３２ｍｍ 副弁無し 定水位弁　アングル型 ネジ　３２ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103033006 定水位弁 アングル型 ネジ 呼び径４０ｍｍ 副弁無し 定水位弁　アングル型 ネジ　４０ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具
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定水位弁 5103033008 定水位弁 アングル型 ネジ 呼び径５０ｍｍ 副弁無し 定水位弁　アングル型 ネジ　５０ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103037002 定水位弁 アングル型 フランジ 呼び径６５ｍｍ 副弁無し 定水位弁　アングル型 フランジ　６５ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103037004 定水位弁 アングル型 フランジ 呼び径７５ｍｍ 副弁無し 定水位弁　アングル型 フランジ　７５ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103037006 定水位弁 アングル型 フランジ 呼び径１００ｍｍ 副弁無し 定水位弁　アングル型 フランジ　１００ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103037010 定水位弁 アングル型 フランジ 呼び径１５０ｍｍ 副弁無し 定水位弁　アングル型 フランジ　１５０ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

定水位弁 5103037012 定水位弁 アングル型 フランジ 呼び径２００ｍｍ 副弁無し 定水位弁　アングル型 フランジ　２００ｍｍ　副弁無し 個 999 × ○ 5103 水栓器具

エコキュート【公表価格】 3409085500
エコキュート ＣＵＦ－Ｅ３７Ｆ３ 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き １缶式　プレミアムエコキュート 年間給
湯保温効率：４．０ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８６０ｍｍ インター
ホンリモコンセット付 積水ホームテクノ

エコキュート　一般地仕様 ＣＵＦ－Ｅ３７Ｆ３ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085502
エコキュート ＣＵＦ－Ｅ４６Ｆ３ 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き １缶式　プレミアムエコキュート 年間給
湯保温効率：３．９ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅７００ｍｍ×奥行７９５ｍｍ×高１，８５０ｍｍ インター
ホンリモコンセット付 積水ホームテクノ

エコキュート　一般地仕様 ＣＵＦ－Ｅ４６Ｆ３ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085504
エコキュート ＣＵＦ－３７Ｆ１ 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き １缶式　ハイグレードタイプ 年間給湯保温
効率：３．３ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８６０ｍｍ インターホンリ
モコンセット付 積水ホームテクノ

エコキュート　一般地仕様 ＣＵＦ－３７Ｆ１ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085506
エコキュート ＣＵＦ－３７Ｆ２ 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き，エマージェンシーストップ機能付 １缶式
ハイグレードタイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×
高１，８６０ｍｍ インターホンリモコンセット付 積水ホームテクノ

エコキュート　一般地仕様 ＣＵＦ－３７Ｆ２ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085508
エコキュート ＣＵＦ－４６Ｆ１ 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き １缶式　ハイグレードタイプ 年間給湯保温
効率：３．３ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅７００ｍｍ×奥行７９５ｍｍ×高１，８５０ｍｍ インターホンリ
モコンセット付 積水ホームテクノ

エコキュート　一般地仕様 ＣＵＦ－４６Ｆ１ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085510
エコキュート ＣＵＦ－Ｅ３７Ｆ１ 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き １缶式　高圧力パワフル給湯・ハイグ
レードタイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，
８６０ｍｍ インターホンリモコンセット付 積水ホームテクノ

エコキュート　一般地仕様 ＣＵＦ－Ｅ３７Ｆ１ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085512
エコキュート ＣＵＦ－Ｅ４６Ｆ１ 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き １缶式　高圧力パワフル給湯・ハイグ
レードタイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅７００ｍｍ×奥行７９５ｍｍ×高１，
８５０ｍｍ インターホンリモコンセット付 積水ホームテクノ

エコキュート　一般地仕様 ＣＵＦ－Ｅ４６Ｆ１ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085514
エコキュート ＣＵＦ－３７ＷＦ１ 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き ２缶式　高圧力パワフル給湯・薄型・省
スペースタイプ 年間給湯保温効率：３．０ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅１，０９０ｍｍ×奥行４５０ｍｍ×
高１，８９０ｍｍ インターホンリモコンセット付 積水ホームテクノ

エコキュート　一般地仕様 ＣＵＦ－３７ＷＦ１ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085516
エコキュート ＣＵＦ－４６ＷＦ１ 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き ２缶式　高圧力パワフル給湯・薄型・省
スペースタイプ 年間給湯保温効率：３．０ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅１，０９０ｍｍ×奥行４５０ｍｍ×
高２，２２５ｍｍ インターホンリモコンセット付 積水ホームテクノ

エコキュート　一般地仕様 ＣＵＦ－４６ＷＦ１ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085524
エコキュート ＣＵＦ－３７Ｆ２Ｋ 寒冷地仕様 フルオートタイプ・追い炊き，エマージェンシーストップ機能付 １缶
式　ハイグレードタイプ 寒冷地年間給湯保温効率：２．８ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７
３０ｍｍ×高１，８６０ｍｍ インターホンリモコンセット付 積水ホームテクノ

エコキュート　寒冷地仕様 ＣＵＦ－３７Ｆ２Ｋ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085528
エコキュート ＣＵＦ－４６Ｆ２Ｋ 寒冷地仕様 フルオートタイプ・追い炊き，エマージェンシーストップ機能付 １缶
式　ハイグレードタイプ 寒冷地年間給湯保温効率：２．８ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅７００ｍｍ×奥行７
９５ｍｍ×高１，８５０ｍｍ インターホンリモコンセット付 積水ホームテクノ

エコキュート　寒冷地仕様 ＣＵＦ－４６Ｆ２Ｋ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085530
エコキュート ＣＵＳ－３７Ｆ１ 一般地仕様 スタンダードタイプ・高温さし湯 １缶式　セミオートタイプ 年間給湯効
率：３．２ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８６０ｍｍ インターホンリモ
コンセット付 積水ホームテクノ

エコキュート　一般地仕様 ＣＵＳ－３７Ｆ１ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット
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エコキュート【公表価格】 3409085532
エコキュート ＣＵＳ－４６Ｆ１ 一般地仕様 スタンダードタイプ・高温さし湯 １缶式　セミオートタイプ 年間給湯効
率：３．２ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅７００ｍｍ×奥行７９５ｍｍ×高１，８５０ｍｍ インターホンリモ
コンセット付 積水ホームテクノ

エコキュート　一般地仕様 ＣＵＳ－４６Ｆ１ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409082365
エコキュート ＣＨＰ－３７ＡＹ４ＪＪ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ，追い炊き　受注生産品 貯湯ユニット屋外形
ハイグレードタイプ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８６０ｍｍ インター
ホンリモコンセット付 コロナ

エコキュート耐重塩害　インター ＣＨＰ－３７ＡＹ２ＪＪ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409082367
エコキュート ＣＨＰ－４６ＡＹ４ＪＪ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ，追い炊き　受注生産品 貯湯ユニット屋外形
ハイグレードタイプ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅７００ｍｍ×奥行７９５ｍｍ×高１，８５０ｍｍ インター
ホンリモコンセット付 コロナ

エコキュート耐重塩害　インター ＣＨＰ－４６ＡＹ２ＪＪ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409082372
エコキュート ＣＨＰ－３７ＮＹ４Ｋ 寒冷地仕様 給湯専用タイプ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×
奥行７３０ｍｍ×高１，８６０ｍｍ 台所リモコン付属 コロナ

エコキュート　寒冷地仕様 ＣＨＰ－３７ＮＹ２Ｋ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409082373
エコキュート ＣＨＰ－４６ＮＹ４Ｋ 寒冷地仕様 給湯専用タイプ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅７００ｍｍ×
奥行７９５ｍｍ×高１，８５０ｍｍ 台所リモコン付属 コロナ

エコキュート　寒冷地仕様 ＣＨＰ－４６ＮＹ２Ｋ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409082200
エコキュート ＣＨＰ－４６ＡＴＸ３ 一般地仕様 フルオートタイプ，追い炊き 多機能タイプ タンク容量：４６０ｌ
タンク寸法：幅７００ｍｍ×奥行７９５ｍｍ×高１，８７０ｍｍ 床暖房機能付 インターホンリモコンセット付 コロナ

エコキュート　一般地仕様 ＣＨＰ－４６ＡＴＸ３ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409082202
エコキュート ＣＨＰ－４６ＡＴＸ３Ｋ 寒冷地仕様 フルオートタイプ，追い炊き 多機能タイプ タンク容量：４６０ｌ
タンク寸法：幅７００ｍｍ×奥行７９５ｍｍ×高１，８７０ｍｍ 床暖房機能付 インターホンリモコンセット付 コロナ

エコキュート　寒冷地仕様 ＣＨＰ－４６ＡＴＸ３Ｋ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083054
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＢＸ－Ｉ 一般地仕様 井戸水対応　フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：
３．３ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８２５ｍｍ リモコン別途 長府製
作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－３７０３ＢＸ－Ｉ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083056
エコキュート ＥＨＰ－４６０３ＢＸ－Ｉ 一般地仕様 井戸水対応　フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：
３．４ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製
作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－４６０３ＢＸ－Ｉ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083058
エコキュート ＥＨＰ－３７０３Ａ－Ｉ－Ｅ２ 耐重塩害仕様 井戸水対応　給湯専用タイプ スリムタイプ 年間給湯保温
効率：３．３ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途
長府製作所

エコキュート　耐重塩害仕様 ＥＨＰ－３７０３Ａ－Ｉ－Ｅ２ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083060
エコキュート ＥＨＰ－４６０３Ｂ－Ｉ－Ｅ２ 耐重塩害仕様 井戸水対応　給湯専用タイプ 角型タイプ 年間給湯保温効
率：３．３ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長
府製作所

エコキュート　耐重塩害仕様 ＥＨＰ－４６０３Ｂ－Ｉ－Ｅ２ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083062
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＡＺ－Ｈ 一般地仕様 減災対応フルオートタイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：
３．５ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製
作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－３７０３ＡＺ－Ｈ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083064
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＢＺＰＳ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ　高圧パワー給湯 年間給湯保温効
率：４．０ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８２５ｍｍ リモコン別途 長
府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－３７０３ＢＺＰＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083066
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＡＺＰＳ 一般地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ　高圧パワー給湯 年間給湯保温
効率：３．８ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途
長府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－３７０３ＡＺＰＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083068
エコキュート ＥＨＰ－４６０３ＢＺＰＳ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ　高圧パワー給湯 年間給湯保温効
率：３．８ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長
府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－４６０３ＢＺＰＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083070
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＡＺＰ 一般地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ　高圧パワー給湯 年間給湯保温効
率：３．５ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長
府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－３７０３ＡＺＰ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083072
エコキュート ＥＨＰ－４６０３ＢＺＰ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ　高圧パワー給湯 年間給湯保温効
率：３．４ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長
府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－４６０３ＢＺＰ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083074
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＡＺ 一般地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：３．５ タンク
容量：３７０ｌ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－３７０３ＡＺ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット
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エコキュート【公表価格】 3409083076
エコキュート ＥＨＰ－４６０３ＢＺ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．４ タンク容
量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－４６０３ＢＺ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083078
エコキュート ＥＨＰ－５５０３ＢＺ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．１ タンク容
量：５５０ｌ タンク寸法：幅７００ｍｍ×奥行８００ｍｍ×高２，０３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－５５０３ＢＺ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083080
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＣＸＰ 一般地仕様 フルオートタイプ 薄型タイプ　高圧パワー給湯 年間給湯保温効
率：３．０ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅１，０９０ｍｍ×奥行４４５ｍｍ×高１，８４０ｍｍ リモコン別途
長府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－３７０３ＣＸＰ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083082
エコキュート ＥＨＰ－４６０３ＣＸＰ 一般地仕様 フルオートタイプ 薄型タイプ　高圧パワー給湯 年間給湯保温効
率：３．０ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅１，１９０ｍｍ×奥行４９５ｍｍ×高１，８４０ｍｍ リモコン別途
長府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－４６０３ＣＸＰ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083084
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＡＸ 一般地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク
容量：３７０ｌ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－３７０３ＡＸ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083086
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＢＸ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容
量：３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８２５ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－３７０３ＢＸ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083088
エコキュート ＥＨＰ－４６０３ＢＸ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．４ タンク容
量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－４６０３ＢＸ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083090
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＢＸ－Ｍ エマージェンシーストップ機能 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温
効率：３．３ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８２５ｍｍ リモコン別途
長府製作所

エコキュートＥＭＧストップ機能 ＥＨＰ－３７０３ＢＸ－Ｍ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083092
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＡＥ 一般地仕様 ｅオートタイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容
量：３７０ｌ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－３７０３ＡＥ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083094
エコキュート ＥＨＰ－４６０３ＢＥ 一般地仕様 ｅオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容
量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－４６０３ＢＥ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083096
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＢＡ オートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容量：３７０ｌ タ
ンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８２５ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＢＡ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083098
エコキュート ＥＨＰ－４６０３ＢＡ オートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容量：４６０ｌ タ
ンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート ＥＨＰ－４６０３ＢＡ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083100
エコキュート ＥＨＰ－３７０３Ａ 一般地仕様 給湯専用タイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容
量：３７０ｌ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－３７０３Ａ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083102
エコキュート ＥＨＰ－４６０３Ｂ 一般地仕様 給湯専用タイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．３ タンク容量：
４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　一般地仕様 ＥＨＰ－４６０３Ｂ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083104
エコキュート ＥＨＰ－５５０３ＢＺ－Ｅ２ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．１
タンク容量：５５０ｌ タンク寸法：幅７００ｍｍ×奥行８００ｍｍ×高２，０３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　耐重塩害仕様 ＥＨＰ－５５０３ＢＺ－Ｅ２ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083106
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＣＸＰ－Ｅ２ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ 薄型タイプ　高圧パワー給湯 年間給湯
保温効率：３．０ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅１，０９０ｍｍ×奥行４４５ｍｍ×高１，８４０ｍｍ リモコ
ン別途 長府製作所

エコキュート　耐重塩害仕様 ＥＨＰ－３７０３ＣＸＰ－Ｅ２ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083108
エコキュート ＥＨＰ－４６０３ＣＸＰ－Ｅ２ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ 薄型タイプ　高圧パワー給湯 年間給湯
保温効率：３．０ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅１，１９０ｍｍ×奥行４９５ｍｍ×高１，８４０ｍｍ リモコ
ン別途 長府製作所

エコキュート　耐重塩害仕様 ＥＨＰ－４６０３ＣＸＰ－Ｅ２ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083110
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＡＸ－Ｅ２ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：３．３
タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　耐重塩害仕様 ＥＨＰ－３７０３ＡＸ－Ｅ２ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット
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エコキュート【公表価格】 3409083112
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＢＸ－Ｅ２ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．３
タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８２５ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　耐重塩害仕様 ＥＨＰ－３７０３ＢＸ－Ｅ２ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083114
エコキュート ＥＨＰ－４６０３ＢＸ－Ｅ２ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．４
タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　耐重塩害仕様 ＥＨＰ－４６０３ＢＸ－Ｅ２ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083116
エコキュート ＥＨＰ－３７０３Ａ－Ｅ２ 耐重塩害仕様 給湯専用タイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率：３．３ タ
ンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　耐重塩害仕様 ＥＨＰ－３７０３Ａ－Ｅ２ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083118
エコキュート ＥＨＰ－４６０３Ｂ－Ｅ２ 耐重塩害仕様 給湯専用タイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率：３．３ タン
ク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　耐重塩害仕様 ＥＨＰ－４６０３Ｂ－Ｅ２ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083120
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＢＸ－Ｉ－Ｋ 寒冷地仕様 井戸水対応　フルオートタイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯
保温効率：３．０ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８２５ｍｍ リモコン別
途 長府製作所

エコキュート　寒冷地仕様 ＥＨＰ－３７０３ＢＸ－Ｉ－Ｋ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083122
エコキュート ＥＨＰ－４６０３ＢＸ－Ｉ－Ｋ 寒冷地仕様 井戸水対応　フルオートタイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯
保温効率：３．０ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別
途 長府製作所

エコキュート　寒冷地仕様 ＥＨＰ－４６０３ＢＸ－Ｉ－Ｋ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083124
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＡＺＰ－Ｋ 寒冷地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ　高圧パワー給湯 寒冷地年間
給湯保温効率：３．１ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコ
ン別途 長府製作所

エコキュート　寒冷地仕様 ＥＨＰ－３７０３ＡＺＰ－Ｋ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083126
エコキュート ＥＨＰ－４６０３ＢＺＰ－Ｋ 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ　高圧パワー給湯 寒冷地年間給
湯保温効率：３．１ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン
別途 長府製作所

エコキュート　寒冷地仕様 ＥＨＰ－４６０３ＢＺＰ－Ｋ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083128
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＡＺ－Ｋ 寒冷地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 寒冷地年間給湯保温効率：３．
１ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅５６０ｍｍ×奥行６３０ｍｍ×高２，１３０ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　寒冷地仕様 ＥＨＰ－３７０３ＡＺ－Ｋ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083130
エコキュート ＥＨＰ－４６０３ＢＺ－Ｋ 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯保温効率：３．１
タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　寒冷地仕様 ＥＨＰ－４６０３ＢＺ－Ｋ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083132
エコキュート ＥＨＰ－３７０３ＢＸ－Ｋ 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯保温効率：３．０
タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，８２５ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　寒冷地仕様 ＥＨＰ－３７０３ＢＸ－Ｋ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083134
エコキュート ＥＨＰ－４６０３ＢＸ－Ｋ 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯保温効率：３．０
タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　寒冷地仕様 ＥＨＰ－４６０３ＢＸ－Ｋ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409083136
エコキュート ＥＨＰ－４６０３Ｂ－Ｋ 寒冷地仕様 給湯専用タイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯保温効率：２．９ タ
ンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１３７ｍｍ リモコン別途 長府製作所

エコキュート　寒冷地仕様 ＥＨＰ－４６０３Ｂ－Ｋ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084010
エコキュート ＨＷＨ－Ｂ３７６Ｈ 一般地仕様 フルオートタイプ パワフル給湯 年間給湯効率：３．３ タンク容量：
３７０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，７６０ｍｍ リモコン付 東芝キヤリア

エコキュート　一般地仕様 ＨＷＨ－Ｂ３７６Ｈ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084012
エコキュート ＨＷＨ－Ｂ４６６Ｈ 一般地仕様 フルオートタイプ パワフル給湯 年間給湯効率：３．３ タンク容量：
４６０ｌ タンク寸法：幅６３０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，０９４ｍｍ リモコン付 東芝キヤリア

エコキュート　一般地仕様 ＨＷＨ－Ｂ４６６Ｈ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084503
エコキュート ＢＨＰ－ＦＶ３７ＳＤ 一般地仕様 水道直圧給湯（フルオート） 標準タンク（高効率） 年間給湯保温効
率：３．９ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，７７１ｍｍ リモコン付 日立
グローバルライフソリューションズ

エコキュート　一般地仕様 ＢＨＰ－ＦＶ３７ＳＤ　３７０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084505
エコキュート ＢＨＰ－ＦＶ４６ＳＤ 一般地仕様 水道直圧給湯（フルオート） 標準タンク（高効率） 年間給湯保温効
率：３．８ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１０１ｍｍ リモコン付 日立
グローバルライフソリューションズ

エコキュート　一般地仕様 ＢＨＰ－ＦＶ４６ＳＤ　４６０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084507
エコキュート ＢＨＰ－ＦＳ３７ＳＨ 一般地仕様 （フルオート） 薄型タンク 年間給湯保温効率：３．０ タンク容
量：３７０ｌ タンク寸法：幅４２５ｍｍ×奥行１，３２０ｍｍ×高１，５６７ｍｍ リモコン付 日立グローバルライフ
ソリューションズ

エコキュート　一般地仕様 ＢＨＰ－ＦＳ３７ＳＨ　３７０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット
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エコキュート【公表価格】 3409084509
エコキュート ＢＨＰ－ＦＳ４６ＳＨ 一般地仕様 （フルオート） 薄型タンク 年間給湯保温効率：３．０ タンク容
量：４６０ｌ タンク寸法：幅４２５ｍｍ×奥行１，３２０ｍｍ×高１，８２７ｍｍ リモコン付 日立グローバルライフ
ソリューションズ

エコキュート　一般地仕様 ＢＨＰ－ＦＳ４６ＳＨ　４６０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084511
エコキュート ＢＨＰ－ＦＷ３７ＳＤ 一般地仕様 水道直圧給湯（フルオート） 標準タンク（井戸水対応） 年間給湯保
温効率：３．４ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，７７１ｍｍ リモコン付
日立グローバルライフソリューションズ

エコキュート　一般地仕様 ＢＨＰ－ＦＷ３７ＳＤ　３７０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084513
エコキュート ＢＨＰ－ＦＷ４６ＳＤ 一般地仕様 水道直圧給湯（フルオート） 標準タンク（井戸水対応） 年間給湯保
温効率：３．４ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１０１ｍｍ リモコン付
日立グローバルライフソリューションズ

エコキュート　一般地仕様 ＢＨＰ－ＦＷ４６ＳＤ　４６０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084515
エコキュート ＢＨＰ－ＦＷ３７ＳＤＫ 寒冷地仕様 水道直圧給湯（フルオート） 標準タンク（井戸水対応　寒冷地仕
様） 寒冷地年間給湯保温効率：２．９ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，７
７１ｍｍ リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ

エコキュート　寒冷地仕様 ＢＨＰＦＷ３７ＳＤＫ　３７０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084517
エコキュート ＢＨＰ－ＦＷ４６ＳＤＫ 寒冷地仕様 水道直圧給湯（フルオート） 標準タンク（井戸水対応　寒冷地仕
様） 寒冷地年間給湯保温効率：２．９ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１
０１ｍｍ リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ

エコキュート　寒冷地仕様 ＢＨＰＦＷ４６ＳＤＫ　４６０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084519
エコキュート ＢＨＰ－Ｆ３７ＳＤ 一般地仕様 水道直圧給湯（フルオート） 標準タンク 年間給湯保温効率：３．４
タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，７７１ｍｍ リモコン付 日立グローバルラ
イフソリューションズ

エコキュート　一般地仕様 ＢＨＰ－Ｆ３７ＳＤ　３７０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084521
エコキュート ＢＨＰ－Ｆ４６ＳＤ 一般地仕様 水道直圧給湯（フルオート） 標準タンク 年間給湯保温効率：３．４
タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１０１ｍｍ リモコン付 日立グローバルラ
イフソリューションズ

エコキュート　一般地仕様 ＢＨＰ－Ｆ４６ＳＤ　４６０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084523
エコキュート ＢＨＰ－Ｆ５６ＳＤ 一般地仕様 水道直圧給湯（フルオート） 標準タンク 年間給湯保温効率：３．１
タンク容量：５６０ｌ タンク寸法：幅７００ｍｍ×奥行８００ｍｍ×高２，０９５ｍｍ リモコン付 日立グローバルラ
イフソリューションズ

エコキュート　一般地仕様 ＢＨＰ－Ｆ５６ＳＤ　５６０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084525
エコキュート ＢＨＰ－Ｆ３７ＳＤＫ 寒冷地仕様 水道直圧給湯（フルオート） 標準タンク 寒冷地年間給湯保温効率：
３．０ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，７７１ｍｍ リモコン付 日立グ
ローバルライフソリューションズ

エコキュート　寒冷地仕様 ＢＨＰ－Ｆ３７ＳＤＫ　３７０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084527
エコキュート ＢＨＰ－Ｆ４６ＳＤＫ 寒冷地仕様 水道直圧給湯（フルオート） 標準タンク 寒冷地年間給湯保温効率：
２．９ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１０１ｍｍ リモコン付 日立グ
ローバルライフソリューションズ

エコキュート　寒冷地仕様 ＢＨＰ－Ｆ４６ＳＤＫ　４６０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084529
エコキュート ＢＨＰ－Ｆ３７ＳＵ 一般地仕様 フルオートタイプ 標準タンク 年間給湯保温効率：３．３ タンク容
量：３７０ｌ タンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，７７１ｍｍ リモコン付 日立グローバルライフソ
リューションズ

エコキュート　一般地仕様 ＢＨＰ－Ｆ３７ＳＵ　３７０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084531
エコキュート ＢＨＰ－Ｆ４６ＳＵ 一般地仕様 フルオートタイプ 標準タンク 年間給湯保温効率：３．３ タンク容
量：４６０ｌ タンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１０１ｍｍ リモコン付 日立グローバルライフソ
リューションズ

エコキュート　一般地仕様 ＢＨＰ－Ｆ４６ＳＵ　４６０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084533
エコキュート ＢＨＰ－Ｆ５６ＳＵ 一般地仕様 フルオートタイプ 標準タンク 年間給湯保温効率：３．０ タンク容
量：５６０ｌ タンク寸法：幅７００ｍｍ×奥行８００ｍｍ×高２，０９５ｍｍ リモコン付 日立グローバルライフソ
リューションズ

エコキュート　一般地仕様 ＢＨＰ－Ｆ５６ＳＵ　５６０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084535
エコキュート ＢＨＰ－Ｆ３７ＳＵＫ 寒冷地仕様 フルオートタイプ 標準タンク 寒冷地年間給湯保温効率：３．０ タ
ンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，７７１ｍｍ リモコン付 日立グローバルライ
フソリューションズ

エコキュート　寒冷地仕様 ＢＨＰ－Ｆ３７ＳＵＫ　３７０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084537
エコキュート ＢＨＰ－Ｆ４６ＳＵＫ 寒冷地仕様 フルオートタイプ 標準タンク 寒冷地年間給湯保温効率：２．９ タ
ンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１０１ｍｍ リモコン付 日立グローバルライ
フソリューションズ

エコキュート　寒冷地仕様 ＢＨＰ－Ｆ４６ＳＵＫ　４６０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084539
エコキュート ＢＨＰ－Ｆ５６ＳＵＫ 寒冷地仕様 フルオートタイプ 標準タンク 寒冷地年間給湯保温効率：２．８ タ
ンク容量：５６０ｌ タンク寸法：幅７００ｍｍ×奥行８００ｍｍ×高２，０９５ｍｍ リモコン付 日立グローバルライ
フソリューションズ

エコキュート　寒冷地仕様 ＢＨＰ－Ｆ５６ＳＵＫ　５６０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084541
エコキュート ＢＨＰ－ＺＡ３７ＳＵ 一般地仕様 給湯専用 標準タンク（オートストップ機能付） 年間給湯効率：３．
３ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，７７１ｍｍ リモコン付 日立グローバ
ルライフソリューションズ

エコキュート　一般地仕様 ＢＨＰ－ＺＡ３７ＳＵ　３７０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084543
エコキュート ＢＨＰ－ＺＡ４６ＳＵ 一般地仕様 給湯専用 標準タンク（オートストップ機能付） 年間給湯効率：３．
３ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１０１ｍｍ リモコン付 日立グローバ
ルライフソリューションズ

エコキュート　一般地仕様 ＢＨＰ－ＺＡ４６ＳＵ　４６０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット
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エコキュート【公表価格】 3409084545
エコキュート ＢＨＰ－Ｚ３７ＳＵ 一般地仕様 給湯専用 標準タンク 年間給湯効率：３．３ タンク容量：３７０ｌ タ
ンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高１，７７１ｍｍ リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ

エコキュート　一般地仕様 ＢＨＰ－Ｚ３７ＳＵ　３７０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409084547
エコキュート ＢＨＰ－Ｚ４６ＳＵ 一般地仕様 給湯専用 標準タンク 年間給湯効率：３．３ タンク容量：４６０ｌ タ
ンク寸法：幅６５０ｍｍ×奥行７３０ｍｍ×高２，１０１ｍｍ リモコン付 日立グローバルライフソリューションズ

エコキュート　一般地仕様 ＢＨＰ－Ｚ４６ＳＵ　４６０ｌ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085812
エコキュート ＨＥ－ＪＰＵ４６ＫＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ ＪＰシリーズ　パワフル高圧　屋外設置用 年間
給湯保温効率（ＪＩＳ）ふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を使用：３．９、年間給湯保温効率（ＪＩＳ）：３．７
タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高２，１７０ｍｍ リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－ＪＰＵ４６ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085814
エコキュート ＨＥ－ＪＰＵ３７ＫＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ ＪＰシリーズ　パワフル高圧　屋外設置用 年間
給湯保温効率（ＪＩＳ）ふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を使用：４．０、年間給湯保温効率（ＪＩＳ）：３．８
タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８１０ｍｍ リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－ＪＰＵ３７ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085776
エコキュート ＨＥ－ＪＵ４６ＫＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ Ｊシリーズ　パワフル高圧　屋外設置用 年間給湯
保温効率（ＪＩＳ）ふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を使用：３．５、年間給湯保温効率（ＪＩＳ）：３．４ タン
ク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高２，１７０ｍｍ リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－ＪＵ４６ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085778
エコキュート ＨＥ－ＪＵ３７ＫＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ Ｊシリーズ　パワフル高圧　屋外設置用 年間給湯
保温効率（ＪＩＳ）ふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を使用：３．５、年間給湯保温効率（ＪＩＳ）：３．４ タン
ク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８１０ｍｍ リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－ＪＵ３７ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085780
エコキュート ＨＥ－Ｊ４６ＫＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ Ｊシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効率（ＪＩ
Ｓ）ふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を使用：３．５、年間給湯保温効率（ＪＩＳ）：３．４ タンク容量：４６０
ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高２，１７０ｍｍ リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－Ｊ４６ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085782
エコキュート ＨＥ－Ｊ３７ＫＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ Ｊシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効率（ＪＩ
Ｓ）ふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を使用：３．５、年間給湯保温効率（ＪＩＳ）：３．４ タンク容量：３７０
ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８１０ｍｍ リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－Ｊ３７ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085784
エコキュート ＨＥ－Ｊ４６ＫＳＳ 一般地仕様 セミオートタイプ Ｊシリーズ　屋外設置用 年間給湯効率（ＪＩＳ）：
３．２ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高２，１７０ｍｍ リモコン別途 パナソ
ニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－Ｊ４６ＫＳＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085786
エコキュート ＨＥ－Ｊ３７ＫＳＳ 一般地仕様 セミオートタイプ Ｊシリーズ　屋外設置用 年間給湯効率（ＪＩＳ）：
３．２ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８１０ｍｍ リモコン別途 パナソ
ニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－Ｊ３７ＫＳＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085788
エコキュート ＨＥ－Ｊ４６ＫＺＳ 一般地仕様 給湯専用タイプ Ｊシリーズ　屋外設置用 年間給湯効率（ＪＩＳ）：
３．２ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高２，１７０ｍｍ リモコン付 パナソ
ニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－Ｊ４６ＫＺＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085790
エコキュート ＨＥ－Ｊ３７ＫＺＳ 一般地仕様 給湯専用タイプ Ｊシリーズ　屋外設置用 年間給湯効率（ＪＩＳ）：
３．２ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８１０ｍｍ リモコン付 パナソ
ニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－Ｊ３７ＫＺＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085804
エコキュート ＨＥ－Ｊ４６ＫＱＥＳ 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Ｊシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効率
（ＪＩＳ）ふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を使用：３．５、年間給湯保温効率（ＪＩＳ）：３．４ タンク容量：
４６０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高２，１７０ｍｍ リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地耐塩害仕様 ＨＥ－Ｊ４６ＫＱＥＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085806
エコキュート ＨＥ－Ｊ３７ＫＱＥＳ 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Ｊシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効率
（ＪＩＳ）ふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を使用：３．５、年間給湯保温効率（ＪＩＳ）：３．４ タンク容量：
３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８１０ｍｍ リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地耐塩害仕様 ＨＥ－Ｊ３７ＫＱＥＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085808
エコキュート ＨＥ－Ｊ４６ＫＺＥＳ 一般地耐塩害仕様 給湯専用タイプ Ｊシリーズ　屋外設置用 年間給湯効率（ＪＩ
Ｓ）：３．２ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高２，１７０ｍｍ リモコン付 パ
ナソニック

エコキュート　一般地耐塩害仕様 ＨＥ－Ｊ４６ＫＺＥＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085810
エコキュート ＨＥ－Ｊ３７ＫＺＥＳ 一般地耐塩害仕様 給湯専用タイプ Ｊシリーズ　屋外設置用 年間給湯効率（ＪＩ
Ｓ）：３．２ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８１０ｍｍ リモコン付 パ
ナソニック

エコキュート　一般地耐塩害仕様 ＨＥ－Ｊ３７ＫＺＥＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085816
エコキュート ＨＥ－ＮＵ４６ＫＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ Ｎシリーズ　パワフル高圧　屋外設置用 年間給湯
保温効率（ＪＩＳ）：３．６ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高２，１７０ｍｍ
リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－ＮＵ４６ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085818
エコキュート ＨＥ－ＮＵ３７ＫＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ Ｎシリーズ　パワフル高圧　屋外設置用 年間給湯
保温効率（ＪＩＳ）：３．６ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８１０ｍｍ
リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－ＮＵ３７ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット
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エコキュート【公表価格】 3409085820
エコキュート ＨＥ－Ｎ４６ＫＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ Ｎシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効率（ＪＩ
Ｓ）：３．６ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高２，１７０ｍｍ リモコン別途
パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－Ｎ４６ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085822
エコキュート ＨＥ－Ｎ３７ＫＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ Ｎシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効率（ＪＩ
Ｓ）：３．６ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８１０ｍｍ リモコン別途
パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－Ｎ３７ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085262
エコキュート ＨＥ－Ｎ４６ＫＱＥＳ 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Ｎシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効率
（ＪＩＳ）：３．６ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高２，１７０ｍｍ リモコン
別途 パナソニック

エコキュート　一般地耐塩害仕様 ＨＥ－Ｎ４６ＫＱＥＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085264
エコキュート ＨＥ－Ｎ３７ＫＱＥＳ 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Ｎシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効率
（ＪＩＳ）：３．６ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８１０ｍｍ リモコン
別途 パナソニック

エコキュート　一般地耐塩害仕様 ＨＥ－Ｎ３７ＫＱＥＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085168
エコキュート ＨＥ－ＷＵ４６ＨＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ Ｗシリーズ　パワフル高圧　薄型　屋外設置用 年
間給湯保温効率（ＪＩＳ）：３．０ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅１，０７８ｍｍ×奥行４４０ｍｍ×高２，
１９９ｍｍ リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－ＷＵ４６ＨＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085170
エコキュート ＨＥ－ＷＵ３７ＨＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ Ｗシリーズ　パワフル高圧　薄型　屋外設置用 年
間給湯保温効率（ＪＩＳ）：３．０ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅１，０７８ｍｍ×奥行４４０ｍｍ×高１，
８４３ｍｍ リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－ＷＵ３７ＨＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085172
エコキュート ＨＥ－Ｗ４６ＨＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ Ｗシリーズ　薄型　屋外設置用 年間給湯保温効率
（ＪＩＳ）：３．０ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅１，０７８ｍｍ×奥行４４０ｍｍ×高２，１９９ｍｍ リモ
コン別途 パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－Ｗ４６ＨＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085174
エコキュート ＨＥ－Ｗ３７ＨＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ Ｗシリーズ　薄型　屋外設置用 年間給湯保温効率
（ＪＩＳ）：３．０ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅１，０７８ｍｍ×奥行４４０ｍｍ×高１，８４３ｍｍ リモ
コン別途 パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－Ｗ３７ＨＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085102
エコキュート ＨＥ－Ｂ５６ＨＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ Ｂシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効率（ＪＩ
Ｓ）：３．３ タンク容量：５６０ｌ タンク寸法：幅７３２ｍｍ×奥行８１０ｍｍ×高２，０８６ｍｍ リモコン別途
パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－Ｂ５６ＨＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085258
エコキュート ＨＥ－Ｃ３０ＫＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ Ｃシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効率（ＪＩ
Ｓ）：３．０ タンク容量：３００ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，５３０ｍｍ リモコン別途
パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－Ｃ３０ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085260
エコキュート ＨＥ－Ｃ３０ＫＱＥＳ 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Ｃシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効率
（ＪＩＳ）：３．０ タンク容量：３００ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，５３０ｍｍ リモコン
別途 パナソニック

エコキュート　一般地耐塩害仕様 ＨＥ－Ｃ３０ＫＱＥＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085142
エコキュート ＨＥ－Ｖ２０ＨＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ Ｖシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効率（ＪＩ
Ｓ）：３．０ タンク容量：１９５ｌ タンク寸法：幅４４０ｍｍ×奥行５６０ｍｍ×高１，８９０ｍｍ リモコン別途
パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－Ｖ２０ＨＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085824

エコキュート ＨＥ－ＦＰＵ４６ＫＱＳ 寒冷地仕様 フルオートタイプ ＦＰシリーズ　パワフル高圧　屋外設置用 寒冷
地年間給湯保温効率（ＪＩＳ）ふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を使用：３．３、寒冷地年間給湯保温効率（ＪＩ
Ｓ）：３．２ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高２，１７０ｍｍ リモコン別途
パナソニック

エコキュート　寒冷地仕様 ＨＥ－ＦＰＵ４６ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085826

エコキュート ＨＥ－ＦＰＵ３７ＫＱＳ 寒冷地仕様 フルオートタイプ ＦＰシリーズ　パワフル高圧　屋外設置用 寒冷
地年間給湯保温効率（ＪＩＳ）ふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を使用：３．３、寒冷地年間給湯保温効率（ＪＩ
Ｓ）：３．２ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８１０ｍｍ リモコン別途
パナソニック

エコキュート　寒冷地仕様 ＨＥ－ＦＰＵ３７ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085792

エコキュート ＨＥ－ＦＵ４６ＫＱＳ 寒冷地仕様 フルオートタイプ Ｆシリーズ　パワフル高圧　屋外設置用 寒冷地年
間給湯保温効率（ＪＩＳ）ふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を使用：３．０、寒冷地年間給湯保温効率（ＪＩ
Ｓ）：２．９ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高２，１７０ｍｍ リモコン別途
パナソニック

エコキュート　寒冷地仕様 ＨＥ－ＦＵ４６ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085794

エコキュート ＨＥ－ＦＵ３７ＫＱＳ 寒冷地仕様 フルオートタイプ Ｆシリーズ　パワフル高圧　屋外設置用 寒冷地年
間給湯保温効率（ＪＩＳ）ふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を使用：３．０、寒冷地年間給湯保温効率（ＪＩ
Ｓ）：２．９ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８１０ｍｍ リモコン別途
パナソニック

エコキュート　寒冷地仕様 ＨＥ－ＦＵ３７ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085796
エコキュート ＨＥ－Ｆ４６ＫＱＳ 寒冷地仕様 フルオートタイプ Ｆシリーズ　屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率
（ＪＩＳ）ふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を使用：３．０、寒冷地年間給湯保温効率（ＪＩＳ）：２．９ タンク
容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高２，１７０ｍｍ リモコン別途 パナソニック

エコキュート　寒冷地仕様 ＨＥ－Ｆ４６ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085798
エコキュート ＨＥ－Ｆ３７ＫＱＳ 寒冷地仕様 フルオートタイプ Ｆシリーズ　屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率
（ＪＩＳ）ふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を使用：３．０、寒冷地年間給湯保温効率（ＪＩＳ）：２．９ タンク
容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８１０ｍｍ リモコン別途 パナソニック

エコキュート　寒冷地仕様 ＨＥ－Ｆ３７ＫＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット
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エコキュート【公表価格】 3409085800
エコキュート ＨＥ－Ｆ４６ＫＱＥＳ 寒冷地耐塩害仕様 フルオートタイプ Ｆシリーズ　屋外設置用 寒冷地年間給湯保
温効率（ＪＩＳ）ふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を使用：３．０、寒冷地年間給湯保温効率（ＪＩＳ）：２．９
タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高２，１７０ｍｍ リモコン別途 パナソニック

エコキュート　寒冷地耐塩害仕様 ＨＥ－Ｆ４６ＫＱＥＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085802
エコキュート ＨＥ－Ｆ３７ＫＱＥＳ 寒冷地耐塩害仕様 フルオートタイプ Ｆシリーズ　屋外設置用 寒冷地年間給湯保
温効率（ＪＩＳ）ふろ熱回収機能（ぬくもりチャージ）を使用：３．０、寒冷地年間給湯保温効率（ＪＩＳ）：２．９
タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８１０ｍｍ リモコン別途 パナソニック

エコキュート　寒冷地耐塩害仕様 ＨＥ－Ｆ３７ＫＱＥＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085829
エコキュート ＨＥ－Ｆ４６ＫＺＭＳ 寒冷地仕様 給湯専用タイプ Ｆシリーズ　屋内設置用 寒冷地年間給湯効率（ＪＩ
Ｓ）：２．７ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高２，１７０ｍｍ リモコン付 パ
ナソニック

エコキュート　寒冷地仕様 ＨＥ－Ｆ４６ＫＺＭＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085831
エコキュート ＨＥ－Ｆ３７ＫＺＭＳ 寒冷地仕様 給湯専用タイプ Ｆシリーズ　屋内設置用 寒冷地年間給湯効率（ＪＩ
Ｓ）：２．７ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８１０ｍｍ リモコン付 パ
ナソニック

エコキュート　寒冷地仕様 ＨＥ－Ｆ３７ＫＺＭＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085210
エコキュート ＨＥ－Ｄ４６ＦＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ ＤＦシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効率（ＪＩ
Ｓ準拠）：３．０ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅７３２ｍｍ×奥行８１０ｍｍ×高１，８９０ｍｍ 床暖房機能
付 リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－Ｄ４６ＦＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085212
エコキュート ＨＥ－Ｄ３７ＦＱＳ 一般地仕様 フルオートタイプ ＤＦシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効率（ＪＩ
Ｓ準拠）：３．０ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８８０ｍｍ 床暖房機能
付 リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－Ｄ３７ＦＱＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085214
エコキュート ＨＥ－Ｄ４６ＦＱＥＳ 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ ＤＦシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効
率（ＪＩＳ準拠）：３．０ タンク容量：４６０ｌ タンク寸法：幅７３２ｍｍ×奥行８１０ｍｍ×高１，８９０ｍｍ 床
暖房機能付 リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地耐塩害仕様 ＨＥ－Ｄ４６ＦＱＥＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085216
エコキュート ＨＥ－Ｄ３７ＦＱＥＳ 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ ＤＦシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効
率（ＪＩＳ準拠）：３．０ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８８０ｍｍ 床
暖房機能付 リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地耐塩害仕様 ＨＥ－Ｄ３７ＦＱＥＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

エコキュート【公表価格】 3409085832
エコキュート ＨＥ－Ｄ３７ＦＹＳ 一般地仕様 フルオートタイプ ＤＦシリーズ　屋外設置用 年間給湯保温効率（ＪＩ
Ｓ準拠）：３．０ タンク容量：３７０ｌ タンク寸法：幅６００ｍｍ×奥行６８０ｍｍ×高１，８８０ｍｍ 床暖房・
ｉ・ミスト接続機能付 リモコン別途 パナソニック

エコキュート　一般地仕様 ＨＥ－Ｄ３７ＦＹＳ セット 999 × ○ 3409 家具・器具ユニット

消火栓装置 5905010128
消火栓装置 公共建築標準仕様型 屋内１号消火栓 （単独） ＨＢ－２Ａ 高１，０５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２３０ｍ
ｍ

公共建築標準仕様屋内１号消火栓 ＨＢ－２Ａ　単独 組 999 × ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010130
消火栓装置 公共建築標準仕様型 屋内１号消火栓 （放水口併設） ＨＢ－２Ａ 高１，０５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２
３０ｍｍ

公共建築標準仕様屋内１号消火栓 ＨＢ－２Ａ　放水口併設 組 999 × ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010132
消火栓装置 公共建築標準仕様型 屋内１号消火栓 （単独） ＨＢ－２Ｂ 高１，０５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２３０ｍ
ｍ

公共建築標準仕様屋内１号消火栓 ＨＢ－２Ｂ　単独 組 999 × ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010134
消火栓装置 公共建築標準仕様型 屋内１号消火栓 （放水口併設） ＨＢ－２Ｂ 高１，０５０ｍｍ×幅７５０ｍｍ×長２
３０ｍｍ

公共建築標準仕様屋内１号消火栓 ＨＢ－２Ｂ　放水口併設 組 999 × ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010136 消火栓装置 公共建築標準仕様型 高層階用格納箱 ＨＢ－１１Ａ 高１，４００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２３０ｍｍ 公共建築標準仕様　高層階格納箱 ＨＢ－１１Ａ 組 999 × ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010138 消火栓装置 公共建築標準仕様型 高層階用格納箱 ＨＢ－１１Ｂ 高１，４００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２３０ｍｍ 公共建築標準仕様　高層階格納箱 ＨＢ－１１Ｂ 組 999 × ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010140 消火栓装置 公共建築標準仕様型 高層階用格納箱 ＨＢ－１１ＡＤ 高１，４００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長３００ｍｍ 公共建築標準仕様　高層階格納箱 ＨＢ－１１ＡＤ 組 999 × ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010142 消火栓装置 公共建築標準仕様型 高層階用格納箱 ＨＢ－１１ＢＤ 高１，４００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長３００ｍｍ 公共建築標準仕様　高層階格納箱 ＨＢ－１１ＢＤ 組 999 × ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010144 消火栓装置 公共建築標準仕様型 放水口格納箱 ＨＢ－１２Ａ 高５００ｍｍ×幅４００ｍｍ×長２３０ｍｍ 公共建築標準仕様　放水口格納箱 ＨＢ－１２Ａ 組 999 × ○ 5905 消火設備
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消火栓装置 5905010146 消火栓装置 公共建築標準仕様型 放水口格納箱 ＨＢ－１２Ｂ 高５００ｍｍ×幅４００ｍｍ×長２３０ｍｍ 公共建築標準仕様　放水口格納箱 ＨＢ－１２Ｂ 組 999 × ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010156 消火栓装置 公共建築標準仕様型 屋外消火栓 （１段式） ＨＢ－２１ 高１，２００ｍｍ×幅９００ｍｍ×長２３０ｍｍ 公共建築標準仕様　屋外消火栓 ＨＢ－２１　１段式 組 999 × ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010158 消火栓装置 消火栓弁 （認定） 回転式　４０Ａ×４５° 消火栓弁（認定） 回転式　４０Ａ×４５度 個 999 × ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010160 消火栓装置 採水口 （埋込み） 双口　（１００ｍｍ×７５ｍｍ）×２ 消火栓　採水口 双口（１００×７５）×２　埋込 個 999 × ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010162 消火栓装置 採水口 （スタンド） 双口　１００ｍｍ×７５ｍｍ 消火栓　採水口 双口　１００×７５　スタンド 個 999 × ○ 5905 消火設備

消火栓装置 5905010164 消火栓装置 放水口 消火栓装置 放水口 個 999 × ○ 5905 消火設備

ちゅう房器具（汎用） 3405018005 ちゅう房器具（汎用） 流し台 ＢＬ認定品　天板ＳＵＳ 外寸法　幅１，２００×奥行５５０×高８００ｍｍ 流し台　ＢＬ認定品 １２００ｍｍ　天板ＳＵＳ 台 999 × ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用） 3405018010 ちゅう房器具（汎用） 流し台 ＢＬ認定品　天板ＳＵＳ 外寸法　幅１，５００×奥行５５０×高８００ｍｍ 流し台　ＢＬ認定品 １５００ｍｍ　天板ＳＵＳ 台 999 × ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用） 3405018015 ちゅう房器具（汎用） 流し台 ＢＬ認定品　天板ＳＵＳ 外寸法　幅１，８００×奥行５５０×高８００ｍｍ 流し台　ＢＬ認定品 １８００ｍｍ　天板ＳＵＳ 台 999 × ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用） 3405028005 ちゅう房器具（汎用） コンロ台 ＢＬ認定品　天板ＳＵＳ 外寸法　幅６００×奥行５５０×高６４０ｍｍ コンロ台　ＢＬ認定品 ６００ｍｍ　天板ＳＵＳ 台 999 × ○ 3405 厨房ユニット

ちゅう房器具（汎用） 3405028010 ちゅう房器具（汎用） コンロ台 ＢＬ認定品　天板ＳＵＳ 外寸法　幅７００×奥行５５０×高６４０ｍｍ コンロ台　ＢＬ認定品 ７００ｍｍ　天板ＳＵＳ 台 999 × ○ 3405 厨房ユニット

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010514 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ３３．５ｍｍ ３．０ｍ ボーリングロッド ３３．５ｍｍ　３ｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010502 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ３３．５ｍｍ １．５ｍ ボーリングロッド ３３．５ｍｍ　１．５ｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010546 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） ３３．５ｍｍ １．０ｍ ボーリングロッド ３３．５ｍｍ　１ｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010542 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） １０１ｍｍ ３．０ｍ ボーリングロッド １０１ｍｍ　３ｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105010544 ボーリング機具（一般用，大口径用） ボーリングロッド（カップリング付き） １５０ｍｍ ３．０ｍ ボーリングロッド １５０ｍｍ　３ｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105011002 ボーリング機具（一般用，大口径用） ロッドカップリング ３３．５ｍｍ ロッドカップリング ３３．５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105011521 ボーリング機具（一般用，大口径用） ウォータースイーベル ３３．５ｍｍ ウォータースイーベル ３３．５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012002 ボーリング機具（一般用，大口径用） ロッドホルダー ３３．５ｍｍ ロッドホルダー ３３．５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017413 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） ３６ｍｍ ダイヤモンドビットインプリ ３６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017415 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） ４６ｍｍ ダイヤモンドビットインプリ ４６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017402 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（ダブル） ４６ｍｍ ダイヤモンドビットインプリ ４６ｍｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017416 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） ５６ｍｍ ダイヤモンドビットインプリ ５６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017404 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（ダブル） ５６ｍｍ ダイヤモンドビットインプリ ５６ｍｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017417 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） ６６ｍｍ ダイヤモンドビットインプリ ６６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017406 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（ダブル） ６６ｍｍ ダイヤモンドビットインプリ ６６ｍｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017418 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） ７６ｍｍ ダイヤモンドビットインプリ ７６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017408 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（ダブル） ７６ｍｍ ダイヤモンドビットインプリ ７６ｍｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017419 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） ８６ｍｍ ダイヤモンドビットインプリ ８６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017410 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（ダブル） ８６ｍｍ ダイヤモンドビットインプリ ８６ｍｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017420 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） １０１ｍｍ ダイヤモンドビットインプリ １０１ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017412 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（ダブル） １０１ｍｍ ダイヤモンドビットインプリ １０１ｍｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017421 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） １１６ｍｍ ダイヤモンドビットインプリ １１６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017425 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンドビットインプリ（シングル） １４６ｍｍ ダイヤモンドビットインプリ １４６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016502 ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（シングル） ３６ｍｍ ４ｃｔ リーミングシェル ３６ｍｍ　４ｃｔ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016520 ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（ダブル） ４６ｍｍ ５ｃｔ リーミングシェル ４６ｍｍ　５ｃｔ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016522 ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（ダブル） ５６ｍｍ ５ｃｔ リーミングシェル ５６ｍｍ　５ｃｔ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016524 ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（ダブル） ６６ｍｍ ６ｃｔ リーミングシェル ６６ｍｍ　６ｃｔ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016526 ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（ダブル） ７６ｍｍ ７ｃｔ リーミングシェル ７６ｍｍ　７ｃｔ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016528 ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（ダブル） ８６ｍｍ ７ｃｔ リーミングシェル ８６ｍｍ　７ｃｔ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016530 ボーリング機具（一般用，大口径用） リーミングシェル（ダブル） １０１ｍｍ ９ｃｔ リーミングシェル １０１ｍｍ　９ｃｔ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018502 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンド サーフェイス用 ダイヤモンド サーフェイス用 ｃｔ 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018504 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンド インプリ用 ダイヤモンド インプリ用 ｃｔ 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018506 ボーリング機具（一般用，大口径用） ダイヤモンド リーミングシェル用 ダイヤモンド リーミングシェル用 ｃｔ 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018602 ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ４６ｍｍ シングル 脱石料 ４６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018604 ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ４６ｍｍ ダブル 脱石料 ４６ｍｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018606 ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ５６ｍｍ シングル 脱石料 ５６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018608 ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ５６ｍｍ ダブル 脱石料 ５６ｍｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018610 ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ６６ｍｍ シングル 脱石料 ６６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018612 ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ６６ｍｍ ダブル 脱石料 ６６ｍｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018614 ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ７６ｍｍ シングル 脱石料 ７６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018616 ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ７６ｍｍ ダブル 脱石料 ７６ｍｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018618 ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ８６ｍｍ シングル 脱石料 ８６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018620 ボーリング機具（一般用，大口径用） 脱石料 ８６ｍｍ ダブル 脱石料 ８６ｍｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018702 ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ４６ｍｍ シングル 表面硬装料 ４６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018704 ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ４６ｍｍ ダブル 表面硬装料 ４６ｍｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018706 ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ５６ｍｍ シングル 表面硬装料 ５６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018708 ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ５６ｍｍ ダブル 表面硬装料 ５６ｍｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018710 ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ６６ｍｍ シングル 表面硬装料 ６６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018712 ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ６６ｍｍ ダブル 表面硬装料 ６６ｍｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018714 ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ７６ｍｍ シングル 表面硬装料 ７６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018716 ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ７６ｍｍ ダブル 表面硬装料 ７６ｍｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018718 ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ８６ｍｍ シングル 表面硬装料 ８６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105018720 ボーリング機具（一般用，大口径用） 表面硬装料 ８６ｍｍ ダブル 表面硬装料 ８６ｍｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015020 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ４３ｍｍ １．５ｍ ケーシングチューブ ４３ｍｍ　１．５ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015022 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ５３ｍｍ １．５ｍ ケーシングチューブ ５３ｍｍ　１．５ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015024 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ６３ｍｍ １．５ｍ ケーシングチューブ ６３ｍｍ　１．５ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015040 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ６３ｍｍ １．０ｍ ケーシングチューブ ６３ｍｍ　１ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015026 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ７３ｍｍ １．５ｍ ケーシングチューブ ７３ｍｍ　１．５ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015042 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ７３ｍｍ １．０ｍ ケーシングチューブ ７３ｍｍ　１ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015028 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ８３ｍｍ １．５ｍ ケーシングチューブ ８３ｍｍ　１．５ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015044 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ８３ｍｍ １．０ｍ ケーシングチューブ ８３ｍｍ　１ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015030 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ９７ｍｍ １．５ｍ ケーシングチューブ ９７ｍｍ　１．５ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015046 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ ９７ｍｍ １．０ｍ ケーシングチューブ ９７ｍｍ　１ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015032 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １１２ｍｍ １．５ｍ ケーシングチューブ １１２ｍｍ　１．５ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015048 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １１２ｍｍ １．０ｍ ケーシングチューブ １１２ｍｍ　１ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015014 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １２７ｍｍ ３．０ｍ ケーシングチューブ １２７ｍｍ　３ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015066 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １２７ｍｍ １．５ｍ ケーシングチューブ １２７ｍｍ　１．５ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015050 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １２７ｍｍ １．０ｍ ケーシングチューブ １２７ｍｍ　１ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015016 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １４２ｍｍ ３．０ｍ ケーシングチューブ １４２ｍｍ　３ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015068 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １４２ｍｍ １．５ｍ ケーシングチューブ １４２ｍｍ　１．５ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015052 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングチューブ １４２ｍｍ １．０ｍ ケーシングチューブ １４２ｍｍ　１ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015202 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングスイベル ６３ｍｍ ケーシングスイベル ６３ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015204 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングスイベル ７３ｍｍ ケーシングスイベル ７３ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015206 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングスイベル ８３ｍｍ ケーシングスイベル ８３ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015208 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングスイベル ９７ｍｍ ケーシングスイベル ９７ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015210 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングスイベル １１２ｍｍ ケーシングスイベル １１２ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015212 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングスイベル １２７ｍｍ ケーシングスイベル １２７ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015214 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングスイベル １４２ｍｍ ケーシングスイベル １４２ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015302 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングヘッド ６３ｍｍ ケーシングヘッド ６３ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015304 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングヘッド ７３ｍｍ ケーシングヘッド ７３ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015306 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングヘッド ８３ｍｍ ケーシングヘッド ８３ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015308 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングヘッド ９７ｍｍ ケーシングヘッド ９７ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015310 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングヘッド １１２ｍｍ ケーシングヘッド １１２ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015312 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングヘッド １２７ｍｍ ケーシングヘッド １２７ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015314 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングヘッド １４２ｍｍ ケーシングヘッド １４２ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015512 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングシュー １２７ｍｍ ケーシングシュー １２７ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015514 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングシュー １４２ｍｍ ケーシングシュー １４２ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015402 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングメタルクラウン ６３ｍｍ ケーシングメタルクラウン ６３ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015404 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングメタルクラウン ７３ｍｍ ケーシングメタルクラウン ７３ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015406 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングメタルクラウン ８３ｍｍ ケーシングメタルクラウン ８３ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015408 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングメタルクラウン ９７ｍｍ ケーシングメタルクラウン ９７ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015410 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングメタルクラウン １１２ｍｍ ケーシングメタルクラウン １１２ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015412 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングメタルクラウン １２７ｍｍ ケーシングメタルクラウン １２７ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105015414 ボーリング機具（一般用，大口径用） ケーシングメタルクラウン １４２ｍｍ ケーシングメタルクラウン １４２ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013501 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル ４５ｍｍ コアシェル ４５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013516 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェル １４５ｍｍ コアシェル １４５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014001 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） ４５ｍｍ コアリフター ４５ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014025 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフター（シングル） １４５ｍｍ コアリフター １４５ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014501 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング ４５ｍｍ コアシェルカップリング ４５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014512 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング １１５ｍｍ コアシェルカップリング １１５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014513 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング １３０ｍｍ コアシェルカップリング １３０ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014514 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルカップリング １４５ｍｍ コアシェルカップリング １４５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014602 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート ４５ｍｍ コアシェルコンプリート ４５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014604 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート ５５ｍｍ コアシェルコンプリート ５５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014606 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート ６５ｍｍ コアシェルコンプリート ６５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014608 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート ７５ｍｍ コアシェルコンプリート ７５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014610 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート ８５ｍｍ コアシェルコンプリート ８５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014612 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート １００ｍｍ コアシェルコンプリート １００ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014614 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート １１５ｍｍ コアシェルコンプリート １１５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014616 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート １３０ｍｍ コアシェルコンプリート １３０ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014618 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアシェルコンプリート １４５ｍｍ コアシェルコンプリート １４５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014202 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフターケース ４５ｍｍ ダブルコアチューブ用 コアリフターケース ４５ｍｍ　ダブルコアチューブ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014204 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフターケース ５５ｍｍ ダブルコアチューブ用 コアリフターケース ５５ｍｍ　ダブルコアチューブ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014206 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフターケース ６５ｍｍ ダブルコアチューブ用 コアリフターケース ６５ｍｍ　ダブルコアチューブ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014208 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフターケース ７５ｍｍ ダブルコアチューブ用 コアリフターケース ７５ｍｍ　ダブルコアチューブ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014210 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフターケース ８５ｍｍ ダブルコアチューブ用 コアリフターケース ８５ｍｍ　ダブルコアチューブ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105014212 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアリフターケース １００ｍｍ ダブルコアチューブ用 コアリフターケース １００ｍｍ　ダブルコアチューブ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013002 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ３４ｍｍ ３．０ｍ コアチューブ ３４ｍｍ　３ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016010 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（ダブル） ３４ｍｍ １．５ｍ コアチューブ ３４ｍｍ　１．５ｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013038 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ４４ｍｍ １．５ｍ コアチューブ ４４ｍｍ　１．５ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016012 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（ダブル） ４４ｍｍ １．５ｍ コアチューブ ４４ｍｍ　１．５ｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013040 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ５４ｍｍ １．５ｍ コアチューブ ５４ｍｍ　１．５ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016014 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（ダブル） ５４ｍｍ １．５ｍ コアチューブ ５４ｍｍ　１．５ｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013042 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ６４ｍｍ １．５ｍ コアチューブ ６４ｍｍ　１．５ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016016 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（ダブル） ６４ｍｍ １．５ｍ コアチューブ ６４ｍｍ　１．５ｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013044 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ７４ｍｍ １．５ｍ コアチューブ ７４ｍｍ　１．５ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016018 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（ダブル） ７４ｍｍ １．５ｍ コアチューブ ７４ｍｍ　１．５ｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013046 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ８４ｍｍ １．５ｍ コアチューブ ８４ｍｍ　１．５ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105016020 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（ダブル） ８４ｍｍ １．５ｍ コアチューブ ８４ｍｍ　１．５ｍ　ダブル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013048 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ９９ｍｍ １．５ｍ コアチューブ ９９ｍｍ　１．５ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013050 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） １１４ｍｍ １．５ｍ コアチューブ １１４ｍｍ　１．５ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013068 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） １２９ｍｍ １．５ｍ コアチューブ １２９ｍｍ　１．５ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013070 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） １４４ｍｍ １．５ｍ コアチューブ １４４ｍｍ　１．５ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

3926 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013052 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ２００ｍｍ １．０ｍ コアチューブ ２００ｍｍ　１ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013054 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ２５０ｍｍ １．０ｍ コアチューブ ２５０ｍｍ　１ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013056 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ３００ｍｍ １．０ｍ コアチューブ ３００ｍｍ　１ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013058 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ３５０ｍｍ １．０ｍ コアチューブ ３５０ｍｍ　１ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013060 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ４００ｍｍ １．０ｍ コアチューブ ４００ｍｍ　１ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013062 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ４５０ｍｍ １．０ｍ コアチューブ ４５０ｍｍ　１ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013064 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ５００ｍｍ １．０ｍ コアチューブ ５００ｍｍ　１ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013066 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブ（シングル） ５５０ｍｍ １．０ｍ コアチューブ ５５０ｍｍ　１ｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013202 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング ４４ｍｍ カップリング本体含 コアチューブカップリング ４４ｍｍ　カップリング本体含 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013204 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング ５４ｍｍ カップリング本体含 コアチューブカップリング ５４ｍｍ　カップリング本体含 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013206 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング ６４ｍｍ カップリング本体含 コアチューブカップリング ６４ｍｍ　カップリング本体含 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013208 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング ７４ｍｍ カップリング本体含 コアチューブカップリング ７４ｍｍ　カップリング本体含 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013210 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング ８４ｍｍ カップリング本体含 コアチューブカップリング ８４ｍｍ　カップリング本体含 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013212 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング ９９ｍｍ カップリング本体含 コアチューブカップリング ９９ｍｍ　カップリング本体含 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013214 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング １１４ｍｍ カップリング本体含 コアチューブカップリング １１４ｍｍ　カップリング本体含 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013216 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング １２９ｍｍ カップリング本体含 コアチューブカップリング １２９ｍｍ　カップリング本体含 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105013218 ボーリング機具（一般用，大口径用） コアチューブカップリング １４４ｍｍ カップリング本体含 コアチューブカップリング １４４ｍｍ　カップリング本体含 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017708 ボーリング機具（一般用，大口径用） ドリルカラー ２００ｍｍ １．０ｍ ドリルカラー ２００ｍｍ　１ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017710 ボーリング機具（一般用，大口径用） ドリルカラー ２５０ｍｍ １．０ｍ ドリルカラー ２５０ｍｍ　１ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017712 ボーリング機具（一般用，大口径用） ドリルカラー ３００ｍｍ １．０ｍ ドリルカラー ３００ｍｍ　１ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017714 ボーリング機具（一般用，大口径用） ドリルカラー ３５０ｍｍ １．０ｍ ドリルカラー ３５０ｍｍ　１ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017716 ボーリング機具（一般用，大口径用） ドリルカラー ４００ｍｍ １．０ｍ ドリルカラー ４００ｍｍ　１ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017702 ボーリング機具（一般用，大口径用） ドリルカラー ４５０ｍｍ １．０ｍ ドリルカラー ４５０ｍｍ　１ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017704 ボーリング機具（一般用，大口径用） ドリルカラー ５００ｍｍ １．０ｍ ドリルカラー ５００ｍｍ　１ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017706 ボーリング機具（一般用，大口径用） ドリルカラー ５５０ｍｍ １．０ｍ ドリルカラー ５５０ｍｍ　１ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017802 ボーリング機具（一般用，大口径用） サブソケット ２００ｍｍ トリコンビット用 サブソケット ２００ｍｍ　トリコンビット用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017804 ボーリング機具（一般用，大口径用） サブソケット ２５０ｍｍ トリコンビット用 サブソケット ２５０ｍｍ　トリコンビット用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017806 ボーリング機具（一般用，大口径用） サブソケット ３００ｍｍ トリコンビット用 サブソケット ３００ｍｍ　トリコンビット用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017808 ボーリング機具（一般用，大口径用） サブソケット ３５０ｍｍ トリコンビット用 サブソケット ３５０ｍｍ　トリコンビット用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017810 ボーリング機具（一般用，大口径用） サブソケット ４００ｍｍ トリコンビット用 サブソケット ４００ｍｍ　トリコンビット用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017812 ボーリング機具（一般用，大口径用） サブソケット ４５０ｍｍ トリコンビット用 サブソケット ４５０ｍｍ　トリコンビット用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017814 ボーリング機具（一般用，大口径用） サブソケット ５００ｍｍ トリコンビット用 サブソケット ５００ｍｍ　トリコンビット用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017816 ボーリング機具（一般用，大口径用） サブソケット ５５０ｍｍ トリコンビット用 サブソケット ５５０ｍｍ　トリコンビット用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012502 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） ３６ｍｍ メタルクラウン ３６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105012519 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルクラウン（シングル） １４５ｍｍ メタルクラウン １４５ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017302 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルリーマ（シングル） ４６ｍｍ メタルリーマ ４６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017304 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルリーマ（シングル） ５６ｍｍ メタルリーマ ５６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017306 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルリーマ（シングル） ６６ｍｍ メタルリーマ ６６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017308 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルリーマ（シングル） ７６ｍｍ メタルリーマ ７６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017310 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルリーマ（シングル） ８６ｍｍ メタルリーマ ８６ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017312 ボーリング機具（一般用，大口径用） メタルリーマ（シングル） １０１ｍｍ メタルリーマ １０１ｍｍ　シングル 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017102 ボーリング機具（一般用，大口径用） ウィングビット ２００ｍｍ ウィングビット ２００ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017104 ボーリング機具（一般用，大口径用） ウィングビット ２５０ｍｍ ウィングビット ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017106 ボーリング機具（一般用，大口径用） ウィングビット ３００ｍｍ ウィングビット ３００ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017108 ボーリング機具（一般用，大口径用） ウィングビット ３５０ｍｍ ウィングビット ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017110 ボーリング機具（一般用，大口径用） ウィングビット ４００ｍｍ ウィングビット ４００ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017112 ボーリング機具（一般用，大口径用） ウィングビット ４５０ｍｍ ウィングビット ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017114 ボーリング機具（一般用，大口径用） ウィングビット ５００ｍｍ ウィングビット ５００ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017116 ボーリング機具（一般用，大口径用） ウィングビット ５５０ｍｍ ウィングビット ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017202 ボーリング機具（一般用，大口径用） トリコンビット（ツースタイプ） ２００ｍｍ トリコンビット（ツースタイプ） ２００ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017204 ボーリング機具（一般用，大口径用） トリコンビット（ツースタイプ） ２５０ｍｍ トリコンビット（ツースタイプ） ２５０ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017206 ボーリング機具（一般用，大口径用） トリコンビット（ツースタイプ） ３００ｍｍ トリコンビット（ツースタイプ） ３００ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017208 ボーリング機具（一般用，大口径用） トリコンビット（ツースタイプ） ３５０ｍｍ トリコンビット（ツースタイプ） ３５０ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017210 ボーリング機具（一般用，大口径用） トリコンビット（ツースタイプ） ４００ｍｍ トリコンビット（ツースタイプ） ４００ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017212 ボーリング機具（一般用，大口径用） トリコンビット（ツースタイプ） ４５０ｍｍ トリコンビット（ツースタイプ） ４５０ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017214 ボーリング機具（一般用，大口径用） トリコンビット（ツースタイプ） ５００ｍｍ トリコンビット（ツースタイプ） ５００ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（一般用，大口径用） 6105017216 ボーリング機具（一般用，大口径用） トリコンビット（ツースタイプ） ５５０ｍｍ トリコンビット（ツースタイプ） ５５０ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019342 ボーリング機具（アンカー工法） ロッド（アンカー用） 径６０Ｔ　Ｌ＝１．５ｍ ロッド（アンカー用） 径６０Ｔ　Ｌ＝１．５ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019344 ボーリング機具（アンカー工法） ロッド（アンカー用） 径９０Ｔ　Ｌ＝１．５ｍ ロッド（アンカー用） 径９０Ｔ　Ｌ＝１．５ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019159 ボーリング機具（アンカー工法） クリーニングアダプター １６５ｍｍ用 クリーニングアダプター １６５ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019212 ボーリング機具（アンカー工法） ウォータースイーベル ９５ｍｍ用（９０ｍｍ）単管用 ウォータースイーベル ９５ｍｍ用　単管用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019214 ボーリング機具（アンカー工法） ウォータースイーベル １１８ｍｍ用（１１５ｍｍ）単管用 ウォータースイーベル １１８ｍｍ用　単管用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019216 ボーリング機具（アンカー工法） ウォータースイーベル １３２ｍｍ用（１３５ｍｍ）単管用 ウォータースイーベル １３２ｍｍ用　単管用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019217 ボーリング機具（アンカー工法） ウォータースイーベル １４６ｍｍ用　単管用 ウォータースイーベル １４６ｍｍ用　単管用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019218 ボーリング機具（アンカー工法） ウォータースイーベル １６５ｍｍ用　単管用 ウォータースイーベル １６５ｍｍ用　単管用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019209 ボーリング機具（アンカー工法） ウォータースイーベル（イッシュー付き） １６５ｍｍ用 ウォータースイーベル １６５ｍｍ用　イッシュー付き 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019257 ボーリング機具（アンカー工法） エキステンションロッド １６５ｍｍ用 エキステンションロッド １６５ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105018102 ボーリング機具（アンカー工法） ドリルパイプ φ９５（φ９０）×１，０００ｍｍ ドリルパイプ 径９５×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105018104 ボーリング機具（アンカー工法） ドリルパイプ φ１１８（φ１１５）×１，０００ｍｍ ドリルパイプ 径１１８×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105018106 ボーリング機具（アンカー工法） ドリルパイプ φ１３２（φ１３５）×１，０００ｍｍ ドリルパイプ 径１３２×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105018108 ボーリング機具（アンカー工法） ドリルパイプ φ１４６×１，０００ｍｍ ドリルパイプ 径１４６ｍｍ×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105018110 ボーリング機具（アンカー工法） ドリルパイプ φ１６５×１，０００ｍｍ ドリルパイプ 径１６５ｍｍ×１０００ｍｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具
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ボーリング機具（アンカー工法） 6105019311 ボーリング機具（アンカー工法） ドリルパイプ φ１６５×１，５００ｍｍ ドリルパイプ 径１６５×１５００ｍｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019357 ボーリング機具（アンカー工法） インナーロッド １６５ｍｍ用×１，５００ｍｍ インナーロッド １６５ｍｍ用×１５００ｍｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019409 ボーリング機具（アンカー工法） リングビット １６５ｍｍ用 リングビット １６５ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019459 ボーリング機具（アンカー工法） インナービット １６５ｍｍ用 インナービット １６５ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019472 ボーリング機具（アンカー工法） 打込アダプタ ９５ｍｍ用（９０ｍｍ） 打込アダプタ ９５ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019474 ボーリング機具（アンカー工法） 打込アダプタ １１８ｍｍ用（１１５ｍｍ） 打込アダプタ １１８ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019476 ボーリング機具（アンカー工法） 打込アダプタ １３２ｍｍ用（１３５ｍｍ） 打込アダプタ １３２ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019477 ボーリング機具（アンカー工法） 打込アダプタ １４６ｍｍ用 打込アダプタ １４６ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019478 ボーリング機具（アンカー工法） 打込アダプタ １６５ｍｍ用 打込アダプタ １６５ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105018202 ボーリング機具（アンカー工法） インナーロッド ９５ｍｍ用（９０ｍｍ）×１，０００ｍｍ インナーロッド ９５（９０）ｍｍ用×１ｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105018204 ボーリング機具（アンカー工法） インナーロッド １１８ｍｍ用（１１５ｍｍ）×１，０００ｍｍ インナーロッド １１８（１１５）ｍｍ用×１ｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105018206 ボーリング機具（アンカー工法） インナーロッド １３２ｍｍ用（１３５ｍｍ）×１，０００ｍｍ インナーロッド １３２（１３５）ｍｍ用×１ｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105018208 ボーリング機具（アンカー工法） インナーロッド １４６ｍｍ用×１，０００ｍｍ インナーロッド １４６ｍｍ用×１ｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105018210 ボーリング機具（アンカー工法） インナーロッド １６５ｍｍ用×１，０００ｍｍ インナーロッド １６５ｍｍ用×１ｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019502 ボーリング機具（アンカー工法） スタビライザー（アンカー用） ８６ｍｍ用 スタビライザー（アンカー用） ８６ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019504 ボーリング機具（アンカー工法） スタビライザー（アンカー用） １０１ｍｍ用 スタビライザー（アンカー用） １０１ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019506 ボーリング機具（アンカー工法） スタビライザー（アンカー用） １１６ｍｍ用 スタビライザー（アンカー用） １１６ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019508 ボーリング機具（アンカー工法） スタビライザー（アンカー用） １３２ｍｍ用 スタビライザー（アンカー用） １３２ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

3931 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019510 ボーリング機具（アンカー工法） スタビライザー（アンカー用） １４６ｍｍ用 スタビライザー（アンカー用） １４６ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019511 ボーリング機具（アンカー工法） スタビライザー（アンカー用） １６５ｍｍ用 スタビライザー（アンカー用） １６５ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019482 ボーリング機具（アンカー工法） レジューサ（アンカー用） ８６ｍｍ用 レジューサ（アンカー用） ８６ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019484 ボーリング機具（アンカー工法） レジューサ（アンカー用） １０１ｍｍ用 レジューサ（アンカー用） １０１ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019485 ボーリング機具（アンカー工法） レジューサ（アンカー用） １１６ｍｍ用 レジューサ（アンカー用） １１６ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019486 ボーリング機具（アンカー工法） レジューサ（アンカー用） １３２ｍｍ用 レジューサ（アンカー用） １３２ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019487 ボーリング機具（アンカー工法） レジューサ（アンカー用） １４６ｍｍ用 レジューサ（アンカー用） １４６ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019488 ボーリング機具（アンカー工法） レジューサ（アンカー用） １６５ｍｍ用 レジューサ（アンカー用） １６５ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019602 ボーリング機具（アンカー工法） スイーベル（アンカー用） ８６ｍｍ用 スイーベル（アンカー用） ８６ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019604 ボーリング機具（アンカー工法） スイーベル（アンカー用） １０１ｍｍ用 スイーベル（アンカー用） １０１ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019606 ボーリング機具（アンカー工法） スイーベル（アンカー用） １１６ｍｍ用 スイーベル（アンカー用） １１６ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019608 ボーリング機具（アンカー工法） スイーベル（アンカー用） １３２ｍｍ用 スイーベル（アンカー用） １３２ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019610 ボーリング機具（アンカー工法） スイーベル（アンカー用） １４６ｍｍ用 スイーベル（アンカー用） １４６ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ボーリング機具（アンカー工法） 6105019611 ボーリング機具（アンカー工法） スイーベル（アンカー用） １６５ｍｍ用 スイーベル（アンカー用） １６５ｍｍ用 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020512 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３６ｍｍ カービット １９ｍｍ　６×１０　ゲージ３６ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020513 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ３８ｍｍ カービット １９ｍｍ　６×１０　ゲージ３８ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020549 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ２８ｍｍ カービット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ２８ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020545 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ３０ｍｍ カービット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ３０ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具
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ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020546 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ４６ｍｍ カービット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ４６ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020547 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ４８ｍｍ カービット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ４８ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105020548 ビット・ロッド（さく岩機用） カービット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ５０ｍｍ カービット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ５０ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022576 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ２６ｍｍ クロスビット １９ｍｍ　６×１０　ゲージ２６ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022577 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ１９ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ２８ｍｍ クロスビット １９ｍｍ　６×１０　ゲージ２８ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022016 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ４４ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　６×１０　ゲージ４４ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022578 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ４６ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　６×１０　ゲージ４６ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022584 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ４８ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　６×１０　ゲージ４８ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022586 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ５０ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　６×１０　ゲージ５０ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022588 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ５５ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　６×１０　ゲージ５５ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022590 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ６０ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　６×１０　ゲージ６０ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022592 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ６×１０　ゲージ６５ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　６×１０　ゲージ６５ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022579 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ３０ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ３０ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022580 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ３２ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ３２ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022581 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２２ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ３４ｍｍ クロスビット ２２ｍｍ　８×１２　ゲージ３４ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022702 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２５ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ３８ｍｍ クロスビット ２５ｍｍ　８×１２　ゲージ３８ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022582 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２５ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ４０ｍｍ クロスビット ２５ｍｍ　８×１２　ゲージ４０ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022704 ビット・ロッド（さく岩機用） クロスビット サイズ２５ｍｍ　チップ８×１２　ゲージ４２ｍｍ クロスビット ２５ｍｍ　８×１２　ゲージ４２ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具
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ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021550 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長０．４ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ０．４ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021556 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長０．９ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ０．９ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021564 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長１．９ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ１．９ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021570 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長２．４ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ２．４ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021576 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長３．４ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ３．４ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021578 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長３．９ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ３．９ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021580 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長４．４ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ４．４ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021582 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ１９ｍｍ　有効長４．９ テーパーロッド １９ｍｍ　Ｌ４．９ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021584 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長０．４ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ０．４ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021590 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長０．９ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ０．９ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021598 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長１．９ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ１．９ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021604 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長２．４ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ２．４ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021610 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長３．４ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ３．４ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021612 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長３．９ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ３．９ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021614 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長４．４ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ４．４ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021616 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２２ｍｍ　有効長４．９ テーパーロッド ２２ｍｍ　Ｌ４．９ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021540 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２５ｍｍ　有効長１．７ テーパーロッド ２５ｍｍ　Ｌ１．７ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021541 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２５ｍｍ　有効長２．４ テーパーロッド ２５ｍｍ　Ｌ２．４ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具
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ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021542 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２５ｍｍ　有効長３．４ テーパーロッド ２５ｍｍ　Ｌ３．４ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021543 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２５ｍｍ　有効長３．５ テーパーロッド ２５ｍｍ　Ｌ３．５ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021544 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２５ｍｍ　有効長３．９ テーパーロッド ２５ｍｍ　Ｌ３．９ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021545 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２５ｍｍ　有効長４．４ テーパーロッド ２５ｍｍ　Ｌ４．４ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021546 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２５ｍｍ　有効長４．５ テーパーロッド ２５ｍｍ　Ｌ４．５ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105021547 ビット・ロッド（さく岩機用） テーパーロッド サイズ２５ｍｍ　有効長４．９ テーパーロッド ２５ｍｍ　Ｌ４．９ｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105023011 ビット・ロッド（さく岩機用） ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ４２ｍｍ ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ４２ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105023012 ビット・ロッド（さく岩機用） ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ６０ｍｍ ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ６０ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105023013 ビット・ロッド（さく岩機用） ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ６５ｍｍ ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ６５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105023014 ビット・ロッド（さく岩機用） ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ７０ｍｍ ネジボタンビット ３２Ｒネジ　ゲージ７０ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022550 ビット・ロッド（さく岩機用） ネジクロスビット ３２Ｒネジ　チップ１０×１５　ゲージ４２ｍｍ ネジクロスビット ３２Ｒネジ　ゲージ４２ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022551 ビット・ロッド（さく岩機用） ネジクロスビット ３２Ｒネジ　チップ１０×１５　ゲージ７５ｍｍ ネジクロスビット ３２Ｒネジ　ゲージ７５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105023501 ビット・ロッド（さく岩機用） 中継ぎロッド ３２Ｒネジ　対辺寸法ＨＥＸ－３２　長３，０００ｍｍ 中継ぎロッド ３２Ｒネジ　Ｌ３ｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105024502 ビット・ロッド（さく岩機用） シャンクロッド ３２Ｒネジ　ＴＹ１１０　空圧クローラ用 シャンクロッド ３２Ｒネジ　空圧クローラ用 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105025002 ビット・ロッド（さく岩機用） シャンクロッド ３２Ｒネジ　ＨＤ９０　油圧ジャンボ用 シャンクロッド ３２Ｒネジ　油圧ジャンボ用 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022048 ビット・ロッド（さく岩機用） Ｍ（Ｔ）３８ネジ　クロスビット チップ１１×１６　ゲージ６５ｍｍ クロスビット １１×１６ｍ　ゲージ６５ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022050 ビット・ロッド（さく岩機用） Ｍ（Ｔ）３８ネジ　クロスビット チップ１１×１６　ゲージ７０ｍｍ クロスビット １１×１６ｍ　ゲージ７０ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105023508 ビット・ロッド（さく岩機用） Ｍ（Ｔ）３８ネジ　中継ぎロッド ＲＯＵＮＤ３８　Ｌ＝３．０ｍ Ｍ（Ｔ）３８ネジ　中継ぎロッド Ｌ３ｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具
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ビット・ロッド（さく岩機用） 6105024004 ビット・ロッド（さく岩機用） Ｍ（Ｔ）３８ネジ　スリーブ カップリング Ｍ（Ｔ）３８ネジ　スリーブ カップリング 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105024504 ビット・ロッド（さく岩機用） Ｍ（Ｔ）３８ネジ　シャンクロッド ＴＨ５０１　油圧クローラ用 Ｍ（Ｔ）３８　シャンクロッド ＴＨ５０１　油圧クローラ用 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105022052 ビット・ロッド（さく岩機用） Ｍ（Ｔ）４５ネジ　クロスビット チップ１３×２２　ゲージ１００ｍｍ クロスビット １３×２２ｍ　ゲージ１００ｍｍ 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105023506 ビット・ロッド（さく岩機用） Ｍ（Ｔ）４５ネジ　中継ぎロッド ＨＥＸ－４５　Ｌ＝６．０ｍ Ｍ（Ｔ）４５ネジ　中継ぎロッド Ｌ６ｍ 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105024006 ビット・ロッド（さく岩機用） Ｍ（Ｔ）４５ネジ　スリーブ カップリング Ｍ（Ｔ）４５ネジ　スリーブ カップリング 個 999 × ○ 6105 せん孔器具

ビット・ロッド（さく岩機用） 6105024506 ビット・ロッド（さく岩機用） Ｍ（Ｔ）４５ネジ　シャンクロッド ＴＨ８００　油圧クローラ用 Ｍ（Ｔ）４５　シャンクロッド ＴＨ８００　　油圧クローラ用 本 999 × ○ 6105 せん孔器具

ドリル刃 6101021005 ドリル刃 コンクリート用 径１０ 丸形シャフト ドリル刃　コンクリート用 径１０　丸形シャフト 本 999 × ○ 6101 カッタブレード

ドリル刃 6101021010 ドリル刃 コンクリート用 径１４ 丸形シャフト ドリル刃　コンクリート用 径１４　丸形シャフト 本 999 × ○ 6101 カッタブレード

ドリル刃 6101021015 ドリル刃 コンクリート用 径１４．３ 丸形シャフト ドリル刃　コンクリート用 径１４．３　丸形シャフト 本 999 × ○ 6101 カッタブレード

ドリル刃 6101021020 ドリル刃 コンクリート用 径１６．５ 丸形シャフト ドリル刃　コンクリート用 径１６．５　丸形シャフト 本 999 × ○ 6101 カッタブレード

ドリル刃 6101021025 ドリル刃 コンクリート用 径１８ 丸形シャフト ドリル刃　コンクリート用 径１８　丸形シャフト 本 999 × ○ 6101 カッタブレード

ドリル刃 6101021030 ドリル刃 コンクリート用 径２０ 丸形シャフト ドリル刃　コンクリート用 径２０　丸形シャフト 本 999 × ○ 6101 カッタブレード

ドリル刃 6101021035 ドリル刃 コンクリート用 径２４ 丸形シャフト ドリル刃　コンクリート用 径２４　丸形シャフト 本 999 × ○ 6101 カッタブレード

ドリル刃 6101021040 ドリル刃 コンクリート用 径２５ 丸形シャフト ドリル刃　コンクリート用 径２５　丸形シャフト 本 999 × ○ 6101 カッタブレード

ドリル刃 6101022001 ドリル刃 鋼板用 径２０×５０ ドリル刃　鋼板用 径２０×５０ 本 999 × ○ 6101 カッタブレード

モイルポイントチゼル 6111030010
モイルポイントチゼル 油圧ブレーカー　１，３００ｋｇ級用 バックホウ　バケット容量０．７ｍ３，２０ｔ級　適合
品

モイルポイントチゼル 油圧ブレーカ　１３００ｋｇ級用 本 999 × ○ 6111 土木用工具

モイルポイントチゼル 6111030020
モイルポイントチゼル 油圧ブレーカー　６００～８００ｋｇ級用 バックホウ　バケット容量０．４ｍ３，１２ｔ級
適合品

モイルポイントチゼル 油圧ブレーカ６００～８００ｋｇ 本 999 × ○ 6111 土木用工具

モイルポイントチゼル 6111030030
モイルポイントチゼル 油圧ブレーカー　３００～４００ｋｇ級用 バックホウ　バケット容量０．２ｍ３，５ｔ級　適
合品

モイルポイントチゼル 油圧ブレーカ３００～４００ｋｇ 本 999 × ○ 6111 土木用工具
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モイルポイントチゼル 6111030040
モイルポイントチゼル 油圧ブレーカー　１００～２００ｋｇ級用 バックホウ　バケット容量０．１ｍ３，３ｔ級　適
合品

モイルポイントチゼル 油圧ブレーカ１００～２００ｋｇ 本 999 × ○ 6111 土木用工具

コンクリートカッタブレード 6101019046 コンクリートカッタブレード ４インチ（径１００ｍｍ） コンクリートカッタブレード ４インチ（径１００ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019000 コンクリートカッタブレード ５インチ（径１２５ｍｍ） コンクリートカッタブレード ５インチ（径１２５ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019001 コンクリートカッタブレード ６インチ（径１５０ｍｍ） コンクリートカッタブレード ６インチ（径１５０ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019002 コンクリートカッタブレード ８インチ（径２００ｍｍ） コンクリートカッタブレード ８インチ（径２００ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019004 コンクリートカッタブレード １０インチ（径２５０ｍｍ） コンクリートカッタブレード １０インチ（径２５０ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019006 コンクリートカッタブレード １２インチ（径３００ｍｍ） コンクリートカッタブレード １２インチ（径３００ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019008 コンクリートカッタブレード １４インチ（径３５０ｍｍ） コンクリートカッタブレード １４インチ（径３５０ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019010 コンクリートカッタブレード １６インチ（径４００ｍｍ） コンクリートカッタブレード １６インチ（径４００ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019012 コンクリートカッタブレード １８インチ（径４５０ｍｍ） コンクリートカッタブレード １８インチ（径４５０ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019014 コンクリートカッタブレード ２０インチ（径５００ｍｍ） コンクリートカッタブレード ２０インチ（径５００ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019016 コンクリートカッタブレード ２２インチ（径５５０ｍｍ） コンクリートカッタブレード ２２インチ（径５５０ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019018 コンクリートカッタブレード ２４インチ（径６００ｍｍ） コンクリートカッタブレード ２４インチ（径６００ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019020 コンクリートカッタブレード ２６インチ（径６５０ｍｍ） コンクリートカッタブレード ２６インチ（径６５０ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019022 コンクリートカッタブレード ２８インチ（径７００ｍｍ） コンクリートカッタブレード ２８インチ（径７００ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019024 コンクリートカッタブレード ３０インチ（径７５０ｍｍ） コンクリートカッタブレード ３０インチ（径７５０ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019026 コンクリートカッタブレード ３２インチ（径８００ｍｍ） コンクリートカッタブレード ３２インチ（径８００ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019028 コンクリートカッタブレード ３４インチ（径８５０ｍｍ） コンクリートカッタブレード ３４インチ（径８５０ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード
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コンクリートカッタブレード 6101019030 コンクリートカッタブレード ３６インチ（径９００ｍｍ） コンクリートカッタブレード ３６インチ（径９００ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019032 コンクリートカッタブレード ３８インチ（径９５０ｍｍ） コンクリートカッタブレード ３８インチ（径９５０ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019034 コンクリートカッタブレード ４０インチ（径１０００ｍｍ） コンクリートカッタブレード ４０インチ（径１０００ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019036 コンクリートカッタブレード ４２インチ（径１０５０ｍｍ） コンクリートカッタブレード ４２インチ（径１０５０ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019038 コンクリートカッタブレード ４４インチ（径１１００ｍｍ） コンクリートカッタブレード ４４インチ（径１１００ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019040 コンクリートカッタブレード ４６インチ（径１１５０ｍｍ） コンクリートカッタブレード ４６インチ（径１１５０ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019042 コンクリートカッタブレード ４８インチ（径１２００ｍｍ） コンクリートカッタブレード ４８インチ（径１２００ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

コンクリートカッタブレード 6101019044 コンクリートカッタブレード ５０インチ（径１２５０ｍｍ） コンクリートカッタブレード ５０インチ（径１２５０ｍｍ） 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

鋳鉄管切断機 6101030002 鋳鉄管切断機 切断刃 鋳鉄管切断機 切断刃 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

鋳鉄管切断機 6101030004 鋳鉄管切断機 溝切刃 鋳鉄管切断機 溝切刃 枚 999 × ○ 6101 カッタブレード

ディスクサンドペーパー 6109016032 一般用工具 ディスクサンドペーパー 径１５０ ＃１６ ディスクサンドペーパー 径１５０　＃１６ 枚 999 × ○ 6109 汎用工具

ディスクサンドペーパー 6109016034 一般用工具 ディスクサンドペーパー 径１５０ ＃３０ ディスクサンドペーパー 径１５０　＃３０ 枚 999 × ○ 6109 汎用工具

ケレン用工具―ブランド品― 6117016001
ケレン用工具 ブリストルブラスター 工具本体　ＭＲＸ－２７００Ｘ ２３ｍｍアダプター、スチールアクセルバー付
Ｇ－ＴｏｏＬ

ブリストルブラスター 工具本体ＭＲＸ－２７００Ｘ 台 999 × ○ 6117 電動工具

ケレン用工具―ブランド品― 6117016002
ケレン用工具 ブリストルブラスター 工具本体　ＭＢＸ－３５００Ｘ カプラ、２３ｍｍアダプター、スチールアクセル
バー付 Ｇ－ＴｏｏＬ

ブリストルブラスター 工具本体ＭＢＸ－３５００Ｘ 台 999 × ○ 6117 電動工具

ケレン用工具―ブランド品― 6117016003
ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：Ｂ２３－１０ スチールブラシ（２３ｍｍ）１０本／セット Ｇ－Ｔｏｏ
Ｌ

ブリストルブラスター 補充品：Ｂ２３－１０ セット 999 × ○ 6117 電動工具

ケレン用工具―ブランド品― 6117016004
ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：Ｂ２３－１０Ｓ ステンレスブラシ（２３ｍｍ）１０本／セット Ｇ－Ｔ
ｏｏＬ

ブリストルブラスター 補充品：Ｂ２３－１０Ｓ セット 999 × ○ 6117 電動工具

ケレン用工具―ブランド品― 6117016005
ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：ＢＡ－２３ スチールアクセルバー（２３ｍｍ）５本／セット Ｇ－Ｔｏ
ｏＬ

ブリストルブラスター 補充品：ＢＡ－２３ セット 999 × ○ 6117 電動工具

ケレン用工具―ブランド品― 6117016006
ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：ＢＡ－２３Ｓ ステンレスアクセルバー（２３ｍｍ）５本／セット Ｇ－
ＴｏｏＬ

ブリストルブラスター 補充品：ＢＡ－２３Ｓ セット 999 × ○ 6117 電動工具
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ケレン用工具―ブランド品― 6117016007
ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：Ｂ１１－１０ スチールブラシ（１１ｍｍ）１０本／セット Ｇ－Ｔｏｏ
Ｌ

ブリストルブラスター 補充品：Ｂ１１－１０ セット 999 × ○ 6117 電動工具

ケレン用工具―ブランド品― 6117016008
ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：Ｂ１１－１０Ｓ ステンレスブラシ（１１ｍｍ）１０本／セット Ｇ－Ｔ
ｏｏＬ

ブリストルブラスター 補充品：Ｂ１１－１０Ｓ セット 999 × ○ 6117 電動工具

ケレン用工具―ブランド品― 6117016009
ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：ＢＡ－１１ スチールアクセルバー（１１ｍｍ）５本／セット Ｇ－Ｔｏ
ｏＬ

ブリストルブラスター 補充品：ＢＡ－１１ セット 999 × ○ 6117 電動工具

ケレン用工具―ブランド品― 6117016010
ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：ＢＡ－１１Ｓ ステンレスアクセルバー（１１ｍｍ）５本／セット Ｇ－
ＴｏｏＬ

ブリストルブラスター 補充品：ＢＡ－１１Ｓ セット 999 × ○ 6117 電動工具

測量資機材 6203072002 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　３０×３０×３００ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ３０×３０×３００ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材

測量資機材 6203072004 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　３０×３０×４００ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ３０×３０×４００ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材

測量資機材 6203072006 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　３０×３０×４５０ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ３０×３０×４５０ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材

測量資機材 6203072008 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　３０×３０×５００ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ３０×３０×５００ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材

測量資機材 6203072010 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　３０×３０×６００ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ３０×３０×６００ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材

測量資機材 6203072012 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　４０×４０×４００ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ４０×４０×４００ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材

測量資機材 6203072014 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　４５×４５×４５０ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ４５×４５×４５０ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材

測量資機材 6203072016 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　４５×４５×５００ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ４５×４５×５００ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材

測量資機材 6203072018 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　４５×４５×６００ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ４５×４５×６００ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材

測量資機材 6203072020 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　４５×４５×９００ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ４５×４５×９００ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材

測量資機材 6203072022 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　６０×６０×４５０ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ６０×６０×４５０ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材

測量資機材 6203072024 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　６０×６０×６００ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ６０×６０×６００ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材

測量資機材 6203072026 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　６０×６０×９００ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ６０×６０×９００ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材

測量資機材 6203072028 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　７５×７５×７５０ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ７５×７５×７５０ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材
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測量資機材 6203072030 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　９０×９０×６００ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ９０×９０×６００ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材

測量資機材 6203072032 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　９０×９０×７５０ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ９０×９０×７５０ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材

測量資機材 6203072034 測量資機材 測量杭 木杭 材質：杉　頭部色付き　９０×９０×９００ｍｍ 測量杭　材質：杉　頭部色付き ９０×９０×９００ｍｍ 本 999 × ○ 6203 測量機材

旗ポール 6947011018 旗ポール ロープ埋込式 地上高３ｍ 旗ポール　ロープ埋込式 ３ｍ 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947011020 旗ポール ロープ埋込式 地上高４ｍ 旗ポール　ロープ埋込式 ４ｍ 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947011022 旗ポール ロープ埋込式 地上高１３ｍ 旗ポール　ロープ埋込式 １３ｍ 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947011024 旗ポール ロープ埋込式 地上高１４ｍ 旗ポール　ロープ埋込式 １４ｍ 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947011026 旗ポール ロープ埋込式 地上高１５ｍ 旗ポール　ロープ埋込式 １５ｍ 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947011028 旗ポール ロープ埋込式 地上高１６ｍ 旗ポール　ロープ埋込式 １６ｍ 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947011030 旗ポール ロープ埋込式 地上高１８ｍ 旗ポール　ロープ埋込式 １８ｍ 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947011032 旗ポール ロープ埋込式 地上高２０ｍ 旗ポール　ロープ埋込式 ２０ｍ 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947015018 旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高３ｍ 旗ポールロープベース・バンド式 ３ｍ　アンカーボルト除く 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947015020 旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高４ｍ 旗ポールロープベース・バンド式 ４ｍ　アンカーボルト除く 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947015022 旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高１３ｍ 旗ポールロープベース・バンド式 １３ｍ　アンカーボルト除く 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947015024 旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高１４ｍ 旗ポールロープベース・バンド式 １４ｍ　アンカーボルト除く 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947015026 旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高１５ｍ 旗ポールロープベース・バンド式 １５ｍ　アンカーボルト除く 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947015028 旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高１６ｍ 旗ポールロープベース・バンド式 １６ｍ　アンカーボルト除く 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947015030 旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高１８ｍ 旗ポールロープベース・バンド式 １８ｍ　アンカーボルト除く 本 999 × ○ 6947 旗ポール
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旗ポール 6947015032 旗ポール ロープベース・バンド式（アンカーボルト除く） 地上高２０ｍ 旗ポールロープベース・バンド式 ２０ｍ　アンカーボルト除く 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947016010 旗ポール ハンドル埋込式 地上高１３ｍ 旗ポール　ハンドル埋込式 １３ｍ 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947016012 旗ポール ハンドル埋込式 地上高１４ｍ 旗ポール　ハンドル埋込式 １４ｍ 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947016014 旗ポール ハンドル埋込式 地上高１５ｍ 旗ポール　ハンドル埋込式 １５ｍ 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947017010 旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高１３ｍ 旗ポール　ハンドルベース式 １３ｍ　アンカーボルト除く 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947017012 旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高１４ｍ 旗ポール　ハンドルベース式 １４ｍ　アンカーボルト除く 本 999 × ○ 6947 旗ポール

旗ポール 6947017014 旗ポール ハンドルベース式（アンカーボルト除く） 地上高１５ｍ 旗ポール　ハンドルベース式 １５ｍ　アンカーボルト除く 本 999 × ○ 6947 旗ポール

ロープ用金物 6935021544 ロープ用金物 ワイヤクリップ ８ｍｍ鋳物 ロープ用金物　ワイヤクリップ 鋳物　８ｍｍ 個 999 × ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021546 ロープ用金物 ワイヤクリップ ９ｍｍ鋳物 ロープ用金物　ワイヤクリップ 鋳物　９ｍｍ 個 999 × ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021515 ロープ用金物 ワイヤクリップ ８ｍｍ鍛造（ＦＲ型） ロープ用金物　ワイヤクリップ 鍛造　ＦＲ型　８ｍｍ 個 999 × ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021519 ロープ用金物 ワイヤクリップ １４ｍｍ鍛造（ＦＲ型） ロープ用金物　ワイヤクリップ 鍛造　ＦＲ型　１４ｍｍ 個 999 × ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021530 ロープ用金物 ワイヤクリップ ２０～２２ｍｍ鍛造（ＦＲ型） ロープ用金物　ワイヤクリップ 鍛造　ＦＲ型　２０～２２ｍｍ 個 999 × ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021534 ロープ用金物 ワイヤクリップ ２６～２８ｍｍ鍛造（ＦＲ型） ロープ用金物　ワイヤクリップ 鍛造　ＦＲ型　２６～２８ｍｍ 個 999 × ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021536 ロープ用金物 ワイヤクリップ ３０～３２ｍｍ鍛造（ＦＲ型） ロープ用金物　ワイヤクリップ 鍛造　ＦＲ型　３０～３２ｍｍ 個 999 × ○ 6935 ロープ

ロープ用金物 6935021540 ロープ用金物 ワイヤクリップ ４０～４５ｍｍ鍛造（ＦＲ型） ロープ用金物　ワイヤクリップ 鍛造　ＦＲ型　４０～４５ｍｍ 個 999 × ○ 6935 ロープ

繊維ロープ 6935013002 繊維ロープ ビニールロープ 径４ｍｍ ビニールロープ 径４ｍｍ ｍ 999 × ○ 6935 ロープ

燃料油 0933030060 燃料油 軽油 バージ 軽油 バージ リットル 999 × ○ 0933 燃料

工業用潤滑油 0935040100 マシン油 ＶＧ６８　１６０マシン油 マシン油 ＶＧ６８　１６０マシン油 リットル 999 × ○ 0935 潤滑油
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工業用潤滑油 0935040120 マシン油 ＶＧ４６０　９０シリンダー油 マシン油 ＶＧ４６０　９０シリンダー油 リットル 999 × ○ 0935 潤滑油

工業用潤滑油 0935040130 マシン油 ＶＧ６８０ マシン油 ＶＧ６８０ リットル 999 × ○ 0935 潤滑油

工業用潤滑油 0935060060 タービン油 ２種　ＶＧ５６　添加１４０ タービン油 ２種　ＶＧ５６　添加１４０ リットル 999 × ○ 0935 潤滑油

工業用潤滑油 0935060070 タービン油 ２種　ＶＧ６８　添加１８０ タービン油 ２種　ＶＧ６８　添加１８０ リットル 999 × ○ 0935 潤滑油

工業用潤滑油 0943040010 モーター油 ＃３０ モーター油 ＃３０ リットル 999 × ○ 0943 特殊潤滑油

練炭 0933060030 練炭 着火４号 １４個入り 練炭 着火４号　１４個入り 袋 999 × ○ 0933 燃料

練炭 0933060040 練炭 着火４号 ８個入り 練炭 着火４号　８個入り 箱 999 × ○ 0933 燃料

清掃車用ブラシ 6125011010 清掃車用ブラシ 主ブラシ 真空式・鋼線 ５ｍ３級　４００×１５００ｍｍ 清掃車用主ブラシ 真空式・鋼線　４００×１５００ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125011080 清掃車用ブラシ 主ブラシ 真空式・鋼線 ３．５・５．５ｍ３　４００×７５０ｍｍ 清掃車用主ブラシ 真空式・鋼線　４００×７５０ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125011090 清掃車用ブラシ 主ブラシ 真空式・ポリプロ ３．５・５．５ｍ３　４００×７５０ｍｍ 清掃車用主ブラシ 真空式・ＰＰ　４００×７５０ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125011040 清掃車用ブラシ 主ブラシ ブラシ式・ポリプロ ２．０ｍ３級　９１５×１３７６ｍｍ 清掃車用主ブラシ ブラシ式・ＰＰ９１５×１３７６ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125011050 清掃車用ブラシ 主ブラシ ブラシ式・ポリプロ ２．５ｍ３級　９１５×１４３５ｍｍ 清掃車用主ブラシ ブラシ式・ＰＰ９１５×１４３５ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125011100 清掃車用ブラシ 主ブラシ ブラシ式・ポリプロ ２．５ｍ３　９００×１４３５ｍｍ 清掃車用主ブラシ　２．５ｍ３ ブラシ式・ＰＰ９００×１４３５ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125011060 清掃車用ブラシ 主ブラシ ブラシ式・ポリプロ ３．０ｍ３級　９００×１４３５ｍｍ 清掃車用主ブラシ　３ｍ３ ブラシ式・ＰＰ９００×１４３５ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125011070 清掃車用ブラシ 主ブラシ ブラシ式・ポリプロ ３．１ｍ３級　９１５×９００ｍｍ 清掃車用主ブラシ ブラシ式・ＰＰ　９１５×９００ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125011110 清掃車用ブラシ 主ブラシ ブラシ式・ポリプロ ３．１ｍ３　９００×９００ｍｍ 清掃車用主ブラシ ブラシ式・ＰＰ　９００×９００ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125014010 清掃車用ブラシ 補助側ブラシ ブラシ式・鋼線 ２．５ｍ３　８５０×３００ｍｍ 清掃車用補助側ブラシ２．５ｍ３ ブラシ式・鋼線　８５０×３００ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125014020 清掃車用ブラシ 補助側ブラシ ブラシ式・鋼線 ３．１ｍ３　８５０×３００ｍｍ 清掃車用補助側ブラシ３．１ｍ３ ブラシ式・鋼線　８５０×３００ 個 999 × ○ 6125 ブラシ
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清掃車用ブラシ 6125012020 清掃車用ブラシ 側ブラシ 真空式・鋼線 ３．５及び５．５ｍ３級　４００×７５０ｍｍ 清掃車用側ブラシ 真空式・鋼線　４００×７５０ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125012030 清掃車用ブラシ 側ブラシ 真空式・鋼線 ３．５及び５．５ｍ３級　先端径　９００ｍｍ 清掃車用側ブラシ 真空式・鋼線　先端径９００ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125012010 清掃車用ブラシ 側ブラシ 真空式・鋼線 ５ｍ３級　先端径６３０ｍｍ 清掃車用側ブラシ 真空式・鋼線　先端径６３０ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125012060 清掃車用ブラシ 側ブラシ ブラシ式・鋼線 ２．５ｍ３級　８５０×３００ｍｍ 清掃車用側ブラシ　２．５ｍ３ ブラシ式・鋼線　８５０×３００ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125012070 清掃車用ブラシ 側ブラシ ブラシ式・鋼線 ３．１ｍ３級　８５０×３００ｍｍ 清掃車用側ブラシ　３．１ｍ３ ブラシ式・鋼線　８５０×３００ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125012050 清掃車用ブラシ 側ブラシ ブラシ式・鋼線 ３．０ｍ３級　先端径　１１００ｍｍ 清掃車用側ブラシ ブラシ式・鋼線　先端径１１００ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125012040 清掃車用ブラシ 側ブラシ ブラシ式・鋼線 ２．０ｍ３級　先端径　９５０ｍｍ 清掃車用側ブラシ ブラシ式・鋼線　先端径９５０ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125013010 清掃車用ブラシ ブラシ ガードレール清掃用 径５００　ポリプロピレン 清掃車用ブラシ ガードレール清掃用径５００ＰＰ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125013020 清掃車用ブラシ ブラシ トンネル清掃用 径５００　ポリプロピレン 清掃車用ブラシ トンネル清掃用　径５００　ＰＰ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

清掃車用ブラシ 6125013030 清掃車用ブラシ ブラシ トンネル清掃用 径８００　ポリプロピレン 清掃車用ブラシ トンネル清掃用　径８００　ＰＰ 個 999 × ○ 6125 ブラシ

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550022 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ かさ上げ後輪型 賃貸料 賃貸期間３カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）３カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＤＣ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550023 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ かさ上げ後輪型 賃貸料 賃貸期間４カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）４カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＤＣ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550024 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ かさ上げ後輪型 賃貸料 賃貸期間５カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）５カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＤＣ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550025 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ かさ上げ後輪型 賃貸料 賃貸期間６カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）６カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＤＣ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550026 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ かさ上げ後輪型 賃貸料 賃貸期間８カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）８カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＤＣ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550028 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ かさ上げ後輪型 賃貸料 賃貸期間１０カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）１０カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＤＣ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550120 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ かさ上げ後輪型 賃貸料 賃貸期間１２カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）１２カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＤＣ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550122 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ かさ上げ後輪型 賃貸料 賃貸期間１８カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）１８カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＤＣ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

3943 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550128 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ かさ上げ後輪型 賃貸料 賃貸期間２４カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）２４カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＤＣ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550224 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＤＣ かさ上げ後輪型 賃貸料 賃貸期間２４カ月以上 井上鋼材 泥落装置（賃貸）２４カ月以上 スパッツＸＮＩ－ＤＣ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550042 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間３カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）３カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550043 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間４カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）４カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550044 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間５カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）５カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550045 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間６カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）６カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550046 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間８カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）８カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550048 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間１０カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）１０カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550140 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間１２カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）１２カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550142 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間１８カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）１８カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550148 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間２４カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）２４カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550244 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間２４カ月以上 井上鋼材 泥落装置（賃貸）２４カ月以上 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550072
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠＷ かさ上げ全輪ウォーター型 賃貸料 賃貸期間３カ月未満
井上鋼材

泥落装置（賃貸）３カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550074
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠＷ かさ上げ全輪ウォーター型 賃貸料 賃貸期間４カ月未満
井上鋼材

泥落装置（賃貸）４カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550076
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠＷ かさ上げ全輪ウォーター型 賃貸料 賃貸期間５カ月未満
井上鋼材

泥落装置（賃貸）５カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550078
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠＷ かさ上げ全輪ウォーター型 賃貸料 賃貸期間６カ月未満
井上鋼材

泥落装置（賃貸）６カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550080
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠＷ かさ上げ全輪ウォーター型 賃貸料 賃貸期間８カ月未満
井上鋼材

泥落装置（賃貸）８カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550082
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠＷ かさ上げ全輪ウォーター型 賃貸料 賃貸期間１０カ月未満
井上鋼材

泥落装置（賃貸）１０カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550084
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠＷ かさ上げ全輪ウォーター型 賃貸料 賃貸期間１２カ月未満
井上鋼材

泥落装置（賃貸）１２カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550086
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠＷ かさ上げ全輪ウォーター型 賃貸料 賃貸期間１８カ月未満
井上鋼材

泥落装置（賃貸）１８カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550088
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠＷ かさ上げ全輪ウォーター型 賃貸料 賃貸期間２４カ月未満
井上鋼材

泥落装置（賃貸）２４カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550090
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅠＷ かさ上げ全輪ウォーター型 賃貸料 賃貸期間２４カ月以上
井上鋼材

泥落装置（賃貸）２４カ月以上 スパッツＸＮＩ－ＦＣ１Ｗ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550052 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間３カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）３カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ２ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550053 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間４カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）４カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ２ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550054 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間５カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）５カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ２ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550055 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間６カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）６カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ２ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550056 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間８カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）８カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ２ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550058 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間１０カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）１０カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ２ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550150 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間１２カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）１２カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ２ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550152 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間１８カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）１８カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ２ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550158 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間２４カ月未満 井上鋼材 泥落装置（賃貸）２４カ月未満 スパッツＸＮＩ－ＦＣ２ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021550254 ダンプカー用泥落装置賃貸料金 スパッツ ＸＮＩ－ＦＣⅡ かさ上げ全輪型 賃貸料 賃貸期間２４カ月以上 井上鋼材 泥落装置（賃貸）２４カ月以上 スパッツＸＮＩ－ＦＣ２ 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021552205
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－Ａ 前後輪型　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期間３カ月未満 カ
ナモト

泥落装置（賃貸）３カ月未満 ラスカルＤＲＸ－Ａ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021552305
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－Ａ 前後輪型　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期間４カ月未満 カ
ナモト

泥落装置（賃貸）４カ月未満 ラスカルＤＲＸ－Ａ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021552405
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－Ａ 前後輪型　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期間５カ月未満 カ
ナモト

泥落装置（賃貸）５カ月未満 ラスカルＤＲＸ－Ａ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021552505
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－Ａ 前後輪型　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期間６カ月未満 カ
ナモト

泥落装置（賃貸）６カ月未満 ラスカルＤＲＸ－Ａ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021552605
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－Ａ 前後輪型　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期間８カ月未満 カ
ナモト

泥落装置（賃貸）８カ月未満 ラスカルＤＲＸ－Ａ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021552805
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－Ａ 前後輪型　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期間１０カ月未満
カナモト

泥落装置（賃貸）１０カ月未満 ラスカルＤＲＸ－Ａ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021553005
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－Ａ 前後輪型　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期間１２カ月未満
カナモト

泥落装置（賃貸）１２カ月未満 ラスカルＤＲＸ－Ａ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021553205
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－Ａ 前後輪型　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期間１８カ月未満
カナモト

泥落装置（賃貸）１８カ月未満 ラスカルＤＲＸ－Ａ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021553805
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－Ａ 前後輪型　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期間２４カ月未満
カナモト

泥落装置（賃貸）２４カ月未満 ラスカルＤＲＸ－Ａ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021554405
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－Ａ 前後輪型　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期間２４カ月以上
カナモト

泥落装置（賃貸）２４カ月以上 ラスカルＤＲＸ－Ａ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021552210
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－ＡＷ 前後輪型　ウォーター式　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期
間３カ月未満 カナモト

泥落装置（賃貸）３カ月未満 ラスカルＤＲＸ－ＡＷ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021552310
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－ＡＷ 前後輪型　ウォーター式　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期
間４カ月未満 カナモト

泥落装置（賃貸）４カ月未満 ラスカルＤＲＸ－ＡＷ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021552410
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－ＡＷ 前後輪型　ウォーター式　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期
間５カ月未満 カナモト

泥落装置（賃貸）５カ月未満 ラスカルＤＲＸ－ＡＷ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021552510
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－ＡＷ 前後輪型　ウォーター式　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期
間６カ月未満 カナモト

泥落装置（賃貸）６カ月未満 ラスカルＤＲＸ－ＡＷ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021552610
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－ＡＷ 前後輪型　ウォーター式　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期
間８カ月未満 カナモト

泥落装置（賃貸）８カ月未満 ラスカルＤＲＸ－ＡＷ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021552810
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－ＡＷ 前後輪型　ウォーター式　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期
間１０カ月未満 カナモト

泥落装置（賃貸）１０カ月未満 ラスカルＤＲＸ－ＡＷ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021553010
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－ＡＷ 前後輪型　ウォーター式　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期
間１２カ月未満 カナモト

泥落装置（賃貸）１２カ月未満 ラスカルＤＲＸ－ＡＷ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021553210
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－ＡＷ 前後輪型　ウォーター式　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期
間１８カ月未満 カナモト

泥落装置（賃貸）１８カ月未満 ラスカルＤＲＸ－ＡＷ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021553810
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－ＡＷ 前後輪型　ウォーター式　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期
間２４カ月未満 カナモト

泥落装置（賃貸）２４カ月未満 ラスカルＤＲＸ－ＡＷ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

ダンプカー用泥落装置賃貸料金―ブランド品― 8021554410
ダンプカー用泥落装置賃貸料金 ラスカル ＤＲＸ－ＡＷ 前後輪型　ウォーター式　（排出口高２５０） 賃貸料 賃貸期
間２４カ月以上 カナモト

泥落装置（賃貸）２４カ月以上 ラスカルＤＲＸ－ＡＷ　前後輪型 台・日 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632002 モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 動力車　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632004 モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 動力車　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021632006 モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 動力車　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632008 モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 動力車　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632010 モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 動力車　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632012 モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 動力車　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632014 モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 動力車　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632016 モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 動力車　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632018 モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 動力車　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632020 モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 動力車　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632022 モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 動力車　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632024 モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 動力車　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632026 モノレール賃貸料金 動力車 ２００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 動力車　２００ｋｇ積／４５度 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631502 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 土木平台車２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631504 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 土木平台車２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631506 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 土木平台車２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631508 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 土木平台車２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631510 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 土木平台車２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631512 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 土木平台車２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631514 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 土木平台車２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021631516 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 土木平台車２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631518 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 土木平台車２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631520 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 土木平台車２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631522 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 土木平台車２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631524 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 土木平台車２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631526 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 土木平台車２００ｋｇ積／４５度 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634502 モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 レール資材２００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634504 モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 レール資材２００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634506 モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 レール資材２００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634508 モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 レール資材２００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634510 モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 レール資材２００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634512 モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 レール資材２００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634514 モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 レール資材２００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634516 モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 レール資材２００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634518 モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 レール資材２００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634520 モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 レール資材２００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634522 モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 レール資材２００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634524 モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 レール資材２００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021634526 モノレール賃貸料金 レール資材 ２００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 レール資材２００ｋｇ積／４５度 ｍ・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634002 モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 ポイント　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634004 モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 ポイント　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634006 モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 ポイント　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634008 モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 ポイント　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634010 モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 ポイント　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634012 モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 ポイント　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634014 モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 ポイント　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634016 モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 ポイント　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634018 モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 ポイント　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634020 モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 ポイント　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634022 モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 ポイント　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634024 モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 ポイント　２００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634026 モノレール賃貸料金 ポイント ２００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 ポイント　２００ｋｇ積／４５度 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632028 モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 動力車　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632030 モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 動力車　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632032 モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 動力車　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632034 モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 動力車　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021632036 モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 動力車　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632038 モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 動力車　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632040 モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 動力車　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632042 モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 動力車　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632044 モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 動力車　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632046 モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 動力車　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632048 モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 動力車　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632050 モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 動力車　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632052 モノレール賃貸料金 動力車 ５００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 動力車　５００ｋｇ積／４５度 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632502 モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 土木平台車５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632504 モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 土木平台車５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632506 モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 土木平台車５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632508 モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 土木平台車５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632510 モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 土木平台車５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632512 モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 土木平台車５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632514 モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 土木平台車５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632516 モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 土木平台車５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632518 モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 土木平台車５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021632520 モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 土木平台車５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632522 モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 土木平台車５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632524 モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 土木平台車５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632526 モノレール賃貸料金 土木平台車 ５００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 土木平台車５００ｋｇ積／４５度 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633502 モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 バケット台車５００ｋｇ／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633504 モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 バケット台車５００ｋｇ／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633506 モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 バケット台車５００ｋｇ／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633508 モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 バケット台車５００ｋｇ／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633510 モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 バケット台車５００ｋｇ／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633512 モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 バケット台車５００ｋｇ／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633514 モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 バケット台車５００ｋｇ／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633516 モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 バケット台車５００ｋｇ／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633518 モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 バケット台車５００ｋｇ／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633520 モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 バケット台車５００ｋｇ／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633522 モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 バケット台車５００ｋｇ／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633524 モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 バケット台車５００ｋｇ／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633526 モノレール賃貸料金 バケット台車 ５００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 バケット台車５００ｋｇ／４５度 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634528 モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 レール資材５００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021634530 モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 レール資材５００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634532 モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 レール資材５００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634534 モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 レール資材５００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634536 モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 レール資材５００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634538 モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 レール資材５００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634540 モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 レール資材５００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634542 モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 レール資材５００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634544 モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 レール資材５００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634546 モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 レール資材５００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634548 モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 レール資材５００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634550 モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 レール資材５００ｋｇ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634552 モノレール賃貸料金 レール資材 ５００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 レール資材５００ｋｇ積／４５度 ｍ・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634028 モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 ポイント　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634030 モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 ポイント　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634032 モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 ポイント　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634034 モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 ポイント　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634036 モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 ポイント　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634038 モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 ポイント　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

3952 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

モノレール賃貸料金 8021634040 モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 ポイント　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634042 モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 ポイント　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634044 モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 ポイント　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634046 モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 ポイント　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634048 モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 ポイント　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634050 モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 ポイント　５００ｋｇ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634052 モノレール賃貸料金 ポイント ５００ｋｇ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 ポイント　５００ｋｇ積／４５度 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632054 モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 動力車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632056 モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 動力車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632058 モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 動力車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632060 モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 動力車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632062 モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 動力車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632064 モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 動力車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632066 モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 動力車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632068 モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 動力車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632070 モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 動力車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632072 モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 動力車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632074 モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 動力車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021632076 モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 動力車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632078 モノレール賃貸料金 動力車 １ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 動力車　１ｔ積／４５度 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632528 モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 土木平台車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632530 モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 土木平台車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632532 モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 土木平台車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632534 モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 土木平台車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632536 モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 土木平台車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632538 モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 土木平台車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632540 モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 土木平台車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632542 モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 土木平台車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632544 モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 土木平台車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632546 モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 土木平台車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632548 モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 土木平台車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632550 モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 土木平台車　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632552 モノレール賃貸料金 土木平台車 １ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 土木平台車　１ｔ積／４５度 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633528 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 バケット台車０．２ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633530 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 バケット台車０．２ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633532 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 バケット台車０．２ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021633534 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 バケット台車０．２ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633536 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 バケット台車０．２ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633538 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 バケット台車０．２ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633540 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 バケット台車０．２ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633542 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 バケット台車０．２ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633544 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 バケット台車０．２ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633546 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 バケット台車０．２ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633548 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 バケット台車０．２ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633550 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 バケット台車０．２ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633552 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） １ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 バケット台車０．２ｍ３　１ｔ積 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633554 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 バケット台車０．３ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633556 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 バケット台車０．３ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633558 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 バケット台車０．３ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633560 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 バケット台車０．３ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633562 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 バケット台車０．３ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633564 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 バケット台車０．３ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633566 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 バケット台車０．３ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633568 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 バケット台車０．３ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021633570 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 バケット台車０．３ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633572 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 バケット台車０．３ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633574 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 バケット台車０．３ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633576 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 バケット台車０．３ｍ３　１ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633578 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） １ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 バケット台車０．３ｍ３　１ｔ積 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634554 モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 レール資材　１ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634556 モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 レール資材　１ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634558 モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 レール資材　１ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634560 モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 レール資材　１ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634562 モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 レール資材　１ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634564 モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 レール資材　１ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634566 モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 レール資材　１ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634568 モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 レール資材　１ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634570 モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 レール資材　１ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634572 モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 レール資材　１ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634574 モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 レール資材　１ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634576 モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 レール資材　１ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634578 モノレール賃貸料金 レール資材 １ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 レール資材　１ｔ積／４５度 ｍ・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021633002 モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 長尺台車　１ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633004 モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 長尺台車　１ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633006 モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 長尺台車　１ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633008 モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 長尺台車　１ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633010 モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 長尺台車　１ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633012 モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 長尺台車　１ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633014 モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 長尺台車　１ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633016 モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 長尺台車　１ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633018 モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 長尺台車　１ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633020 モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 長尺台車　１ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633022 モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 長尺台車　１ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633024 モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 長尺台車　１ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633026 モノレール賃貸料金 長尺台車 １ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 長尺台車　１ｔ積／４５度 組・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634054 モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 ポイント　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634056 モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 ポイント　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634058 モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 ポイント　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634060 モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 ポイント　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634062 モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 ポイント　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021634064 モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 ポイント　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634066 モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 ポイント　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634068 モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 ポイント　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634070 モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 ポイント　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634072 モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 ポイント　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634074 モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 ポイント　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634076 モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 ポイント　１ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634078 モノレール賃貸料金 ポイント １ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 ポイント　１ｔ積／４５度 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632080 モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 動力車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632082 モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 動力車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632084 モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 動力車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632086 モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 動力車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632088 モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 動力車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632090 モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 動力車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632092 モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 動力車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632094 モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 動力車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632096 モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 動力車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632098 モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 動力車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021632100 モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 動力車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632102 モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 動力車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632104 モノレール賃貸料金 動力車 ２ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 動力車　２ｔ積／４５度 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632554 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 土木平台車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632556 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 土木平台車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632558 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 土木平台車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632560 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 土木平台車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632562 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 土木平台車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632564 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 土木平台車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632566 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 土木平台車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632568 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 土木平台車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632570 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 土木平台車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632572 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 土木平台車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632574 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 土木平台車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632576 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 土木平台車　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632578 モノレール賃貸料金 土木平台車 ２ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 土木平台車　２ｔ積／４５度 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633580 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 バケット台車０．２ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633582 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 バケット台車０．２ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021633584 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 バケット台車０．２ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633586 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 バケット台車０．２ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633588 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 バケット台車０．２ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633590 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 バケット台車０．２ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633592 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 バケット台車０．２ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633594 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 バケット台車０．２ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633596 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 バケット台車０．２ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633598 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 バケット台車０．２ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633600 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 バケット台車０．２ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633602 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 バケット台車０．２ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633604 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．２ｍ３） ２ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 バケット台車０．２ｍ３　２ｔ積 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633606 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 バケット台車０．３ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633608 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 バケット台車０．３ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633610 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 バケット台車０．３ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633612 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 バケット台車０．３ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633614 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 バケット台車０．３ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633616 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 バケット台車０．３ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633618 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 バケット台車０．３ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021633620 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 バケット台車０．３ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633622 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 バケット台車０．３ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633624 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 バケット台車０．３ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633626 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 バケット台車０．３ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633628 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 バケット台車０．３ｍ３　２ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633630 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．３ｍ３） ２ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 バケット台車０．３ｍ３　２ｔ積 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634580 モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 レール資材　２ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634582 モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 レール資材　２ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634584 モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 レール資材　２ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634586 モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 レール資材　２ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634588 モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 レール資材　２ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634590 モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 レール資材　２ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634592 モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 レール資材　２ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634594 モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 レール資材　２ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634596 モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 レール資材　２ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634598 モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 レール資材　２ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634600 モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 レール資材　２ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634602 モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 レール資材　２ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021634604 モノレール賃貸料金 レール資材 ２ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 レール資材　２ｔ積／４５度 ｍ・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633028 モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 長尺台車　２ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633030 モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 長尺台車　２ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633032 モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 長尺台車　２ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633034 モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 長尺台車　２ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633036 モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 長尺台車　２ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633038 モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 長尺台車　２ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633040 モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 長尺台車　２ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633042 モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 長尺台車　２ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633044 モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 長尺台車　２ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633046 モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 長尺台車　２ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633048 モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 長尺台車　２ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633050 モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 長尺台車　２ｔ積／４５度 組 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633052 モノレール賃貸料金 長尺台車 ２ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 長尺台車　２ｔ積／４５度 組・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634080 モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 ポイント　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634082 モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 ポイント　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634084 モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 ポイント　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634086 モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 ポイント　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021634088 モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 ポイント　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634090 モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 ポイント　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634092 モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 ポイント　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634094 モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 ポイント　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634096 モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 ポイント　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634098 モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 ポイント　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634100 モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 ポイント　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634102 モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 ポイント　２ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634104 モノレール賃貸料金 ポイント ２ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 ポイント　２ｔ積／４５度 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632106 モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 動力車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632108 モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 動力車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632110 モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 動力車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632112 モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 動力車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632114 モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 動力車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632116 モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 動力車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632118 モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 動力車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632120 モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 動力車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632122 モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 動力車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021632124 モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 動力車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632126 モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 動力車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632128 モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 動力車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021632130 モノレール賃貸料金 動力車 ３ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 動力車　３ｔ積／４５度 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630502 モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 重量物用平台車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630504 モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 重量物用平台車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630506 モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 重量物用平台車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630508 モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 重量物用平台車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630510 モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 重量物用平台車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630512 モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 重量物用平台車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630514 モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 重量物用平台車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630516 モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 重量物用平台車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630518 モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 重量物用平台車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630520 モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 重量物用平台車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630522 モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 重量物用平台車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630524 モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 重量物用平台車　３ｔ積／４５度 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630526 モノレール賃貸料金 重量物用平台車 ３ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 重量物用平台車　３ｔ積／４５度 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633632 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 バケット台車０．４ｍ３　３ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021633634 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 バケット台車０．４ｍ３　３ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633636 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 バケット台車０．４ｍ３　３ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633638 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 バケット台車０．４ｍ３　３ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633640 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 バケット台車０．４ｍ３　３ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633642 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 バケット台車０．４ｍ３　３ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633644 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 バケット台車０．４ｍ３　３ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633646 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 バケット台車０．４ｍ３　３ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633648 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 バケット台車０．４ｍ３　３ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633650 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 バケット台車０．４ｍ３　３ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633652 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 バケット台車０．４ｍ３　３ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633654 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 バケット台車０．４ｍ３　３ｔ積 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021633656 モノレール賃貸料金 バケット台車（０．４ｍ３） ３ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 バケット台車０．４ｍ３　３ｔ積 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634606 モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 レール資材　３ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634608 モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 レール資材　３ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634610 モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 レール資材　３ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634612 モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 レール資材　３ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634614 モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 レール資材　３ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634616 モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 レール資材　３ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021634618 モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 レール資材　３ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634620 モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 レール資材　３ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634622 モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 レール資材　３ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634624 モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 レール資材　３ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634626 モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 レール資材　３ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634628 モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 レール資材　３ｔ積／４５度 ｍ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021634630 モノレール賃貸料金 レール資材 ３ｔ積／４５° １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 レール資材　３ｔ積／４５度 ｍ・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630002 モノレール賃貸料金 運転台車　１人乗り ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 運転台車　１人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630004 モノレール賃貸料金 運転台車　１人乗り ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 運転台車　１人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630006 モノレール賃貸料金 運転台車　１人乗り ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 運転台車　１人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630008 モノレール賃貸料金 運転台車　１人乗り １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 運転台車　１人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630010 モノレール賃貸料金 運転台車　１人乗り １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 運転台車　１人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630012 モノレール賃貸料金 運転台車　１人乗り １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 運転台車　１人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630014 モノレール賃貸料金 運転台車　１人乗り ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 運転台車　１人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630016 モノレール賃貸料金 運転台車　１人乗り ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 運転台車　１人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630018 モノレール賃貸料金 運転台車　１人乗り ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 運転台車　１人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630020 モノレール賃貸料金 運転台車　１人乗り ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 運転台車　１人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630022 モノレール賃貸料金 運転台車　１人乗り ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 運転台車　１人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021630024 モノレール賃貸料金 運転台車　１人乗り ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 運転台車　１人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021630026 モノレール賃貸料金 運転台車　１人乗り １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 運転台車　１人乗り 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631002 モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 乗用台車　２人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631004 モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 乗用台車　２人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631006 モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 乗用台車　２人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631008 モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 乗用台車　２人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631010 モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 乗用台車　２人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631012 モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 乗用台車　２人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631014 モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 乗用台車　２人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631016 モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 乗用台車　２人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631018 モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 乗用台車　２人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631020 モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 乗用台車　２人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631022 モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 乗用台車　２人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631024 モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 乗用台車　２人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631026 モノレール賃貸料金 乗用台車　２人乗り １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 乗用台車　２人乗り 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631028 モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 乗用台車　３人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631030 モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 乗用台車　３人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631032 モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 乗用台車　３人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021631034 モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 乗用台車　３人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631036 モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 乗用台車　３人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631038 モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 乗用台車　３人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631040 モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 乗用台車　３人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631042 モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 乗用台車　３人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631044 モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 乗用台車　３人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631046 モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 乗用台車　３人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631048 モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 乗用台車　３人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631050 モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 乗用台車　３人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631052 モノレール賃貸料金 乗用台車　３人乗り １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 乗用台車　３人乗り 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631054 モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 乗用台車　４人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631056 モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 乗用台車　４人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631058 モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 乗用台車　４人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631060 モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 乗用台車　４人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631062 モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 乗用台車　４人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631064 モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 乗用台車　４人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631066 モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 乗用台車　４人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631068 モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 乗用台車　４人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021631070 モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 乗用台車　４人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631072 モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 乗用台車　４人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631074 モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 乗用台車　４人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631076 モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 乗用台車　４人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631078 モノレール賃貸料金 乗用台車　４人乗り １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 乗用台車　４人乗り 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631080 モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り ３０日（１カ月）以内 モノレール（賃貸）３０日以内 乗用台車　５人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631082 モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り ６０日（２カ月）以内 モノレール（賃貸）６０日以内 乗用台車　５人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631084 モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り ９０日（３カ月）以内 モノレール（賃貸）９０日以内 乗用台車　５人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631086 モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り １２０日（４カ月）以内 モノレール（賃貸）１２０日以内 乗用台車　５人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631088 モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り １５０日（５カ月）以内 モノレール（賃貸）１５０日以内 乗用台車　５人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631090 モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り １８０日（６カ月）以内 モノレール（賃貸）１８０日以内 乗用台車　５人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631092 モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り ２１０日（７カ月）以内 モノレール（賃貸）２１０日以内 乗用台車　５人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631094 モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り ２４０日（８カ月）以内 モノレール（賃貸）２４０日以内 乗用台車　５人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631096 モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り ２７０日（９カ月）以内 モノレール（賃貸）２７０日以内 乗用台車　５人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631098 モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り ３００日（１０カ月）以内 モノレール（賃貸）３００日以内 乗用台車　５人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631100 モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り ３３０日（１１カ月）以内 モノレール（賃貸）３３０日以内 乗用台車　５人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631102 モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り ３６０日（１２カ月）以内 モノレール（賃貸）３６０日以内 乗用台車　５人乗り 台 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

モノレール賃貸料金 8021631104 モノレール賃貸料金 乗用台車　５人乗り １２カ月を超えた場合の加算月額 モノレール（賃貸）１２カ月超 乗用台車　５人乗り 台・月 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）
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モノレール賃貸料金 8021639002 モノレール賃貸料金 返納整備費 モノレール（賃貸） 返納整備費 ％ 999 × ○ 8021 建設機械（賃貸・作業）

製図用品 7007072025 製図用品 図面袋 Ａ－０ １０枚 製図用品　図面袋 Ａ－０　１０枚 枚 999 × ○ 7007 製図用品

製図用品 7007072030 製図用品 図面袋 Ａ－０ ３０枚 製図用品　図面袋 Ａ－０　３０枚 枚 999 × ○ 7007 製図用品

製図用品 7007072005 製図用品 図面袋 Ａ－１ １０枚 製図用品　図面袋 Ａ－１　１０枚 枚 999 × ○ 7007 製図用品

製図用品 7007072010 製図用品 図面袋 Ａ－１ ３０枚 製図用品　図面袋 Ａ－１　３０枚 枚 999 × ○ 7007 製図用品

製図用品 7007072015 製図用品 図面袋 Ａ－２ １０枚 製図用品　図面袋 Ａ－２　１０枚 枚 999 × ○ 7007 製図用品

製図用品 7007072020 製図用品 図面袋 Ａ－２ ３０枚 製図用品　図面袋 Ａ－２　３０枚 枚 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007050568
洋紙トレーシングペーパー リッチライト　ＴＦ－７０ ＲＪＴＦ－Ａ１ ７０ｇ／ｍ２　Ａ１　１００枚入 オストリッ
チダイヤ

洋紙トレーシングペーパー リッチライト　ＲＪＴＦ－Ａ１ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007050566
洋紙トレーシングペーパー リッチライト　ＴＦ－７０ ＲＪＴＦ－Ａ２ ７０ｇ／ｍ２　Ａ２　１００枚入 オストリッ
チダイヤ

洋紙トレーシングペーパー リッチライト　ＲＪＴＦ－Ａ２ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007050564
洋紙トレーシングペーパー リッチライト　ＴＦ－７０ Ｆ－９２ ７０ｇ／ｍ２　Ａ３　１００枚入 オストリッチダイ
ヤ

洋紙トレーシングペーパー リッチライト　Ｆ－９２ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007050562
洋紙トレーシングペーパー リッチライト　ＴＦ－７０ Ｆ－９１ ７０ｇ／ｍ２　Ａ４　１００枚入 オストリッチダイ
ヤ

洋紙トレーシングペーパー リッチライト　Ｆ－９１ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007053010
洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－８４１－４５ ４５ｇ／ｍ２　８４１ｍｍ×２０ｍ ＳＡＫＡＥテ
クニカルペーパー

洋紙トレーシングペーパーＳトレ ＳＴＰ－８４１－４５ 本 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007053012
洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－４２０－４５ ４５ｇ／ｍ２　４２０ｍｍ×２０ｍ ＳＡＫＡＥテ
クニカルペーパー

洋紙トレーシングペーパーＳトレ ＳＴＰ－４２０－４５ 本 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007053014
洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－８４１－５５ ５５ｇ／ｍ２　８４１ｍｍ×２０ｍ ＳＡＫＡＥテ
クニカルペーパー

洋紙トレーシングペーパーＳトレ ＳＴＰ－８４１－５５ 本 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007053016
洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－４２０－５５ ５５ｇ／ｍ２　４２０ｍｍ×２０ｍ ＳＡＫＡＥテ
クニカルペーパー

洋紙トレーシングペーパーＳトレ ＳＴＰ－４２０－５５ 本 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007053018
洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－Ａ１Ｋ－４５ ４５ｇ／ｍ２　Ａ１　１００枚入 ＳＡＫＡＥテク
ニカルペーパー

洋紙トレーシングペーパーＳトレ ＳＴＰ－Ａ１Ｋ－４５ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007053020
洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－Ａ２Ｋ－４５ ４５ｇ／ｍ２　Ａ２　１００枚入 ＳＡＫＡＥテク
ニカルペーパー

洋紙トレーシングペーパーＳトレ ＳＴＰ－Ａ２Ｋ－４５ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007053022
洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－Ａ３Ｋ－４５ ４５ｇ／ｍ２　Ａ３　５０枚入 ＳＡＫＡＥテクニ
カルペーパー

洋紙トレーシングペーパーＳトレ ＳＴＰ－Ａ３Ｋ－４５ 冊 999 × ○ 7007 製図用品
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トレーシングペーパー―ブランド品― 7007053024
洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－Ａ４Ｋ－４５ ４５ｇ／ｍ２　Ａ４　５０枚入 ＳＡＫＡＥテクニ
カルペーパー

洋紙トレーシングペーパーＳトレ ＳＴＰ－Ａ４Ｋ－４５ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007053026
洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－Ａ１Ｋ－５５ ５５ｇ／ｍ２　Ａ１　１００枚入 ＳＡＫＡＥテク
ニカルペーパー

洋紙トレーシングペーパーＳトレ ＳＴＰ－Ａ１Ｋ－５５ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007053028
洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－Ａ２Ｋ－５５ ５５ｇ／ｍ２　Ａ２　１００枚入 ＳＡＫＡＥテク
ニカルペーパー

洋紙トレーシングペーパーＳトレ ＳＴＰ－Ａ２Ｋ－５５ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007053030
洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－Ａ３Ｋ－５５ ５５ｇ／ｍ２　Ａ３　５０枚入 ＳＡＫＡＥテクニ
カルペーパー

洋紙トレーシングペーパーＳトレ ＳＴＰ－Ａ３Ｋ－５５ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007053032
洋紙トレーシングペーパー Ｓトレーシング ＳＴＰ－Ａ４Ｋ－５５ ５５ｇ／ｍ２　Ａ４　５０枚入 ＳＡＫＡＥテクニ
カルペーパー

洋紙トレーシングペーパーＳトレ ＳＴＰ－Ａ４Ｋ－５５ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007051002 洋紙トレーシングペーパー トレーシングペーパー（つや消） ＴＣ８４１ ４０ｇ／ｍ２　８４１ｍｍ×２０ｍ 桜井 洋紙トレーシングペーパー つや消　ＴＣ８４１ 本 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007051038 洋紙トレーシングペーパー トレーシングペーパー（つや消） ＴＣ４２０ ４０ｇ／ｍ２　４２０ｍｍ×２０ｍ 桜井 洋紙トレーシングペーパー つや消　ＴＣ４２０ 本 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007051040 洋紙トレーシングペーパー トレーシングペーパー（つや消） ＴＤ８４１ ５０ｇ／ｍ２　８４１ｍｍ×２０ｍ 桜井 洋紙トレーシングペーパー つや消　ＴＤ８４１ 本 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007051042 洋紙トレーシングペーパー トレーシングペーパー（つや消） ＴＤ４２０ ５０ｇ／ｍ２　４２０ｍｍ×２０ｍ 桜井 洋紙トレーシングペーパー つや消　ＴＤ４２０ 本 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007051120 洋紙トレーシングペーパー オリカＴＳマルチペーパー ＴＳ３８１Ｓ ６２μｍ　８４１ｍｍ×１００ｍ　素巻 桜井 洋紙トレーシングペーパー オリカＴＳマルチ　ＴＳ３８１Ｓ 本 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007051122 洋紙トレーシングペーパー オリカＴＳマルチペーパー ＴＳ３３１ ６２μｍ　５９４ｍｍ×１００ｍ 桜井 洋紙トレーシングペーパー オリカＴＳマルチ　ＴＳ３３１ 本 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007051074 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ａ３５０ ５０ｇ／ｍ２　Ａ３　１００枚入 桜井 洋紙トレーシングペーパー パックトレス　Ａ３５０ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007051076 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ａ４５０ ５０ｇ／ｍ２　Ａ４　１００枚入 桜井 洋紙トレーシングペーパー パックトレス　Ａ４５０ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007051078 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ｂ４５０ ５０ｇ／ｍ２　Ｂ４　１００枚入 桜井 洋紙トレーシングペーパー パックトレス　Ｂ４５０ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007051128 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ａ１７０ ７５ｇ／ｍ２　Ａ１　１００枚入 桜井 洋紙トレーシングペーパー パックトレス　Ａ１７０　Ａ１ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007051130 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ａ２７０ ７５ｇ／ｍ２　Ａ２　１００枚入 桜井 洋紙トレーシングペーパー パックトレス　Ａ２７０　Ａ２ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007051132 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ａ３７０ ７５ｇ／ｍ２　Ａ３　１００枚入 桜井 洋紙トレーシングペーパー パックトレス　Ａ３７０　Ａ３ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007051134 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ａ４７０ ７５ｇ／ｍ２　Ａ４　１００枚入 桜井 洋紙トレーシングペーパー パックトレス　Ａ４７０　Ａ４ 冊 999 × ○ 7007 製図用品
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トレーシングペーパー―ブランド品― 7007051136 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ｂ４７０ ７５ｇ／ｍ２　Ｂ４　１００枚入 桜井 洋紙トレーシングペーパー パックトレス　Ｂ４７０　Ｂ４ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007051138 洋紙トレーシングペーパー パックトレス Ｂ５７０ ７５ｇ／ｍ２　Ｂ５　１００枚入 桜井 洋紙トレーシングペーパー パックトレス　Ｂ５７０　Ｂ５ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007050570 和紙トレーシングペーパー 手すき（地） １２０１－８ ７８８ｍｍ×５４６ｍｍ　５００枚入 オストリッチダイヤ 和紙トレーシングペーパー 手すき（地）　１２０１－８ 包 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007050572 和紙トレーシングペーパー 手すき（人） １２０２－８ ７８８ｍｍ×５４６ｍｍ　５００枚入 オストリッチダイヤ 和紙トレーシングペーパー 手すき（人）　１２０２－８ 包 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007050574 和紙トレーシングペーパー 手すき（雪） １２０３－８ ７８８ｍｍ×５４６ｍｍ　５００枚入 オストリッチダイヤ 和紙トレーシングペーパー 手すき（雪）　１２０３－８ 包 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007050576
和紙トレーシングペーパー 手すき（すみれ） １２０４－８ ７８８ｍｍ×５４６ｍｍ　５００枚入 オストリッチダイ
ヤ

和紙トレーシングペーパー 手すき（すみれ）　１２０４－８ 包 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007050634 和紙トレーシングペーパー 機械すき（新福光） １２４６ ８４０ｍｍ×２０ｍ　紙管あり オストリッチダイヤ 和紙トレーシングペーパー 機械すき（新福光）　１２４６ 本 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007053034
和紙トレーシングペーパー 図引和紙（天） １２００－２　Ａ１（規） ８５μｍ　５９４ｍｍ×８４１ｍｍ　１００枚
入 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー

和紙トレーシングペーパー 図引和紙（天）１２００－２Ａ１ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007053036
和紙トレーシングペーパー 図引和紙（天） １２００－２　Ａ２（規） ８５μｍ　４２０ｍｍ×５９４ｍｍ　１００枚
入 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー

和紙トレーシングペーパー 図引和紙（天）１２００－２Ａ２ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007053038
和紙トレーシングペーパー 図引和紙（天） １２００－３　Ａ１（規） ５５μｍ　５９４ｍｍ×８４１ｍｍ　１００枚
入 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー

和紙トレーシングペーパー 図引和紙（天）１２００－３Ａ１ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

トレーシングペーパー―ブランド品― 7007053040
和紙トレーシングペーパー 図引和紙（天） １２００－３　Ａ２（規） ５５μｍ　４２０ｍｍ×５９４ｍｍ　１００枚
入 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー

和紙トレーシングペーパー 図引和紙（天）１２００－３Ａ２ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

ケント紙―ブランド品― 7007050556 ケント紙 オストリッチケント １４１４ Ａ本判ジュニア　８６．５ｋｇ　１００枚 オストリッチダイヤ ケント紙　オストリッチケント １４１４　オストリッチダイヤ 包 999 × ○ 7007 製図用品

ケント紙―ブランド品― 7007050558 ケント紙 オストリッチケント １４５４ Ａ本判ホワイト　８６．４ｋｇ　１００枚 オストリッチダイヤ ケント紙　オストリッチケント １４５４　オストリッチダイヤ 包 999 × ○ 7007 製図用品

ケント紙―ブランド品― 7007050560 ケント紙 オストリッチケント １４６４ Ａ本判ホワイト　１０２．４ｋｇ　１００枚 オストリッチダイヤ ケント紙　オストリッチケント １４６４　オストリッチダイヤ 包 999 × ○ 7007 製図用品

ケント紙―ブランド品― 7007053042
ケント紙 シルバーヒルケント Ｓ１１５－Ａ１（規） Ａ１　１８６ｇ／ｍ２　１００枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペー
パー

ケント紙　シルバーヒルケント Ｓ１１５－Ａ１（規）ＳＡＫＡＥ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

ケント紙―ブランド品― 7007053044
ケント紙 シルバーヒルケント Ｓ１１５－Ａ２（規） Ａ２　１８６ｇ／ｍ２　１００枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペー
パー

ケント紙　シルバーヒルケント Ｓ１１５－Ａ２（規）ＳＡＫＡＥ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

ケント紙―ブランド品― 7007053046
ケント紙 シルバーヒルケント Ｓ１１５－Ａ３（規） Ａ３　１８６ｇ／ｍ２　１００枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペー
パー

ケント紙　シルバーヒルケント Ｓ１１５－Ａ３（規）ＳＡＫＡＥ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

ケント紙―ブランド品― 7007053048
ケント紙 シルバーヒルケント Ｓ１１５－Ａ４（規） Ａ４　１８６ｇ／ｍ２　１００枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペー
パー

ケント紙　シルバーヒルケント Ｓ１１５－Ａ４（規）ＳＡＫＡＥ 冊 999 × ○ 7007 製図用品
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ケント紙―ブランド品― 7007051010 ケント紙 スターケント ＫＷ０１ Ａ１　２０９．３ｇ／ｍ２　１００枚 桜井 ケント紙　スターケント ＫＷ０１　桜井 冊 999 × ○ 7007 製図用品

ケント紙―ブランド品― 7007051026 ケント紙 スターケント ＫＷ０２ Ａ２　２０９．３ｇ／ｍ２　１００枚 桜井 ケント紙　スターケント ＫＷ０２　桜井 冊 999 × ○ 7007 製図用品

ケント紙―ブランド品― 7007051028 ケント紙 スターケント ＫＷ０３ Ａ３　２０９．３ｇ／ｍ２　１００枚 桜井 ケント紙　スターケント ＫＷ０３　桜井 冊 999 × ○ 7007 製図用品

ケント紙―ブランド品― 7007051030 ケント紙 スターケント ＫＷ０４ Ａ４　２０９．３ｇ／ｍ２　１００枚 桜井 ケント紙　スターケント ＫＷ０４　桜井 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050594 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １４１ Ａ１判 上質８１．４ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ １ｍｍ方眼紙 １４１　オストリッチダイヤ 箱 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050596 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １４４ Ａ１判 トレース５０ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ １ｍｍ方眼紙 １４４　オストリッチダイヤ 箱 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050598 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １３１ Ａ２判 上質８１．４ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ １ｍｍ方眼紙 １３１　オストリッチダイヤ 包 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050600 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １３４ Ａ２判 トレース５０ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ １ｍｍ方眼紙 １３４　オストリッチダイヤ 包 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050602 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １２１ Ａ３判 上質８１．４ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ １ｍｍ方眼紙 １２１　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050604 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １２４ Ａ３判 トレース４０ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ １ｍｍ方眼紙 １２４　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050552 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １１１ Ａ４判 上質８１．４ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ １ｍｍ方眼紙 １１１　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050554 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １１４ Ａ４判 トレース４０ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ １ｍｍ方眼紙 １１４　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050606 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １８１ Ｂ２判 上質８１．４ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ １ｍｍ方眼紙 １８１　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050608 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １８４ Ｂ２判 トレース５０ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ １ｍｍ方眼紙 １８４　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050610 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １７１ Ｂ３判 上質８１．４ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ １ｍｍ方眼紙 １７１　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050612 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １７４ Ｂ３判 トレース４０ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ １ｍｍ方眼紙 １７４　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050614 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １６１ Ｂ４判 上質８１．４ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ １ｍｍ方眼紙 １６１　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050616 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １６４ Ｂ４判 トレース４０ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ １ｍｍ方眼紙 １６４　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品
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方眼紙―ブランド品― 7007050618 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １５１ Ｂ５判 上質８１．４ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ １ｍｍ方眼紙 １５１　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050620 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 １５４ Ｂ５判 トレース４０ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ １ｍｍ方眼紙 １５４　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050622 方眼紙 片対数方眼紙 ２１１１ Ａ４判 上質８１．４ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ 片対数方眼紙 ２１１１　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050624 方眼紙 片対数方眼紙 ２１１４ Ａ４判 トレース５０ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ 片対数方眼紙 ２１１４　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050626 方眼紙 片対数方眼紙 ２１１６ Ａ４判 トレース５０ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ 片対数方眼紙 ２１１６　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050628 方眼紙 両対数方眼紙 ２２１１ Ａ４判 上質８１．４ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ 両対数方眼紙 ２２１１　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007050630 方眼紙 両対数方眼紙 ２２１６ Ａ４判 トレース５０ｇ／ｍ２　１００枚 オストリッチダイヤ 両対数方眼紙 ２２１６　オストリッチダイヤ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007052002 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 ホ－１６ Ａ１判 上質　単葉　５０枚 コクヨ １ｍｍ方眼紙 ホ－１６　コクヨ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007052004 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 ホ－１７ Ａ２判 上質　単葉　１００枚 コクヨ １ｍｍ方眼紙 ホ－１７　コクヨ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007052006 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 ホ－１８ Ａ３判 上質　単葉　１００枚 コクヨ １ｍｍ方眼紙 ホ－１８　コクヨ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007052008 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 セ－Ｓ８Ｂ Ａ３判 トレース　単葉　１００枚 コクヨ １ｍｍ方眼紙 セ－Ｓ８Ｂ　コクヨ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007052010 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 ホ－１９Ｎ Ａ４判 上質　５０枚綴 コクヨ １ｍｍ方眼紙 ホ－１９Ｎ　コクヨ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007052012 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 セ－Ｓ９Ｂ Ａ４判 トレース　単葉　５０枚 コクヨ １ｍｍ方眼紙 セ－Ｓ９Ｂ　コクヨ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007052014 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 ホ－１２ Ｂ２判 上質　単葉　１００枚 コクヨ １ｍｍ方眼紙 ホ－１２　コクヨ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007052016 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 ホ－１３ Ｂ３判 上質　単葉　１００枚 コクヨ １ｍｍ方眼紙 ホ－１３　コクヨ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007052018 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 ホ－１４ Ｂ４判 上質　単葉　１００枚 コクヨ １ｍｍ方眼紙 ホ－１４　コクヨ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007052020 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 ホ－１５Ｎ Ｂ５判 上質　４０枚綴 コクヨ １ｍｍ方眼紙 ホ－１５Ｎ　コクヨ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007053050 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 Ａ４－１１ Ａ４判 上質８１．４ｇ／ｍ２　５０枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー １ｍｍ方眼紙 Ａ４－１１　ＳＡＫＡＥ 冊 999 × ○ 7007 製図用品
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方眼紙―ブランド品― 7007053052 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 Ａ４－１４ Ａ４判 トレース４５ｇ／ｍ２　５０枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー １ｍｍ方眼紙 Ａ４－１４　ＳＡＫＡＥ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007053054 方眼紙 １ｍｍ方眼紙 Ａ４－０４ Ａ４判 トレース４５ｇ／ｍ２　１００枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー １ｍｍ方眼紙 Ａ４－０４　ＳＡＫＡＥ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007053002 方眼紙 片対数方眼紙 Ａ４－４片１ Ａ４判 上質４単位　５０枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー 片対数方眼紙 Ａ４－４片１　ＳＡＫＡＥ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007053006 方眼紙 両対数方眼紙 Ａ４－３４両１ Ａ４判 上質３×４単位　５０枚 ＳＡＫＡＥテクニカルペーパー 両対数方眼紙 Ａ４－３４両１　ＳＡＫＡＥ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007051124 方眼紙 ９．１ｍｍ方眼紙 ＫＡ３２３ Ａ３判 コピー紙４０ｇ／ｍ２　５０枚綴 桜井 ９．１ｍｍ方眼紙 ＫＡ３２３　桜井 冊 999 × ○ 7007 製図用品

方眼紙―ブランド品― 7007051126 方眼紙 ９．１ｍｍ方眼紙 ＫＢ４２３ Ｂ４判 コピー紙３５ｇ／ｍ２　５０枚綴 桜井 ９．１ｍｍ方眼紙 ＫＢ４２３　桜井 冊 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007040630 製図用フィルム ダイヤマットスーパー（片面） ＃２００ 厚０．０５０ｍｍ ４５０ｍｍ×２０ｍ きもと 製図用　ダイヤマットスーパー 片面＃２００　４５０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007040502 製図用フィルム ダイヤマットスーパー（片面） ＃２００ 厚０．０５０ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ きもと 製図用　ダイヤマットスーパー 片面＃２００　９２０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007040632 製図用フィルム ダイヤマットスーパー（片面） ＃３００ 厚０．０７５ｍｍ ４５０ｍｍ×２０ｍ きもと 製図用　ダイヤマットスーパー 片面＃３００　４５０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007040504 製図用フィルム ダイヤマットスーパー（片面） ＃３００ 厚０．０７５ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ きもと 製図用　ダイヤマットスーパー 片面＃３００　９２０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007040556 製図用フィルム ダイヤマットスーパー（両面） ＃３００Ｂ 厚０．０７５ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ きもと 製図用　ダイヤマットスーパー 両面＃３００Ｂ　９２０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007040560 製図用フィルム ダイヤマットスーパー（片面） ＃２００ 厚０．０５０ｍｍ Ａ－１　１００枚 きもと 製図用　ダイヤマットスーパー 片面　＃２００　Ａ－１ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007040562 製図用フィルム ダイヤマットスーパー（片面） ＃３００ 厚０．０７５ｍｍ Ａ－１　１００枚 きもと 製図用　ダイヤマットスーパー 片面　＃３００　Ａ－１ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007043006
製図用フィルム Ｚマットフィルム（片面） ２００Ｚ－Ａ１（Ｓ） 厚０．０５０ｍｍ Ａ１（５０枚） ＳＡＫＡＥテク
ニカルペーパー

製図用　Ｚマットフィルム 片面　２００Ｚ－Ａ１（Ｓ） 冊 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007043008
製図用フィルム Ｚマットフィルム（片面） ２００Ｚ－Ａ２（Ｓ） 厚０．０５０ｍｍ Ａ２（５０枚） ＳＡＫＡＥテク
ニカルペーパー

製図用　Ｚマットフィルム 片面　２００Ｚ－Ａ２（Ｓ） 冊 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007043010
製図用フィルム Ｚマットフィルム（片面） ３００Ｚ－Ａ１（Ｓ） 厚０．０７５ｍｍ Ａ１（５０枚） ＳＡＫＡＥテク
ニカルペーパー

製図用　Ｚマットフィルム 片面　３００Ｚ－Ａ１（Ｓ） 冊 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007043012
製図用フィルム Ｚマットフィルム（片面） ３００Ｚ－Ａ２（Ｓ） 厚０．０７５ｍｍ Ａ２（５０枚） ＳＡＫＡＥテク
ニカルペーパー

製図用　Ｚマットフィルム 片面　３００Ｚ－Ａ２（Ｓ） 冊 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041088 製図用フィルム テラミスセクション ２ＴＲ０１Ｂ 厚０．０５０ｍｍ Ａ－１　１００枚 桜井 製図用　テラミスセクション ２ＴＲ０１Ｂ　桜井 冊 999 × ○ 7007 製図用品
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製図用フィルム―ブランド品― 7007041090 製図用フィルム テラミスセクション ２ＴＲ０２Ｂ 厚０．０５０ｍｍ Ａ－２　１００枚 桜井 製図用　テラミスセクション ２ＴＲ０２Ｂ　桜井 冊 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041542 製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－２００．Ｓ 厚０．０５０ｍｍ ６６０ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　Ｚトレースター　片面 Ｚ－２００．Ｓ　６６０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041543 製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－２００．Ｓ 厚０．０５０ｍｍ ８８０ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　Ｚトレースター　片面 Ｚ－２００．Ｓ　８８０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041502 製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－２００．Ｓ 厚０．０５０ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　Ｚトレースター　片面 Ｚ－２００．Ｓ　９２０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041544 製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－３００．Ｓ 厚０．０７５ｍｍ ６６０ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　Ｚトレースター　片面 Ｚ－３００．Ｓ　６６０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041546 製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－３００．Ｓ 厚０．０７５ｍｍ ８８０ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　Ｚトレースター　片面 Ｚ－３００．Ｓ　８８０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041504 製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－３００．Ｓ 厚０．０７５ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　Ｚトレースター　片面 Ｚ－３００．Ｓ　９２０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041612 製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－３００．Ｓ 厚０．０７５ｍｍ １，１００ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　Ｚトレースター　片面 Ｚ－３００．Ｓ　１１００ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041610 製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－４００．Ｓ 厚０．１００ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　Ｚトレースター　片面 Ｚ－４００．Ｓ　９２０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041506 製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－５００．Ｓ 厚０．１２５ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　Ｚトレースター　片面 Ｚ－５００．Ｓ　９２０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041568 製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－５００．Ｓ 厚０．１２５ｍｍ １，１００ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　Ｚトレースター　片面 Ｚ－５００．Ｓ　１１００ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041570 製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－２００．Ｓ 厚０．０５０ｍｍ Ａ－１　１００枚 ソマール 製図用　Ｚトレースター　片面 Ｚ－２００．Ｓ　Ａ－１ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041572 製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－３００．Ｓ 厚０．０７５ｍｍ Ａ－１　１００枚 ソマール 製図用　Ｚトレースター　片面 Ｚ－３００．Ｓ　Ａ－１ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041574 製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－４００．Ｓ 厚０．１００ｍｍ Ａ－１　１００枚 ソマール 製図用　Ｚトレースター　片面 Ｚ－４００．Ｓ　Ａ－１ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041576 製図用フィルム Ｚトレースター（片面） Ｚ－５００．Ｓ 厚０．１２５ｍｍ Ａ－１　１００枚 ソマール 製図用　Ｚトレースター　片面 Ｚ－５００．Ｓ　Ａ－１ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041578 製図用フィルム Ｚトレースター（両面） Ｚ－２００．Ｄ 厚０．０５０ｍｍ ８８０ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　Ｚトレースター　両面 Ｚ－２００．Ｄ　８８０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041508 製図用フィルム Ｚトレースター（両面） Ｚ－２００．Ｄ 厚０．０５０ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　Ｚトレースター　両面 Ｚ－２００．Ｄ　９２０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041550 製図用フィルム Ｚトレースター（両面） Ｚ－３００．Ｄ 厚０．０７５ｍｍ ６６０ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　Ｚトレースター　両面 Ｚ－３００．Ｄ　６６０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品
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製図用フィルム―ブランド品― 7007041582 製図用フィルム Ｚトレースター（両面） Ｚ－３００．Ｄ 厚０．０７５ｍｍ ８８０ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　Ｚトレースター　両面 Ｚ－３００．Ｄ　８８０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041510 製図用フィルム Ｚトレースター（両面） Ｚ－３００．Ｄ 厚０．０７５ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　Ｚトレースター　両面 Ｚ－３００．Ｄ　９２０ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041580 製図用フィルム Ｚトレースター（両面） Ｚ－２００．Ｄ 厚０．０５０ｍｍ Ａ－１　１００枚 ソマール 製図用　Ｚトレースター　両面 Ｚ－２００．Ｄ　Ａ－１ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041584 製図用フィルム Ｚトレースター（両面） Ｚ－３００．Ｄ 厚０．０７５ｍｍ Ａ－１　１００枚 ソマール 製図用　Ｚトレースター　両面 Ｚ－３００．Ｄ　Ａ－１ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041528 製図用フィルム テラミス ＴＲ－２００ 厚０．０５０ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　テラミスＴＲ－２００ ９２０ｍｍ×２０ｍ　ソマール 本 999 × ○ 7007 製図用品

製図用フィルム―ブランド品― 7007041530 製図用フィルム テラミス ＴＲ－３００ 厚０．０７５ｍｍ ９２０ｍｍ×２０ｍ ソマール 製図用　テラミスＴＲ－３００ ９２０ｍｍ×２０ｍ　ソマール 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007040648 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃３００Ｊ（片面） 厚０．０７５ｍｍ ５９４ｍｍ×４０ｍ きもと ＩＪ用　マイジェフフィルム ＃３００Ｊ（片面）　５９４ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007040650 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃３００Ｊ（片面） 厚０．０７５ｍｍ ８４１ｍｍ×４０ｍ きもと ＩＪ用　マイジェフフィルム ＃３００Ｊ（片面）　８４１ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007040652 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃３００Ｊ（片面） 厚０．０７５ｍｍ ９１４ｍｍ×４０ｍ きもと ＩＪ用　マイジェフフィルム ＃３００Ｊ（片面）　９１４ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007040612 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃２００ＪＢ（両面） 厚０．０５０ｍｍ ５９４ｍｍ×４０ｍ きもと ＩＪ用　マイジェフフィルム ＃２００ＪＢ（両面）５９４ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007040654 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃２００ＪＢ（両面） 厚０．０５０ｍｍ ８４１ｍｍ×４０ｍ きもと ＩＪ用　マイジェフフィルム ＃２００ＪＢ（両面）８４１ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007040656 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃２００ＪＢ（両面） 厚０．０５０ｍｍ ９１４ｍｍ×４０ｍ きもと ＩＪ用　マイジェフフィルム ＃２００ＪＢ（両面）９１４ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007040658 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃３００ＪＢ（両面） 厚０．０７５ｍｍ ５９４ｍｍ×４０ｍ きもと ＩＪ用　マイジェフフィルム ＃３００ＪＢ（両面）５９４ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007040660 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃３００ＪＢ（両面） 厚０．０７５ｍｍ ８４１ｍｍ×４０ｍ きもと ＩＪ用　マイジェフフィルム ＃３００ＪＢ（両面）８４１ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007040662 インクジェット用フィルム マイジェフフィルム ＃３００ＪＢ（両面） 厚０．０７５ｍｍ ９１４ｍｍ×４０ｍ きもと ＩＪ用　マイジェフフィルム ＃３００ＪＢ（両面）９１４ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041586 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ２００Ｓ 厚０．０５０ｍｍ ５９４ｍｍ×４０ｍ ソマール ＩＪ用　ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ２００Ｓ　５９４ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041588 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ２００Ｓ 厚０．０５０ｍｍ ８４１ｍｍ×４０ｍ ソマール ＩＪ用　ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ２００Ｓ　８４１ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041532 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ２００Ｓ 厚０．０５０ｍｍ ９１４ｍｍ×４０ｍ ソマール ＩＪ用　ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ２００Ｓ　９１４ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品
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インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041590 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ３００Ｓ 厚０．０７５ｍｍ ５９４ｍｍ×４０ｍ ソマール ＩＪ用　ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ３００Ｓ　５９４ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041592 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ３００Ｓ 厚０．０７５ｍｍ ８４１ｍｍ×４０ｍ ソマール ＩＪ用　ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ３００Ｓ　８４１ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041534 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ３００Ｓ 厚０．０７５ｍｍ ９１４ｍｍ×４０ｍ ソマール ＩＪ用　ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ３００Ｓ　９１４ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041598 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ５００Ｓ 厚０．１２５ｍｍ ５９４ｍｍ×３０ｍ ソマール ＩＪ用　ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ５００Ｓ　５９４ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041600 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ５００Ｓ 厚０．１２５ｍｍ ８４１ｍｍ×３０ｍ ソマール ＩＪ用　ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ５００Ｓ　８４１ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041536 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ５００Ｓ 厚０．１２５ｍｍ ９１４ｍｍ×３０ｍ ソマール ＩＪ用　ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ５００Ｓ　９１４ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041552 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ２００Ｓ 厚０．０５０ｍｍ Ａ－１　１００枚 ソマール ＩＪ用　ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ２００Ｓ　Ａ－１ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041554 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ３００Ｓ 厚０．０７５ｍｍ Ａ－１　１００枚 ソマール ＩＪ用　ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ３００Ｓ　Ａ－１ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041558 インクジェット用フィルム ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ５００Ｓ 厚０．１２５ｍｍ Ａ－１　１００枚 ソマール ＩＪ用　ジェトラス（片面） ＪＰ－Ｄ５００Ｓ　Ａ－１ 冊 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041602 インクジェット用フィルム ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ２００ 厚０．０５０ｍｍ ５９４ｍｍ×４０ｍ ソマール ＩＪ用　ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ２００　５９４ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041604 インクジェット用フィルム ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ２００ 厚０．０５０ｍｍ ８４１ｍｍ×４０ｍ ソマール ＩＪ用　ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ２００　８４１ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041538 インクジェット用フィルム ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ２００ 厚０．０５０ｍｍ ９１４ｍｍ×４０ｍ ソマール ＩＪ用　ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ２００　９１４ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041606 インクジェット用フィルム ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ３００ 厚０．０７５ｍｍ ５９４ｍｍ×４０ｍ ソマール ＩＪ用　ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ３００　５９４ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041608 インクジェット用フィルム ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ３００ 厚０．０７５ｍｍ ８４１ｍｍ×４０ｍ ソマール ＩＪ用　ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ３００　８４１ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007041540 インクジェット用フィルム ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ３００ 厚０．０７５ｍｍ ９１４ｍｍ×４０ｍ ソマール ＩＪ用　ジェトラス（両面） ＪＰ－Ｄ３００　９１４ｍｍ 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007092002 インクジェット用紙 マイジェフ普通紙 Ｎ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ５９４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと ＩＪ用　マイジェフ普通紙 ＣｏＣ　５９４ｍｍ×５０ｍ 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007092004 インクジェット用紙 マイジェフ普通紙 Ｎ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ８４１ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと ＩＪ用　マイジェフ普通紙 ＣｏＣ　８４１ｍｍ×５０ｍ 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007092006 インクジェット用紙 マイジェフコート紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ４２０ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと ＩＪ用　マイジェフコート紙 ＣｏＣ　４２０ｍｍ×５０ｍ 箱 999 × ○ 7007 製図用品

3978 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007092008 インクジェット用紙 マイジェフコート紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ５９４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと ＩＪ用　マイジェフコート紙 ＣｏＣ　５９４ｍｍ×５０ｍ 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007092010 インクジェット用紙 マイジェフコート紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ６１０ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと ＩＪ用　マイジェフコート紙 ＣｏＣ　６１０ｍｍ×５０ｍ 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007092012 インクジェット用紙 マイジェフコート紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ８４１ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと ＩＪ用　マイジェフコート紙 ＣｏＣ　８４１ｍｍ×５０ｍ 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007092014 インクジェット用紙 マイジェフコート紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ９１４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） きもと ＩＪ用　マイジェフコート紙 ＣｏＣ　９１４ｍｍ×５０ｍ 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007092016 インクジェット用紙 マイジェフコート紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ５９４ｍｍ×１００ｍ（１本入り） きもと ＩＪ用　マイジェフコート紙 ＣｏＣ　５９４ｍｍ×１００ｍ 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007092018 インクジェット用紙 マイジェフコート紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ８４１ｍｍ×１００ｍ（１本入り） きもと ＩＪ用　マイジェフコート紙 ＣｏＣ　８４１ｍｍ×１００ｍ 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007092020 インクジェット用紙 マイジェフコート紙 ８１ｇ　ＣｏＣ 厚８１ｇ／ｍ２ ９１４ｍｍ×１００ｍ（１本入り） きもと ＩＪ用　マイジェフコート紙 ＣｏＣ　９１４ｍｍ×１００ｍ 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007090018 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ｚ 厚７０ｇ／ｍ２ ９１４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ｚ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007090020 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ａ 厚７０ｇ／ｍ２ ８４１ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ａ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007090022 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ｙ 厚７０ｇ／ｍ２ ６１０ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ｙ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007090024 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ｂ 厚７０ｇ／ｍ２ ５９４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ｂ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007090026 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ｄ 厚７０ｇ／ｍ２ ４２０ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ｄ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007090028 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ｃ 厚７０ｇ／ｍ２ ２９７ｍｍ×５０ｍ（４本入り） 桜井 ＩＪ用　再生紙７０白 ＩＪＲ７７Ｃ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007090034 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＴＥ７７Ｚ 厚７０ｇ／ｍ２ ９１４ｍｍ×１００ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　再生紙７０白 ＴＥ７７Ｚ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007090036 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＴＥ７７Ａ 厚７０ｇ／ｍ２ ８４１ｍｍ×１００ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　再生紙７０白 ＴＥ７７Ａ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007090038 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＴＥ７７Ｙ 厚７０ｇ／ｍ２ ６１０ｍｍ×１００ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　再生紙７０白 ＴＥ７７Ｙ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007090040 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＴＥ７７Ｂ 厚７０ｇ／ｍ２ ５９４ｍｍ×１００ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　再生紙７０白 ＴＥ７７Ｂ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007090042 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＴＥ７７Ｄ 厚７０ｇ／ｍ２ ４２０ｍｍ×１００ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　再生紙７０白 ＴＥ７７Ｄ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品
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インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007090044 インクジェット用紙 再生紙７０白 ＴＥ７７Ｃ 厚７０ｇ／ｍ２ ２９７ｍｍ×１００ｍ（４本入り） 桜井 ＩＪ用　再生紙７０白 ＴＥ７７Ｃ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007091046 インクジェット用紙 エココート紙ＩＪ８０ ＣＩＪ４０Ｘ 厚８０ｇ／ｍ２ １，０６７ｍｍ×５０ｍ 桜井 ＩＪ用　エココート紙ＩＪ８０ ＣＩＪ４０Ｘ　桜井 本 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007091048 インクジェット用紙 エココート紙ＩＪ８０ ＣＩＪ４０Ｚ 厚８０ｇ／ｍ２ ９１４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　エココート紙ＩＪ８０ ＣＩＪ４０Ｚ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007091050 インクジェット用紙 エココート紙ＩＪ８０ ＣＩＪ４０Ａ 厚８０ｇ／ｍ２ ８４１ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　エココート紙ＩＪ８０ ＣＩＪ４０Ａ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007091052 インクジェット用紙 エココート紙ＩＪ８０ ＣＩＪ４０Ｙ 厚８０ｇ／ｍ２ ６１０ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　エココート紙ＩＪ８０ ＣＩＪ４０Ｙ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007091054 インクジェット用紙 エココート紙ＩＪ８０ ＣＩＪ４０Ｂ 厚８０ｇ／ｍ２ ５９４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　エココート紙ＩＪ８０ ＣＩＪ４０Ｂ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007091056 インクジェット用紙 エココート紙ＩＪ８０ ＣＩＪ４０Ｄ 厚８０ｇ／ｍ２ ４２０ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　エココート紙ＩＪ８０ ＣＩＪ４０Ｄ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007091058 インクジェット用紙 エココート紙ＩＪ８０ ＣＩＪ４０Ｃ 厚８０ｇ／ｍ２ ２９７ｍｍ×５０ｍ（４本入り） 桜井 ＩＪ用　エココート紙ＩＪ８０ ＣＩＪ４０Ｃ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007091062 インクジェット用紙 エココート紙ＩＪ８０ ＭＥ４０Ａ 厚８０ｇ／ｍ２ ８４１ｍｍ×１００ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　エココート紙ＩＪ８０ ＭＥ４０Ａ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007091066 インクジェット用紙 エココート紙ＩＪ８０ ＭＥ４０Ｂ 厚８０ｇ／ｍ２ ５９４ｍｍ×１００ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　エココート紙ＩＪ８０ ＭＥ４０Ｂ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007091070 インクジェット用紙 再生紙６９ ＩＪＨ６９Ａ 厚６９ｇ／ｍ２ ８４１ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　再生紙６９ ＩＪＨ６９Ａ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007091072 インクジェット用紙 再生紙６９ ＩＪＨ６９Ｂ 厚６９ｇ／ｍ２ ５９４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　再生紙６９ ＩＪＨ６９Ｂ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007091074 インクジェット用紙 再生紙６９ ＩＪＨ６９Ｄ 厚６９ｇ／ｍ２ ４２０ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　再生紙６９ ＩＪＨ６９Ｄ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007091076 インクジェット用紙 再生紙６９ ＩＪＨ６９Ｃ 厚６９ｇ／ｍ２ ２９７ｍｍ×５０ｍ（４本入り） 桜井 ＩＪ用　再生紙６９ ＩＪＨ６９Ｃ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品
―

7007091082 インクジェット用紙 普通紙６４（薄紙管） ＵＳＮ６４Ｂ 厚６４ｇ／ｍ２ ５９４ｍｍ×５０ｍ（２本入り） 桜井 ＩＪ用　普通紙６４（薄紙管） ＵＳＮ６４Ｂ　桜井 箱 999 × ○ 7007 製図用品

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010002
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 大型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 トレーシングペー
パー　５５～７５ｇ／ｍ２ 仕上がりＡ０・Ｂ１判

電子複写　ペラ物　大型第二原図 トレーシングペーパーＡ０・Ｂ１ 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010004
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 大型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 トレーシングペー
パー　５５～７５ｇ／ｍ２ 仕上がりＡ１・Ｂ２判

電子複写　ペラ物　大型第二原図 トレーシングペーパーＡ１・Ｂ２ 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010006
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 大型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 トレーシングペー
パー　５５～７５ｇ／ｍ２ 仕上がりＡ２・Ｂ３判

電子複写　ペラ物　大型第二原図 トレーシングペーパーＡ２・Ｂ３ 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金
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電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010008
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 大型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 トレーシングペー
パー　５５～７５ｇ／ｍ２ 仕上がりＡ３判

電子複写　ペラ物　大型第二原図 トレーシングペーパー　Ａ３判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010010
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 大型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 フィルムベース（Ｐ
ＰＣ用，厚さ０．０７５ｍｍマイラー） 仕上がりＡ０・Ｂ１判

電子複写　ペラ物　大型第二原図 フィルムベース　Ａ０・Ｂ１判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010012
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 大型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 フィルムベース（Ｐ
ＰＣ用，厚さ０．０７５ｍｍマイラー） 仕上がりＡ１・Ｂ２判

電子複写　ペラ物　大型第二原図 フィルムベース　Ａ１・Ｂ２判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010014
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 大型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 フィルムベース（Ｐ
ＰＣ用，厚さ０．０７５ｍｍマイラー） 仕上がりＡ２・Ｂ３判

電子複写　ペラ物　大型第二原図 フィルムベース　Ａ２・Ｂ３判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010016
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 大型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 フィルムベース（Ｐ
ＰＣ用，厚さ０．０７５ｍｍマイラー） 仕上がりＡ３判

電子複写　ペラ物　大型第二原図 フィルムベース　Ａ３判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010018
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 トレーシングペー
パー 仕上がりＡ３判

電子複写　ペラ物　小型第二原図 トレーシングペーパー　Ａ３判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010020
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 トレーシングペー
パー 仕上がりＢ４判

電子複写　ペラ物　小型第二原図 トレーシングペーパー　Ｂ４判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010022
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型電子複写 第二原図複写 原寸・拡大・縮小 トレーシングペー
パー 仕上がりＡ４判以下

電子複写　ペラ物　小型第二原図 トレーシングペーパー　Ａ４以下 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010024
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 大型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 仕上がりＡ０・
Ｂ１判

電子複写　ペラ物　大型 普通紙（上質紙）　Ａ０・Ｂ１判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010026
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 大型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 仕上がりＡ１・
Ｂ２判

電子複写　ペラ物　大型 普通紙（上質紙）　Ａ１・Ｂ２判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010028
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 大型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 仕上がりＡ２・
Ｂ３判

電子複写　ペラ物　大型 普通紙（上質紙）　Ａ２・Ｂ３判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010030 電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 大型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 仕上がりＡ３判 電子複写　ペラ物　大型 普通紙（上質紙）　Ａ３判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010032 電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 仕上がりＡ３判 電子複写　ペラ物　小型 普通紙（上質紙）　Ａ３判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010034 電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 仕上がりＢ４判 電子複写　ペラ物　小型 普通紙（上質紙）　Ｂ４判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010036
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙） 仕上がりＡ４判
以下

電子複写　ペラ物　小型 普通紙（上質紙）　Ａ４判以下 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009019002
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙）　割引率 １０１
枚～５００枚まで

電子複写　ペラ物　小型　普通紙 割引率１０１枚～５００枚まで ％ 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009019004
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙）　割引率 ５０１
枚～１，０００枚まで

電子複写　ペラ物　小型　普通紙 割引率５０１枚～１０００枚まで ％ 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009019006
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙）　割引率 １，０
０１枚～２，０００枚まで

電子複写　ペラ物　小型　普通紙 割引率１００１～２０００枚まで ％ 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金
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電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009019008
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙）　割引率 ２，０
０１枚～５，０００枚まで

電子複写　ペラ物　小型　普通紙 割引率２００１～５０００枚まで ％ 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009019010
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙）　割引率 ５，０
０１枚以上

電子複写　ペラ物　小型　普通紙 割引率５００１枚以上 ％ 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010038
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 大型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカ
ラー 仕上がりＡ０・Ｂ１判

電子複写　ペラ物　大型カラー 普通紙・フルカラー　Ａ０・Ｂ１ 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010040
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 大型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカ
ラー 仕上がりＡ１・Ｂ２判

電子複写　ペラ物　大型カラー 普通紙・フルカラー　Ａ１・Ｂ２ 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010042
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 大型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカ
ラー 仕上がりＡ２・Ｂ３判

電子複写　ペラ物　大型カラー 普通紙・フルカラー　Ａ２・Ｂ３ 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010044
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカ
ラー 仕上がりＡ３判

電子複写　ペラ物　小型カラー 普通紙・フルカラー　Ａ３判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010046
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカ
ラー 仕上がりＢ４判

電子複写　ペラ物　小型カラー 普通紙・フルカラー　Ｂ４判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009010048
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカ
ラー 仕上がりＡ４判以下

電子複写　ペラ物　小型カラー 普通紙・フルカラー　Ａ４判以下 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009019012
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカ
ラー　割引率 １０１枚～２００枚まで

電子複写ペラ物小型カラー普通紙 割引率　１０１枚～２００枚まで ％ 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009019014
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカ
ラー　割引率 ２０１枚～３００枚まで

電子複写ペラ物小型カラー普通紙 割引率　２０１枚～３００枚まで ％ 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009019016
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） ペラ物の原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上質紙），フルカ
ラー　割引率 ３０１枚以上

電子複写ペラ物小型カラー普通紙 割引率　３０１枚以上 ％ 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009011002
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 書物・製本された原稿・不揃い原稿 大型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上
質紙） 仕上がりＡ０・Ｂ１判

電子複写　書物・製本原稿他大型 普通紙（上質紙）　Ａ０・Ｂ１判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009011004
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 書物・製本された原稿・不揃い原稿 大型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上
質紙） 仕上がりＡ１・Ｂ２判

電子複写　書物・製本原稿他大型 普通紙（上質紙）　Ａ１・Ｂ２判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009011006
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 書物・製本された原稿・不揃い原稿 大型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上
質紙） 仕上がりＡ２・Ｂ３判

電子複写　書物・製本原稿他大型 普通紙（上質紙）　Ａ２・Ｂ３判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009011008
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 書物・製本された原稿・不揃い原稿 大型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上
質紙） 仕上がりＡ３判

電子複写　書物・製本原稿他大型 普通紙（上質紙）　Ａ３判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009011010
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 書物・製本された原稿・不揃い原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上
質紙） 仕上がりＡ３判

電子複写　書物・製本原稿他小型 普通紙（上質紙）　Ａ３判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009011012
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 書物・製本された原稿・不揃い原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上
質紙） 仕上がりＢ４判

電子複写　書物・製本原稿他小型 普通紙（上質紙）　Ｂ４判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009011014
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 書物・製本された原稿・不揃い原稿 小型電子複写 原寸・拡大・縮小 普通紙（上
質紙） 仕上がりＡ４判以下

電子複写　書物・製本原稿他小型 普通紙（上質紙）　Ａ４判以下 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金
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電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009011016
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 書物・製本された原稿・不揃い原稿 大型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通
紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＡ０・Ｂ１判

電子複写　書物他　大型カラー 普通紙・フルカラー　Ａ０・Ｂ１ 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009011018
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 書物・製本された原稿・不揃い原稿 大型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通
紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＡ１・Ｂ２判

電子複写　書物他　大型カラー 普通紙・フルカラー　Ａ１・Ｂ２ 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009011020
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 書物・製本された原稿・不揃い原稿 大型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通
紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＡ２・Ｂ３判

電子複写　書物他　大型カラー 普通紙・フルカラー　Ａ２・Ｂ３ 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009011022
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 書物・製本された原稿・不揃い原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通
紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＡ３判

電子複写　書物他　小型カラー 普通紙・フルカラー　Ａ３判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009011024
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 書物・製本された原稿・不揃い原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通
紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＢ４判

電子複写　書物他　小型カラー 普通紙・フルカラー　Ｂ４判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 7009011026
電子複写（ＰＰＣ，普通紙コピー） 書物・製本された原稿・不揃い原稿 小型カラー電子複写 原寸・拡大・縮小 普通
紙（上質紙），フルカラー 仕上がりＡ４判以下

電子複写　書物他　小型カラー 普通紙・フルカラー　Ａ４判以下 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009021002 製本・諸加工・表紙等 折り図 図面サイズＡ０・Ｂ１判 手折り，折り上がりサイズＡ４・Ｂ５判 折り図　図面サイズＡ０・Ｂ１判 手折り・折り上がりＡ４・Ｂ５判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009021004 製本・諸加工・表紙等 折り図 図面サイズＡ１・Ｂ２判 手折り，折り上がりサイズＡ４・Ｂ５判 折り図　図面サイズＡ１・Ｂ２判 手折り・折り上がりＡ４・Ｂ５判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009021006 製本・諸加工・表紙等 折り図 図面サイズＡ２・Ｂ３判 手折り，折り上がりサイズＡ４・Ｂ５判 折り図　図面サイズＡ２・Ｂ３判 手折り・折り上がりＡ４・Ｂ５判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009021008 製本・諸加工・表紙等 折り図 図面サイズＡ３・Ｂ４判 手折り，折り上がりサイズＡ４・Ｂ５判 折り図　図面サイズＡ３・Ｂ４判 手折り・折り上がりＡ４・Ｂ５判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022002 製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ０・Ｂ１判 １０枚まで とじ込み製本　表紙代別途 仕上がりＡ０・Ｂ１判１０枚まで 冊 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022004 製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ０・Ｂ１判 １１枚以上 とじ込み製本　表紙代別途 仕上がりＡ０・Ｂ１判１１枚以上 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022006 製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ１・Ｂ２判 １０枚まで とじ込み製本　表紙代別途 仕上がりＡ１・Ｂ２判１０枚まで 冊 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022008 製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ１・Ｂ２判 １１枚以上 とじ込み製本　表紙代別途 仕上がりＡ１・Ｂ２判１１枚以上 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022010 製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ２・Ｂ３判 １０枚まで とじ込み製本　表紙代別途 仕上がりＡ２・Ｂ３判１０枚まで 冊 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022012 製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ２・Ｂ３判 １１枚以上 とじ込み製本　表紙代別途 仕上がりＡ２・Ｂ３判１１枚以上 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022014 製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ３・Ｂ４判 １０枚まで とじ込み製本　表紙代別途 仕上がりＡ３・Ｂ４判１０枚まで 冊 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022016 製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ３・Ｂ４判 １１枚以上 とじ込み製本　表紙代別途 仕上がりＡ３・Ｂ４判１１枚以上 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金
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製本・諸加工・表紙等 7009022018 製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ４・Ｂ５判 １０枚まで とじ込み製本　表紙代別途 仕上がりＡ４・Ｂ５判１０枚まで 冊 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022020 製本・諸加工・表紙等 とじ込み製本 表紙代は別途 仕上がりＡ４・Ｂ５判 １１枚以上 とじ込み製本　表紙代別途 仕上がりＡ４・Ｂ５判１１枚以上 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022022 製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ０・Ｂ１判 １０枚まで クロース巻き・くるみ製本 仕上がりＡ０・Ｂ１判１０枚まで 冊 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022024 製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ０・Ｂ１判 １１枚以上 クロース巻き・くるみ製本 仕上がりＡ０・Ｂ１判１１枚以上 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022026 製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ１・Ｂ２判 １０枚まで クロース巻き・くるみ製本 仕上がりＡ１・Ｂ２判１０枚まで 冊 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022028 製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ１・Ｂ２判 １１枚以上 クロース巻き・くるみ製本 仕上がりＡ１・Ｂ２判１１枚以上 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022030 製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ２・Ｂ３判 １０枚まで クロース巻き・くるみ製本 仕上がりＡ２・Ｂ３判１０枚まで 冊 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022032 製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ２・Ｂ３判 １１枚以上 クロース巻き・くるみ製本 仕上がりＡ２・Ｂ３判１１枚以上 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022034 製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ３・Ｂ４判 １０枚まで クロース巻き・くるみ製本 仕上がりＡ３・Ｂ４判１０枚まで 冊 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022036 製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ３・Ｂ４判 １１枚以上 クロース巻き・くるみ製本 仕上がりＡ３・Ｂ４判１１枚以上 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022038 製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ４・Ｂ５判 １０枚まで クロース巻き・くるみ製本 仕上がりＡ４・Ｂ５判１０枚まで 冊 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022040 製本・諸加工・表紙等 クロース巻き・くるみ製本 表紙代は別途 仕上がりＡ４・Ｂ５判 １１枚以上 クロース巻き・くるみ製本 仕上がりＡ４・Ｂ５判１１枚以上 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022042
製本・諸加工・表紙等 二ツ折のり付け製本 図面サイズＡ０・Ｂ１判（表紙代は別途） 仕上がりＡ１・Ｂ２判 １０枚
まで

二ツ折のり付製本図面Ａ０・Ｂ１ 仕上がりＡ１・Ｂ２判１０枚まで 冊 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022044
製本・諸加工・表紙等 二ツ折のり付け製本 図面サイズＡ０・Ｂ１判（表紙代は別途） 仕上がりＡ１・Ｂ２判 １１枚
以上

二ツ折のり付製本図面Ａ０・Ｂ１ 仕上がりＡ１・Ｂ２判１１枚以上 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022046
製本・諸加工・表紙等 二ツ折のり付け製本 図面サイズＡ１・Ｂ２判（表紙代は別途） 仕上がりＡ２・Ｂ３判 １０枚
まで

二ツ折のり付製本図面Ａ１・Ｂ２ 仕上がりＡ２・Ｂ３判１０枚まで 冊 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022048
製本・諸加工・表紙等 二ツ折のり付け製本 図面サイズＡ１・Ｂ２判（表紙代は別途） 仕上がりＡ２・Ｂ３判 １１枚
以上

二ツ折のり付製本図面Ａ１・Ｂ２ 仕上がりＡ２・Ｂ３判１１枚以上 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022050
製本・諸加工・表紙等 二ツ折のり付け製本 図面サイズＡ２・Ｂ３判（表紙代は別途） 仕上がりＡ３・Ｂ４判 １０枚
まで

二ツ折のり付製本図面Ａ２・Ｂ３ 仕上がりＡ３・Ｂ４判１０枚まで 冊 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022052
製本・諸加工・表紙等 二ツ折のり付け製本 図面サイズＡ２・Ｂ３判（表紙代は別途） 仕上がりＡ３・Ｂ４判 １１枚
以上

二ツ折のり付製本図面Ａ２・Ｂ３ 仕上がりＡ３・Ｂ４判１１枚以上 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金
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製本・諸加工・表紙等 7009022054
製本・諸加工・表紙等 二ツ折のり付け製本 図面サイズＡ３・Ｂ４判（表紙代は別途） 仕上がりＡ４・Ｂ５判 １０枚
まで

二ツ折のり付製本図面Ａ３・Ｂ４ 仕上がりＡ４・Ｂ５判１０枚まで 冊 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022056
製本・諸加工・表紙等 二ツ折のり付け製本 図面サイズＡ３・Ｂ４判（表紙代は別途） 仕上がりＡ４・Ｂ５判 １１枚
以上

二ツ折のり付製本図面Ａ３・Ｂ４ 仕上がりＡ４・Ｂ５判１１枚以上 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022058 製本・諸加工・表紙等 折込み枕入り製本 表紙代は別途 仕上がりＡ３・Ｂ４判 １０枚まで 折込み枕入り製本　表紙代別途 仕上がりＡ３・Ｂ４判１０枚まで 冊 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022060 製本・諸加工・表紙等 折込み枕入り製本 表紙代は別途 仕上がりＡ３・Ｂ４判 １１枚以上 折込み枕入り製本　表紙代別途 仕上がりＡ３・Ｂ４判１１枚以上 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022062 製本・諸加工・表紙等 折込み枕入り製本 表紙代は別途 仕上がりＡ４・Ｂ５判 １０枚まで 折込み枕入り製本　表紙代別途 仕上がりＡ４・Ｂ５判１０枚まで 冊 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009022064 製本・諸加工・表紙等 折込み枕入り製本 表紙代は別途 仕上がりＡ４・Ｂ５判 １１枚以上 折込み枕入り製本　表紙代別途 仕上がりＡ４・Ｂ５判１１枚以上 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009023002
製本・諸加工・表紙等 名入用箔押加工（手作業の箔押し） 金箔，色箔とも１行当たり（２０ポイントの書体２０文字
程度まで） ただし，文字の大きさ，字数によって別途割増しがある

名入用箔押加工　手作業の箔押し 金箔・色箔とも１行当たり 行 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009012002 製本・諸加工・表紙等 張り合わせ 仕上がりＡ０・Ｂ１判 張り合わせ 仕上がりＡ０・Ｂ１判 箇所 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009012004 製本・諸加工・表紙等 張り合わせ 仕上がりＡ１・Ｂ２判 張り合わせ 仕上がりＡ１・Ｂ２判 箇所 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009012006 製本・諸加工・表紙等 張り合わせ 仕上がりＡ２判 張り合わせ 仕上がりＡ２判 箇所 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009012008 製本・諸加工・表紙等 張り合わせ 仕上がりＡ２判未満 張り合わせ 仕上がりＡ２判未満 箇所 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009013002 製本・諸加工・表紙等 テープ掛け 仕上がりＡ０・Ｂ１判 テープ掛け 仕上がりＡ０・Ｂ１判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009013004 製本・諸加工・表紙等 テープ掛け 仕上がりＡ１・Ｂ２判 テープ掛け 仕上がりＡ１・Ｂ２判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009013006 製本・諸加工・表紙等 テープ掛け 仕上がりＡ２判 テープ掛け 仕上がりＡ２判 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009013008 製本・諸加工・表紙等 テープ掛け 仕上がりＡ２判未満 テープ掛け 仕上がりＡ２判未満 枚 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009024002 製本・諸加工・表紙等 報告書表紙 厚手（金文字入） Ａ４ 報告書表紙 厚手（金文字入）　Ａ４ 部 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009024004 製本・諸加工・表紙等 報告書表紙 薄手（黒文字入） Ａ４ 報告書表紙 薄手（黒文字入）　Ａ４ 部 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009025002 製本・諸加工・表紙等 簡易加除式ファイル Ａ４縦型　幅３ｃｍ（チューブ・パイプファイル） 簡易加除式ファイル Ａ４縦型　Ｗ３ｃｍ 部 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金
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製本・諸加工・表紙等 7009025004 製本・諸加工・表紙等 簡易加除式ファイル Ａ４縦型　幅５ｃｍ（チューブ・パイプファイル） 簡易加除式ファイル Ａ４縦型　Ｗ５ｃｍ 部 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009025006 製本・諸加工・表紙等 簡易加除式ファイル Ａ４縦型　幅８ｃｍ（チューブ・パイプファイル） 簡易加除式ファイル Ａ４縦型　Ｗ８ｃｍ 部 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

製本・諸加工・表紙等 7009025008 製本・諸加工・表紙等 簡易加除式ファイル Ａ４縦型　幅１０ｃｍ（チューブ・パイプファイル） 簡易加除式ファイル Ａ４縦型　Ｗ１０ｃｍ 部 999 × ○ 7009 電子化・焼付け料金

地形図 7007080010 地形図 ２万５千分の１地形図 柾判 ３色刷 地形図 ２万５千分の１　柾判　３色刷 枚 999 × ○ 7007 製図用品

地形図 7007080030 地形図 ５万分の１地形図 柾判 ３色刷 地形図 ５万分の１　柾判　３色刷 枚 999 × ○ 7007 製図用品

地形図 7007080040 地形図 ５万分の１地形図 柾判 ４色刷 地形図 ５万分の１　柾判　４色刷 枚 999 × ○ 7007 製図用品

舗装工事材料試験費 9005175022
舗装工事材料試験費 骨材試験 骨材のふるい分け試験（粗骨材） １試料につき１個 ＪＩＳ　Ａ　１１０２ 諸経費は含
まず。 工事費

骨材のふるい分け試験 粗骨材　１個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005175024
舗装工事材料試験費 骨材試験 骨材のふるい分け試験（細骨材） １試料につき１個 ＪＩＳ　Ａ　１１０２ 諸経費は含
まず。 工事費

骨材のふるい分け試験 細骨材　１個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005175026
舗装工事材料試験費 骨材試験 骨材の単位容積質量および実績率試験 １試料につき２個 ＪＩＳ　Ａ　１１０４ 諸経費
は含まず。 工事費

骨材の単位容積質量・実績率試験 ２個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005175028
舗装工事材料試験費 骨材試験 細骨材の有機不純物試験 １試料につき２個 ＪＩＳ　Ａ　１１０５ 諸経費は含まず。
工事費

細骨材の有機不純物試験 ２個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005175030
舗装工事材料試験費 骨材試験 細骨材の密度および吸水率試験 １試料につき２個 ＪＩＳ　Ａ　１１０９ 諸経費は含ま
ず。 工事費

細骨材密度・吸水率試験 ２個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005175032
舗装工事材料試験費 骨材試験 粗骨材の密度および吸水率試験 １試料につき２個 ＪＩＳ　Ａ　１１１０ 諸経費は含ま
ず。 工事費

粗骨材密度・吸水率試験 ２個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005175034
舗装工事材料試験費 骨材試験 ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 １試料につき１個 ふるい分け試験は
含まず ＪＩＳ　Ａ　１１２１ 諸経費は含まず。 工事費

ロス試験機・粗骨材すりへり試験 １個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005175036
舗装工事材料試験費 骨材試験 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 １試料につき１個 ふるい分け試験は含まず Ｊ
ＩＳ　Ａ　１１２２ 諸経費は含まず。 工事費

硫酸Ｎａによる骨材の安定性試験 １個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005175038
舗装工事材料試験費 骨材試験 ひっかき硬さによる粗骨材中の軟石量試験 １試料につき１個 ふるい分け試験は含まず
ＪＩＳ　Ａ　１１２６ 諸経費は含まず。 工事費

ひっかき硬さ粗骨材中軟石量試験 １個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005185030
舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 アスファルトの針入度試験 １試料につき３個 ＪＩＳ　Ｋ　２２
０７ 諸経費は含まず。 工事費

アスファルトの針入度試験 ３個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005185032
舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 アスファルトの軟化点試験（環球法） １試料につき２個 ＪＩＳ
Ｋ　２２０７ 諸経費は含まず。 工事費

アスファルトの軟化点試験 環球法　２個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005185034
舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 アスファルトの伸度試験 １試料につき３個 ＪＩＳ　Ｋ　２２０
７ 諸経費は含まず。 工事費

アスファルトの伸度試験 ３個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験
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舗装工事材料試験費 9005185036
舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 ６０℃粘度試験 １試料につき１個 舗装調査・試験法便覧 諸経費
は含まず。 工事費

６０度Ｃ粘度試験 １個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005185038
舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 タフネス・テナシティ試験 １試料につき３個 舗装調査・試験法
便覧 諸経費は含まず。 工事費

タフネス・テナシティ試験 ３個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005185040
舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 アスファルト密度試験 １試料につき２個 ＪＩＳ　Ｋ　２２０７
諸経費は含まず。 工事費

アスファルト密度試験 ２個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005185042
舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 マーシャル安定度試験 ３個１組 供試体作製，密度試験は含ま
ず。 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費

マーシャル安定度試験 ３個／組　道建協 組 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005185044
舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 水浸マーシャル安定度試験 ３個１組 供試体作製，密度試験は含
まず。 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費

水浸マーシャル安定度試験 ３個／組　道建協 組 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005185046
舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 アスファルト混合物の抽出試験（自動遠心分離法） １試料につき
１個 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費

アスファルト混合物の抽出試験 自動遠心分離法１個試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005185048
舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 締固めたアスファルト混合物の密度試験（ノギス法・真空パック
法） １試料につき１個 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費

締固めた瀝青混合物の密度試験 ノギス法他　１個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005185050
舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 アスファルト混合物の最大密度試験 １試料につき２個 舗装調
査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費

アスファルト混合物最大密度試験 ２個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005185052
舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 アスファルトの回収試験 １試料につき１個 ブランクテストは含
まず 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費

アスファルトの回収試験 １個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005185054
舗装工事材料試験費 アスファルトコンクリート試験 ホイールトラッキング試験 １試料につき供試体１個 供試体作
製，密度試験，石膏固定費，切断費は含まず。 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費

ホイールトラッキング試験 供試体１個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005195008
舗装工事材料試験費 セメントコンクリート試験・その他試験 コンクリートの曲げ強度試験 １試料につき供試体３個
ＪＩＳ　Ａ　１１０６ 諸経費は含まず。 工事費

コンクリートの曲げ強度試験 供試体３個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005195010
舗装工事材料試験費 セメントコンクリート試験・その他試験 コンクリートの圧縮強度試験 １試料につき供試体３個
ＪＩＳ　Ａ　１１０８ 諸経費は含まず。 工事費

コンクリートの圧縮強度試験 供試体３個／試料　道建協 試料 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005195012
舗装工事材料試験費 セメントコンクリート試験・その他試験 すべり抵抗試験（ＢＰＮ法） １点当たり 舗装調査・試
験法便覧 諸経費は含まず。 工事費

すべり抵抗試験　ＢＰＮ法 １点当たり　道建協 点 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005195014
舗装工事材料試験費 セメントコンクリート試験・その他試験 路面の平坦性試験（３ｍプロフィロメータ法） １箇所に
つき１，０００ｍ 試験器の運搬は含まず 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費

路面の平坦性試験　道建協 ３ｍプロフィロメータ法　１ｋｍ 箇所 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

舗装工事材料試験費 9005205010
舗装工事材料試験費 総合試験 セメント安定処理配合試験 セメント１添加量につき３個（３種×３個＝９個） 一軸圧
縮強度試験を含む 舗装調査・試験法便覧 諸経費は含まず。 工事費

セメント安定処理配合試験 ３個／セメント１添加量　道建協 式 999 × ○ 9005 地質調査・土質試験・舗装試験

非破壊・微破壊試験費 9007010005 非破壊試験費 コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁波レーダ法 基本料 非破壊試験費　配筋状態・かぶり 電磁波レーダ法　基本料 回 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010010 非破壊試験費 コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁波レーダ法 下向き 非破壊試験費　配筋状態・かぶり 電磁波レーダ法　下向き 箇所 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010015 非破壊試験費 コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁波レーダ法 横向き（壁面） 非破壊試験費　配筋状態・かぶり 電磁波レーダ法　横向き（壁面） 箇所 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費
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非破壊・微破壊試験費 9007010020 非破壊試験費 コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁波レーダ法 上向き 非破壊試験費　配筋状態・かぶり 電磁波レーダ法　上向き 箇所 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010025 非破壊試験費 コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁誘導法 基本料 非破壊試験費　配筋状態・かぶり 電磁誘導法　基本料 回 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010030 非破壊試験費 コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁誘導法 下向き 非破壊試験費　配筋状態・かぶり 電磁誘導法　下向き 箇所 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010035 非破壊試験費 コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁誘導法 横向き（壁面） 非破壊試験費　配筋状態・かぶり 電磁誘導法　横向き（壁面） 箇所 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010040 非破壊試験費 コンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定費 電磁誘導法 上向き 非破壊試験費　配筋状態・かぶり 電磁誘導法　上向き 箇所 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010041 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ３測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　３測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010042 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ４測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　４測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010043 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ５測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　５測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010045 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ６測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　６測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010046 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ７測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　７測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010047 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ８測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　８測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010050 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ９測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　９測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010051 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 １０測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　１０測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010052 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 １１測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　１１測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010055 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 １２測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　１２測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010053 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 １３測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　１３測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010054 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 １４測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　１４測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010060 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 １５測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　１５測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

3988 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

非破壊・微破壊試験費 9007010061 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 １６測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　１６測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010062 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 １７測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　１７測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010065 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 １８測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　１８測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010066 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 １９測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　１９測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010067 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ２０測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　２０測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010070 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ２１測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　２１測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010071 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ２２測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　２２測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010072 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ２３測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　２３測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010075 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ２４測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　２４測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010076 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ２５測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　２５測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010077 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ２６測線 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　２６測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010080 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 超音波試験　土研法 ２７測線以上 非破壊試験費　強度測定費 超音波試験　土研法　２７測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010081 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ３測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　３測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010082 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ４測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　４測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010083 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ５測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　５測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010085 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ６測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　６測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010086 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ７測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　７測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010087 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ８測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　８測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費
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非破壊・微破壊試験費 9007010090 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ９測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　９測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010091 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １０測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１０測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010092 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １１測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１１測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010095 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １２測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１２測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010096 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １３測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１３測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010097 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １４測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１４測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010100 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １５測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１５測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010101 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １６測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１６測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010102 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １７測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１７測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010105 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １８測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１８測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010106 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 １９測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　１９測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010107 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ２０測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　２０測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010110 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ２１測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　２１測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010111 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ２２測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　２２測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010112 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ２３測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　２３測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010115 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ２４測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　２４測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010116 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ２５測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　２５測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010117 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ２６測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　２６測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費
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非破壊・微破壊試験費 9007010120 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　ｉＴＥＣＳ法 ２７測線以上 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波ｉＴＥＣＳ　２７測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010121 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ３測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法　３測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010122 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ４測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法　４測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010123 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ５測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法　５測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010125 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ６測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法　６測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010126 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ７測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法　７測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010127 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ８測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法　８測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010130 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ９測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法　９測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010131 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １０測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法１０測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010132 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １１測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法１１測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010135 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １２測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法１２測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010136 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １３測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法１３測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010137 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １４測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法１４測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010140 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １５測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法１５測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010141 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １６測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法１６測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010142 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １７測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法１７測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010145 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １８測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法１８測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010146 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 １９測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法１９測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

3991 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

非破壊・微破壊試験費 9007010147 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ２０測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法２０測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010150 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ２１測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法２１測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010151 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ２２測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法２２測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010152 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ２３測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法２３測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010155 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ２４測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法２４測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010156 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ２５測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法２５測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010157 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ２６測線 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法２６測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007010160 非破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 衝撃弾性波試験　表面２点法 ２７測線以上 非破壊試験費　強度測定費 衝撃弾性波　表面２点法２７測線 測線 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007020005 微破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 ソフトコアリングＣ＋試験費 コア直径２５ｍｍ　採取本数：１～６本 微破壊試験費　強度測定費 ソフトコアリングＣ　１～６本 本 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007020010
微破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 ソフトコアリングＣ＋試験費 コア直径２５ｍｍ　採取本数：７～１２
本

微破壊試験費　強度測定費 ソフトコアリングＣ　７～１２本 本 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007020015
微破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 ソフトコアリングＣ＋試験費 コア直径２５ｍｍ　採取本数：１３～１
８本

微破壊試験費　強度測定費 ソフトコアリングＣ１３～１８本 本 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007020020
微破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 ソフトコアリングＣ＋試験費 コア直径２５ｍｍ　採取本数：１９～２
４本

微破壊試験費　強度測定費 ソフトコアリングＣ１９～２４本 本 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007020025
微破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 ソフトコアリングＣ＋試験費 コア直径２５ｍｍ　採取本数：２５本以
上

微破壊試験費　強度測定費 ソフトコアリングＣ　２５本以上 本 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007020030 微破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 ボス供試体による測定費 型枠内寸法：７５×７５×１５０ｍｍ 微破壊試験費　強度測定費 ボス供試体７５×１５０ｍｍ 個 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

非破壊・微破壊試験費 9007020035 微破壊試験費 コンクリート構造物の強度測定費 ボス供試体による測定費 型枠内寸法：１００×１００×２００ｍｍ 微破壊試験費　強度測定費 ボス供試体１００×２００ｍｍ 個 999 × ○ 9007 非破壊・微破壊試験費

共通仮設工事（仮設建物） 9101080004 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 倉庫 内部整理棚含む　平家 ６カ月 施工規模５０ｍ２ 材工共 倉庫（材工） 内部整理棚含む　平家　６カ月 ｍ２ 999 × ○ 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101080006 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 倉庫 内部整理棚含む　平家 ９カ月 施工規模５０ｍ２ 材工共 倉庫（材工） 内部整理棚含む　平家　９カ月 ｍ２ 999 × ○ 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101090004 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 現場工作所（下小屋） 単管小屋 ６カ月 施工規模５０ｍ２ 材工共 現場工作所（材工） 単管小屋　６カ月 ｍ２ 999 × ○ 9101 共通仮設・仮設建物
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共通仮設工事（仮設建物） 9101090006 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 現場工作所（下小屋） 単管小屋 ９カ月 施工規模５０ｍ２ 材工共 現場工作所（材工） 単管小屋　９カ月 ｍ２ 999 × ○ 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101120004 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 便所 水洗式・配管共 ６カ月 施工規模－棟 材工共 便所（材工） 水洗式・配管共　６カ月 棟 999 × ○ 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101120006 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 便所 水洗式・配管共 ９カ月 施工規模－棟 材工共 便所（材工） 水洗式・配管共　９カ月 棟 999 × ○ 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101120012 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 便所 くみ取り式 ６カ月 施工規模－棟 材工共 便所（材工） くみ取り式　６カ月 棟 999 × ○ 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101120014 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 便所 くみ取り式 ９カ月 施工規模－棟 材工共 便所（材工） くみ取り式　９カ月 棟 999 × ○ 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101140004 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 警備員詰所 守衛所　０．９７ｍ×１．２７ｍ ６カ月 施工規模－棟 材工共 警備員詰所（材工）　守衛所 ０．９７×１．２７ｍ　６カ月 棟 999 × ○ 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（仮設建物） 9101140006 共通仮設工事（仮設建物） 仮設建物 警備員詰所 守衛所　０．９７ｍ×１．２７ｍ ９カ月 施工規模－棟 材工共 警備員詰所（材工）　守衛所 ０．９７×１．２７ｍ　９カ月 棟 999 × ○ 9101 共通仮設・仮設建物

共通仮設工事（工事施設） 9103010004
共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 成形鋼板 高３．０ｍ　厚１．２ｍｍ ６カ月 施工規模－ｍ 万能鋼板，安全鋼板，
ガード鋼板など 材工共

成形鋼板仮囲い（材工） Ｈ３ｍ×Ｔ１．２ｍｍ　６カ月 ｍ 999 × ○ 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103010006
共通仮設工事（工事施設） 仮囲い 成形鋼板 高３．０ｍ　厚１．２ｍｍ ９カ月 施工規模－ｍ 万能鋼板，安全鋼板，
ガード鋼板など 材工共

成形鋼板仮囲い（材工） Ｈ３ｍ×Ｔ１．２ｍｍ　９カ月 ｍ 999 × ○ 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103060004
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 シートゲート Ｗ３．６×Ｈ４．５ｍ ６カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は
含む　基礎の撤去費は含まない 材工共

シートゲート（材工） Ｗ３．６×Ｈ４．５ｍ　６カ月 箇所 999 × ○ 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103060006
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 シートゲート Ｗ３．６×Ｈ４．５ｍ ９カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費は
含む　基礎の撤去費は含まない 材工共

シートゲート（材工） Ｗ３．６×Ｈ４．５ｍ　９カ月 箇所 999 × ○ 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103070004
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 パネルゲート（鋼製複層板） Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ ６カ月 施工規模－箇所
基礎の設置費は含む　基礎の撤去費は含まない 材工共

パネルゲート（材工）鋼製複層板 Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ　６カ月 箇所 999 × ○ 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103070006
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 パネルゲート（鋼製複層板） Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ ９カ月 施工規模－箇所
基礎の設置費は含む　基礎の撤去費は含まない 材工共

パネルゲート（材工）鋼製複層板 Ｗ７．２×Ｈ４．５ｍ　９カ月 箇所 999 × ○ 9103 共通仮設・工事施設

共通仮設工事（工事施設） 9103080004
共通仮設工事（工事施設） 門・出入口 電動シャッター Ｗ４．０×Ｈ５．０ｍ ６カ月 施工規模－箇所 基礎の設置費
は含む　基礎の撤去費は含まない 材工共

電動シャッター（材工） Ｗ４×Ｈ５ｍ　６カ月 箇所 999 × ○ 9103 共通仮設・工事施設

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305010004
直接仮設工事 やりかた・墨出し やりかた 事務所ビル・共同住宅　地下階なし　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模５００
建ｍ２ 地縄張り，ベンチマーク，基礎芯出し共（平・隅・たてやりかた含む） 材工共

やりかた（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造 事務所・共同住宅　地下階なし 建ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305010008
直接仮設工事 やりかた・墨出し 平やりかた 施工規模－箇所 平・隅・たてやりかたは、やりかた価格に含むが、箇所
別にやりかた単価を必要とする場合に適用する 材工共

やりかた（材工） 平やりかた 箇所 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305010010
直接仮設工事 やりかた・墨出し 隅やりかた 施工規模－箇所 平・隅・たてやりかたは、やりかた価格に含むが、箇所
別にやりかた単価を必要とする場合に適用する 材工共

やりかた（材工） 隅やりかた 箇所 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305010012
直接仮設工事 やりかた・墨出し たてやりかた 施工規模－箇所 平・隅・たてやりかたは、やりかた価格に含むが、箇
所別にやりかた単価を必要とする場合に適用する 材工共

やりかた（材工） たてやりかた 箇所 999 × ○ 9305 直接仮設工事
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直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305020004
直接仮設工事 やりかた・墨出し 墨出し 躯体・仕上げ共　事務所ビル　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床
ｍ２ 材工共

墨出し（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造 躯体・仕上げ共　事務所ビル 延床ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（やりかた・墨出し，現寸型板） 9305030004 直接仮設工事 現寸型板 現寸型板 事務所ビル　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延床ｍ２ 材工共 現寸型板（材工）ＲＣ・ＳＲＣ造 事務所ビル 延床ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305080004
直接仮設工事 養生 養生 躯体　事務所ビル等　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ コンクリート打設後の
養生（乾燥，雷雨，凍結に対する養生） 作業通路に関連する養生等 材工共

躯体仮設養生（材工） 事務所ビル等　ＲＣ・ＳＲＣ造 延ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305080010
直接仮設工事 養生 養生 仕上げ　事務所ビル等　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 複数の仕上げ工種に
渡る養生等（造作材，石，タイル，サッシ等） 材工共

仕上げ仮設養生（材工） 事務所ビル等　ＲＣ・ＳＲＣ造 延ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090022
直接仮設工事 清掃・片付け（施工中） 清掃・片付け 事務所ビル等　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２
専用工事業者が対応出来ない項目に対する清掃 処分費別 材工共

清掃・片付け（材工）（施工中） 事務所ビル等　ＲＣ・ＳＲＣ造 延ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（養生・清掃・片付け） 9305090048 直接仮設工事 竣工時清掃 竣工時清掃 事務所ビル等　（ＲＣ・ＳＲＣ造） 施工規模３，０００延ｍ２ 材工共 竣工時清掃（材工） 事務所ビル等　ＲＣ・ＳＲＣ造 延ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040004
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ１０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場
板　階段共 材工共

枠組本足場（材工） １．２ｍ　Ｈ１０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040010
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ２０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場
板　階段共 材工共

枠組本足場（材工） １．２ｍ　Ｈ２０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040014
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場
板　階段共 材工共

枠組本足場（材工） １．２ｍ　Ｈ３０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040016
直接仮設工事 外部足場 枠組本足場 高さ３０ｍ未満　建地幅１，２００ｍｍ ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場
板　階段共 材工共

枠組本足場（材工） １．２ｍ　Ｈ３０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040230
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ１０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足
場板　階段共 材工共

くさび緊結式足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ１０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040234
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ２０ｍ未満　建地幅９００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足
場板　階段共 材工共

くさび緊結式足場（材工） ０．９ｍ　Ｈ２０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040238
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ１０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足
場板　階段共 材工共

くさび緊結式足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ１０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040242
直接仮設工事 外部足場 くさび緊結式足場 高さ２０ｍ未満　建地幅６００ｍｍ ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足
場板　階段共 材工共

くさび緊結式足場（材工） ０．６ｍ　Ｈ２０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040022 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ１０ｍ未満 ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共 単管（パイプ）本足場（材工） Ｈ１０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040028 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ２０ｍ未満 ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共 単管（パイプ）本足場（材工） Ｈ２０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040032 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ３０ｍ未満 ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共 単管（パイプ）本足場（材工） Ｈ３０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040034 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）本足場 高さ３０ｍ未満 ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 足場板共 材工共 単管（パイプ）本足場（材工） Ｈ３０ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事
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直接仮設工事（外部足場） 9305040040 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）抱足場 高さ１０ｍ未満 ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共 単管（パイプ）抱足場（材工） Ｈ１０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040046 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）抱足場 高さ１５ｍ未満 ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共 単管（パイプ）抱足場（材工） Ｈ１５ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040048 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）抱足場 高さ１５ｍ未満 ９カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共 単管（パイプ）抱足場（材工） Ｈ１５ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040054 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）一本足場 高さ１０ｍ未満 ６カ月 施工規模５００架ｍ２ 材工共 単管（パイプ）一本足場（材工） Ｈ１０ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040060 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）一本足場 高さ１５ｍ未満 ６カ月 施工規模５００架ｍ２ 材工共 単管（パイプ）一本足場（材工） Ｈ１５ｍ未満　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040062 直接仮設工事 外部足場 単管（パイプ）一本足場 高さ１５ｍ未満 ９カ月 施工規模５００架ｍ２ 材工共 単管（パイプ）一本足場（材工） Ｈ１５ｍ未満　９カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040066 直接仮設工事 外部足場 ブラケット足場 高さ１０ｍ程度 ４カ月 施工規模５００架ｍ２ 足場板共 材工共 ブラケット足場（材工） Ｈ１０ｍ程度　４カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040068 直接仮設工事 外部足場 ブラケット足場 高さ１０ｍ程度 ６カ月 施工規模５００架ｍ２ 足場板共 材工共 ブラケット足場（材工） Ｈ１０ｍ程度　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040206 直接仮設工事 外部足場 昇降足場（独立タイプ） 階段（階段建枠使用） ６カ月 施工規模５０ｍ 単位は架ｍ 材工共 昇降足場（材工）独立タイプ 階段　階段建枠使用　６カ月 ｍ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（外部足場） 9305040208 直接仮設工事 外部足場 昇降足場（独立タイプ） 階段（階段建枠使用） ９カ月 施工規模５０ｍ 単位は架ｍ 材工共 昇降足場（材工）独立タイプ 階段　階段建枠使用　９カ月 ｍ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050038
直接仮設工事 内部足場 鉄骨つり棚足場 （チェーン・角パイプ使用）シングル ２カ月 施工規模－ｍ２ 足場面積 材工
共

鉄骨つり棚足場（材工） チェーン・角パイプ　Ｓ　２カ月 ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050074
直接仮設工事 内部足場 枠組棚足場（枠組ステージング） 足場　Ｈ＝１．８ｍ ２カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり
共 材工共

枠組棚足場（材工） 足場Ｈ１．８ｍ　２カ月 伏ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050078
直接仮設工事 内部足場 枠組棚足場（枠組ステージング） 足場　Ｈ＝３．６ｍ ２カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり
共 材工共

枠組棚足場（材工） 足場Ｈ３．６ｍ　２カ月 伏ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050082
直接仮設工事 内部足場 単管棚足場（単管ステージング） 足場　Ｈ＝１．８ｍ ２カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり
共 材工共

単管棚足場（材工） 足場Ｈ１．８ｍ　２カ月 伏ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050086
直接仮設工事 内部足場 単管棚足場（単管ステージング） 足場　Ｈ＝３．６ｍ ２カ月 施工規模－伏ｍ２ 安全手すり
共 材工共

単管棚足場（材工） 足場Ｈ３．６ｍ　２カ月 伏ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050022 直接仮設工事 内部足場 階段室棚足場 （単管使用） ２カ月 施工規模－床ｍ２ 材工共 階段室棚足場（材工）　単管使用 ２カ月 床ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050050 直接仮設工事 内部足場 脚立足場 並列　Ｈ＝１．８ｍ ２カ月 施工規模－床ｍ２ 材工共 脚立足場（材工） 並列　Ｈ１．８ｍ　２カ月 床ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050052 直接仮設工事 内部足場 脚立足場 並列　Ｈ＝１．８ｍ ４カ月 施工規模－床ｍ２ 材工共 脚立足場（材工） 並列　Ｈ１．８ｍ　４カ月 床ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事
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直接仮設工事（内部足場） 9305050060 直接仮設工事 内部足場 脚立足場 直列　Ｈ＝１．８ｍ ２カ月 施工規模－ｍ 材工共 脚立足場（材工） 直列　Ｈ１．８ｍ　２カ月 ｍ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050062 直接仮設工事 内部足場 脚立足場 直列　Ｈ＝１．８ｍ ４カ月 施工規模－ｍ 材工共 脚立足場（材工） 直列　Ｈ１．８ｍ　４カ月 ｍ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050054
直接仮設工事 内部足場 移動足場（ローリングタワー） Ｗ＝１．５ｍ　Ｈ＝２．０ｍ　１段 １カ月 施工規模－台 材
工共

ローリングタワー（材工） １段　１カ月 台 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050056
直接仮設工事 内部足場 移動足場（ローリングタワー） Ｗ＝１．５ｍ　Ｈ＝３．７ｍ　２段 １カ月 施工規模－台 材
工共

ローリングタワー（材工） ２段　１カ月 台 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（内部足場） 9305050058
直接仮設工事 内部足場 移動足場（ローリングタワー） Ｗ＝１．５ｍ　Ｈ＝５．４ｍ　３段 １カ月 施工規模－台 材
工共

ローリングタワー（材工） ３段　１カ月 台 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070004 直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　枠付き金網張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共 災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　枠付き金網張り　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070010
直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　グリーンネット張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 網目１５～３０
ｍｍ程度 材工共

災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　グリーンネット　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070016
直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　メッシュシート張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ １ｍｍメッシュ
材工共

災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　メッシュシート　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070022
直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　養生シート張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ ポリエステル製・ナ
イロン製，防炎１類シート 材工共

災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　養生シート張り　６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070028 直接仮設工事 災害防止施設 垂直養生 外部　アルミ防音パネル張り ６カ月 施工規模１，０００架ｍ２ 材工共 災害防止施設（材工）　垂直養生 外部　アルミ防音パネル張６カ月 架ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070034 直接仮設工事 災害防止施設 水平養生 水平安全ネット張り ６カ月 施工規模－伏ｍ２ １００ｍｍメッシュ 材工共 災害防止施設（材工）　水平養生 水平安全ネット張り　６カ月 伏ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070040
直接仮設工事 災害防止施設 水平養生 水平ダブルネット張り ６カ月 施工規模－伏ｍ２ １００ｍｍメッシュ＋１５ｍ
ｍメッシュ 材工共

災害防止施設（材工）　水平養生 水平ダブルネット張り　６カ月 伏ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

直接仮設工事（災害防止施設） 9305070052 直接仮設工事 災害防止施設 朝顔養生 枠組足場用　出幅２．０ｍ ６カ月 施工規模－ｍ 材工共 災害防止施設（材工）　朝顔養生 枠組足場用　出幅２ｍ　６カ月 ｍ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理
等）

9307010040
土工事 根切り 人力掘削（つぼ掘・布掘） 深さ１ｍ未満　砂及び砂質土 施工規模１０ｍ３ 深さ１．０～２．０ｍ未満
１５％増し 機械・手間のみ

根切り（工）つぼ堀・布堀 人力掘削　１ｍ未満 ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理
等）

9307010028 土工事 根切り 機械掘削（切りばり１段） 深さ５．５ｍ未満　砂及び砂質土 施工規模４，０００ｍ３ 機械・手間のみ 根切り（工）切りばり１段 機械掘削　５．５ｍ未満 ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理
等）

9307010032 土工事 根切り 機械掘削（切りばり２段） 深さ９ｍ未満　砂及び砂質土 施工規模６，０００ｍ３ 機械・手間のみ 根切り（工）切りばり２段 機械掘削　９ｍ未満 ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理
等）

9307060022 土工事 埋戻し 場内仮置土 建物周辺に仮置　人力 施工規模１０ｍ３ 機械・手間のみ 埋戻し（工） 場内仮置土　人力　建物周辺仮置 ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理
等）

9307060024 土工事 埋戻し 場内仮置土 建物周辺から２０ｍ～３０ｍに仮置　人力 施工規模１０ｍ３ 機械・手間のみ 埋戻し（工） 場内仮置土　人力　２０～３０ｍ ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事
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土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理
等）

9307060032 土工事 埋戻し 場内仮置土 建物周辺から２０ｍ～３０ｍに仮置　機械 施工規模３００ｍ３ 機械・手間のみ 埋戻し（工） 場内仮置土　機械　２０～３０ｍ ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理
等）

9307070022 土工事 盛土 場内仮置土 建物周辺に仮置　人力 施工規模１０ｍ３ 機械・手間のみ 盛土（工） 場内仮置土　人力　建物周辺仮置 ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理
等）

9307070004 土工事 盛土 場内仮置土 建物周辺に仮置　機械 施工規模３００ｍ３ 機械・手間のみ 盛土（工） 場内仮置土　機械　建物周辺仮置 ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理
等）

9307070024 土工事 盛土 場内仮置土 建物周辺から２０ｍ～３０ｍに仮置　人力 施工規模１０ｍ３ 機械・手間のみ 盛土（工） 場内仮置土　人力　２０～３０ｍ ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理
等）

9307070032 土工事 盛土 場内仮置土 建物周辺から２０ｍ～３０ｍに仮置　機械 施工規模３００ｍ３ 機械・手間のみ 盛土（工） 場内仮置土　機械　２０～３０ｍ ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理
等）

9307080002 土工事 発生土処理（残土） 場内敷きならし 施工規模２００ｍ３ 機械・手間のみ 発生土処理（残土）（工） 場内敷きならし ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事

土工事（根切り，埋戻し，盛土，発生土処理
等）

9307080014 土工事 発生土処理（残土） 場内仮置土 建物周辺から２０ｍ～３０ｍに仮置 施工規模１００ｍ３ 機械・手間のみ 発生土処理（残土）（工） 場内仮置土　２０～３０ｍ ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事

土工事（乗入構台） 9305060004
土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ５．５ｍ） 構台高６．０ｍ　根入れ１０ｍ　架面積２５２ｍ２ 支持ぐい　Ｈ
－３００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引　Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ ６
カ月 施工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共

乗入構台（材工） 根切り深さ５．５ｍ　６カ月 ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

土工事（乗入構台） 9305060006
土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ５．５ｍ） 構台高６．０ｍ　根入れ１０ｍ　架面積２５２ｍ２ 支持ぐい　Ｈ
－３００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引　Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ ９
カ月 施工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共

乗入構台（材工） 根切り深さ５．５ｍ　９カ月 ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

土工事（乗入構台） 9305060010
土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ９．０ｍ） 構台高９．５ｍ　根入れ１０ｍ　架面積２５２ｍ２ 支持ぐい　Ｈ
－３００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引　Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ ６
カ月 施工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共

乗入構台（材工） 根切り深さ９ｍ　６カ月 ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

土工事（乗入構台） 9305060012
土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ９．０ｍ） 構台高９．５ｍ　根入れ１０ｍ　架面積２５２ｍ２ 支持ぐい　Ｈ
－３００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引　Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ ９
カ月 施工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共

乗入構台（材工） 根切り深さ９ｍ　９カ月 ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

土工事（乗入構台） 9305060016
土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ１２．５ｍ） 構台高１３．０ｍ　根入れ１０ｍ　架面積２５２ｍ２ 支持ぐい
Ｈ－３００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引　Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ
６カ月 施工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共

乗入構台（材工） 根切り深さ１２．５ｍ　６カ月 ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

土工事（乗入構台） 9305060018
土工事 乗入構台 乗入構台（根切り深さ１２．５ｍ） 構台高１３．０ｍ　根入れ１０ｍ　架面積２５２ｍ２ 支持ぐい
Ｈ－３００ｍｍ×３００ｍｍ×１０ｍｍ×１５ｍｍ 根太・大引　Ｈ－４００ｍｍ×４００ｍｍ×１３ｍｍ×２１ｍｍ
９カ月 施工規模３００ｍ２ 単位のｍ２は覆工板の上面面積 材工共

乗入構台（材工） 根切り深さ１２．５ｍ　９カ月 ｍ２ 999 × ○ 9305 直接仮設工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307090002 地業工事 割石地業 基礎下　厚１００ｍｍ～１５０ｍｍ 施工規模３０ｍ３ 目つぶし突固め共 材工共 割石敷き（材工）　基礎下 Ｔ１００～１５０　規模３０ ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307090004 地業工事 割石地業 土間下　厚１００ｍｍ～１５０ｍｍ 施工規模１００ｍ３ 目つぶし突固め共 材工共 割石敷き（材工）　土間下 Ｔ１００～１５０　規模１００ ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307100002 地業工事 砕石地業（新材） 基礎下　厚６０ｍｍ～１００ｍｍ 施工規模３０ｍ３ 突固め共 材工共 砕石敷き（材工）　新材　基礎下 Ｔ６０～１００　規模３０ ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307100004 地業工事 砕石地業（新材） 土間下　厚６０ｍｍ～１００ｍｍ 施工規模１００ｍ３ 突固め共 材工共 砕石敷き（材工）　新材　土間下 Ｔ６０～１００　規模１００ ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307100012 地業工事 砕石地業（再生材） 基礎下　厚６０ｍｍ～１００ｍｍ 施工規模３０ｍ３ 突固め共 材工共 砕石敷き（材工）再生材　基礎下 Ｔ６０～１００　規模３０ ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事
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地業工事（割石地業・砕石地業） 9307100014 地業工事 砕石地業（再生材） 土間下　厚６０ｍｍ～１００ｍｍ 施工規模１００ｍ３ 突固め共 材工共 砕石敷き（材工）再生材　土間下 Ｔ６０～１００　規模１００ ｍ３ 999 × ○ 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307120002 地業工事 防湿断熱 ポリエチレンフィルム敷き　厚０．１ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ポリエチレンフィルム敷（材工） 防湿断熱　Ｔ０．１ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307120004 地業工事 防湿断熱 ポリエチレンフィルム敷き　厚０．１５ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ポリエチレンフィルム敷（材工） 防湿断熱　Ｔ０．１５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307130002 地業工事 防湿断熱 ポリスチレンフォーム　厚２０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ポリスチレンフォーム敷（材工） 防湿断熱　Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307130004 地業工事 防湿断熱 ポリスチレンフォーム　厚２５ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ポリスチレンフォーム敷（材工） 防湿断熱　Ｔ２５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9307 土工事

地業工事（割石地業・砕石地業） 9307130006 地業工事 防湿断熱 ポリスチレンフォーム　厚５０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ポリスチレンフォーム敷（材工） 防湿断熱　Ｔ５０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9307 土工事

地業工事【公表価格】 9309040612
地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク工法 長５．４（５．５）ｍ×４節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材工
共 ジオテックサンワ

セメントミルク工法（材工） Ｌ５．４（５．５）ｍ×４節 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309040614
地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク工法 長６ｍ×４節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材工共 ジオテックサ
ンワ

セメントミルク工法（材工） Ｌ６ｍ×４節 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309040616
地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク工法 長７ｍ×５節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材工共 ジオテックサ
ンワ

セメントミルク工法（材工） Ｌ７ｍ×５節 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309040618
地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク工法 長８ｍ×６節 施工規模１００本 日信三角ぐい 材工共 ジオテックサ
ンワ

セメントミルク工法（材工） Ｌ８ｍ×６節 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309040228
地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク低排土工法（ＣＥＳ工法） 長５．５ｍ×４節 施工規模１００本 日信三角
ぐい 材工共 ジオテックサンワ

セメントミルク低排土工法・材工 Ｌ５．５ｍ×４節施工規模１００ 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309040230
地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク低排土工法（ＣＥＳ工法） 長６ｍ×４節 施工規模１００本 日信三角ぐい
材工共 ジオテックサンワ

セメントミルク低排土工法・材工 Ｌ６ｍ×４節　施工規模１００ 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309040232
地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク低排土工法（ＣＥＳ工法） 長７ｍ×５節 施工規模１００本 日信三角ぐい
材工共 ジオテックサンワ

セメントミルク低排土工法・材工 Ｌ７ｍ×５節　施工規模１００ 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309040234
地業工事 特殊くい打ち工事 セメントミルク低排土工法（ＣＥＳ工法） 長８ｍ×６節 施工規模１００本 日信三角ぐい
材工共 ジオテックサンワ

セメントミルク低排土工法・材工 Ｌ８ｍ×６節　施工規模１００ 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309041218
地業工事 特殊くい打ち工事 ジャパンパイルＪＰ－ＮＰＨパイル（遠心力高強度ＰＨＣ節付ぐい） φ４４０ｍｍ～３０
０ｍｍ　Ａ種（８５Ｎ／ｍｍ２） ジオミキシングトップ（ＧＭＴＯＰ）工法 施工規模２００本 くい長さ１２ｍ　旧建
設省阪住指発１７６号（ＧＭＴＯＰ工法）　最大施工長ＧＬ－３５ｍ 材工共 ジャパンパイル

ジオミキシングトップ工法・材工 径４４０～３００　Ａ種 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309041220
地業工事 特殊くい打ち工事 ジャパンパイルＪＰ－ＮＰＨパイル（遠心力高強度ＰＨＣ節付ぐい） φ４４０ｍｍ～３０
０ｍｍ　Ｂ種（８５Ｎ／ｍｍ２） ジオミキシングトップ（ＧＭＴＯＰ）工法 施工規模２００本 くい長さ１２ｍ　旧建
設省阪住指発１７６号（ＧＭＴＯＰ工法）　最大施工長ＧＬ－３５ｍ 材工共 ジャパンパイル

ジオミキシングトップ工法・材工 径４４０～３００　Ｂ種 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309041222
地業工事 特殊くい打ち工事 ジャパンパイルＪＰ－ＮＰＨパイル（遠心力高強度ＰＨＣ節付ぐい） φ４４０ｍｍ～３０
０ｍｍ　Ｃ種（８５Ｎ／ｍｍ２） ジオミキシングトップ（ＧＭＴＯＰ）工法 施工規模２００本 くい長さ１２ｍ　旧建
設省阪住指発１７６号（ＧＭＴＯＰ工法）　最大施工長ＧＬ－３５ｍ 材工共 ジャパンパイル

ジオミキシングトップ工法・材工 径４４０～３００　Ｃ種 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309041224
地業工事 特殊くい打ち工事 ジャパンパイルＪＰ－ＮＰＨパイル（遠心力高強度ＰＨＣ節付ぐい） φ５００ｍｍ～４０
０ｍｍ　Ａ種（８５Ｎ／ｍｍ２） ジオミキシングトップ（ＧＭＴＯＰ）工法 施工規模２００本 くい長さ１２ｍ　旧建
設省阪住指発１７６号（ＧＭＴＯＰ工法）　最大施工長ＧＬ－４３ｍ 材工共 ジャパンパイル

ジオミキシングトップ工法・材工 径５００～４００　Ａ種 本 999 × ○ 9309 くい地業工事
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地業工事【公表価格】 9309041226
地業工事 特殊くい打ち工事 ジャパンパイルＪＰ－ＮＰＨパイル（遠心力高強度ＰＨＣ節付ぐい） φ５００ｍｍ～４０
０ｍｍ　Ｂ種（８５Ｎ／ｍｍ２） ジオミキシングトップ（ＧＭＴＯＰ）工法 施工規模２００本 くい長さ１２ｍ　旧建
設省阪住指発１７６号（ＧＭＴＯＰ工法）　最大施工長ＧＬ－４３ｍ 材工共 ジャパンパイル

ジオミキシングトップ工法・材工 径５００～４００　Ｂ種 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309041228
地業工事 特殊くい打ち工事 ジャパンパイルＪＰ－ＮＰＨパイル（遠心力高強度ＰＨＣ節付ぐい） φ５００ｍｍ～４０
０ｍｍ　Ｃ種（８５Ｎ／ｍｍ２） ジオミキシングトップ（ＧＭＴＯＰ）工法 施工規模２００本 くい長さ１２ｍ　旧建
設省阪住指発１７６号（ＧＭＴＯＰ工法）　最大施工長ＧＬ－４３ｍ 材工共 ジャパンパイル

ジオミキシングトップ工法・材工 径５００～４００　Ｃ種 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309041230
地業工事 特殊くい打ち工事 ジャパンパイルＪＰ－ＮＰＨパイル（遠心力高強度ＰＨＣ節付ぐい） φ６００ｍｍ～４５
０ｍｍ　Ａ種（８５Ｎ／ｍｍ２） ジオミキシングトップ（ＧＭＴＯＰ）工法 施工規模２００本 くい長さ１２ｍ　旧建
設省阪住指発１７６号（ＧＭＴＯＰ工法）　最大施工長ＧＬ－４３ｍ 材工共 ジャパンパイル

ジオミキシングトップ工法・材工 径６００～４５０　Ａ種 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309041232
地業工事 特殊くい打ち工事 ジャパンパイルＪＰ－ＮＰＨパイル（遠心力高強度ＰＨＣ節付ぐい） φ６００ｍｍ～４５
０ｍｍ　Ｂ種（８５Ｎ／ｍｍ２） ジオミキシングトップ（ＧＭＴＯＰ）工法 施工規模２００本 くい長さ１２ｍ　旧建
設省阪住指発１７６号（ＧＭＴＯＰ工法）　最大施工長ＧＬ－４３ｍ 材工共 ジャパンパイル

ジオミキシングトップ工法・材工 径６００～４５０　Ｂ種 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309041234
地業工事 特殊くい打ち工事 ジャパンパイルＪＰ－ＮＰＨパイル（遠心力高強度ＰＨＣ節付ぐい） φ６００ｍｍ～４５
０ｍｍ　Ｃ種（８５Ｎ／ｍｍ２） ジオミキシングトップ（ＧＭＴＯＰ）工法 施工規模２００本 くい長さ１２ｍ　旧建
設省阪住指発１７６号（ＧＭＴＯＰ工法）　最大施工長ＧＬ－４３ｍ 材工共 ジャパンパイル

ジオミキシングトップ工法・材工 径６００～４５０　Ｃ種 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309041236
地業工事 特殊くい打ち工事 ジャパンパイルＪＰ－ＮＰＨパイル（遠心力高強度ＰＨＣ節付ぐい） φ６５０ｍｍ～５０
０ｍｍ　Ａ種（８５Ｎ／ｍｍ２） ジオミキシングトップ（ＧＭＴＯＰ）工法 施工規模２００本 くい長さ１２ｍ　旧建
設省阪住指発１７６号（ＧＭＴＯＰ工法）　最大施工長ＧＬ－４３ｍ 材工共 ジャパンパイル

ジオミキシングトップ工法・材工 径６５０～５００　Ａ種 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309041238
地業工事 特殊くい打ち工事 ジャパンパイルＪＰ－ＮＰＨパイル（遠心力高強度ＰＨＣ節付ぐい） φ６５０ｍｍ～５０
０ｍｍ　Ｂ種（８５Ｎ／ｍｍ２） ジオミキシングトップ（ＧＭＴＯＰ）工法 施工規模２００本 くい長さ１２ｍ　旧建
設省阪住指発１７６号（ＧＭＴＯＰ工法）　最大施工長ＧＬ－４３ｍ 材工共 ジャパンパイル

ジオミキシングトップ工法・材工 径６５０～５００　Ｂ種 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

地業工事【公表価格】 9309041240
地業工事 特殊くい打ち工事 ジャパンパイルＪＰ－ＮＰＨパイル（遠心力高強度ＰＨＣ節付ぐい） φ６５０ｍｍ～５０
０ｍｍ　Ｃ種（８５Ｎ／ｍｍ２） ジオミキシングトップ（ＧＭＴＯＰ）工法 施工規模２００本 くい長さ１２ｍ　旧建
設省阪住指発１７６号（ＧＭＴＯＰ工法）　最大施工長ＧＬ－４３ｍ 材工共 ジャパンパイル

ジオミキシングトップ工法・材工 径６５０～５００　Ｃ種 本 999 × ○ 9309 くい地業工事

鉄骨工事 9317011005
鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ
施工規模１００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） Ｓ造　溶接８０　規模１００ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317011015
鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ
施工規模５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） Ｓ造　溶接８０　規模５００ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317011020
鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１２０ｍ／ｔ
施工規模５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） Ｓ造　溶接１２０　規模５００ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317011045
鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造工場 平均板厚　柱：１６～２０ｍｍ 平均板厚　梁：１３～１５ｍｍ 溶接長３０ｍ／ｔ 施
工規模３００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） Ｓ造　溶接３０　規模３００ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317011050
鉄骨工事 工場製作費 Ｓ造工場 平均板厚　柱：１６～２０ｍｍ 平均板厚　梁：１３～１５ｍｍ 溶接長６０ｍ／ｔ 施
工規模３００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） Ｓ造　溶接６０　規模３００ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317012005
鉄骨工事 工場製作費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長８０ｍ／
ｔ 施工規模５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） ＳＲＣ造　溶接８０　規模５００ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317012010
鉄骨工事 工場製作費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長１３０ｍ
／ｔ 施工規模５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） ＳＲＣ造　溶接１３０規模５００ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317012025
鉄骨工事 工場製作費 ＳＲＣ造集合住宅 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長８０ｍ
／ｔ 施工規模５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） ＳＲＣ集合　溶接８０規模５００ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317012030
鉄骨工事 工場製作費 ＳＲＣ造集合住宅 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長１３０
ｍ／ｔ 施工規模５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨製作（工） ＳＲＣ集合溶接１３０規模５００ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317110005
鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ
鉄骨質量１００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） Ｓ造　溶接８０　鉄骨１００ｔ ｍ 999 × ○ 9317 鉄骨工事
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鉄骨工事 9317110015
鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長８０ｍ／ｔ
鉄骨質量５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） Ｓ造　溶接８０　鉄骨５００ｔ ｍ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317110020
鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造事務所 平均板厚　柱：２０～２５ｍｍ 平均板厚　梁：１６～２１ｍｍ 溶接長１２０ｍ／ｔ
鉄骨質量５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） Ｓ造　溶接１２０　鉄骨５００ｔ ｍ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317110045
鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造工場 平均板厚　柱：１６～２０ｍｍ 平均板厚　梁：１３～１５ｍｍ 溶接長３０ｍ／ｔ 鉄
骨質量３００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） Ｓ造　溶接３０　鉄骨３００ｔ ｍ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317110050
鉄骨工事 工場溶接費 Ｓ造工場 平均板厚　柱：１６～２０ｍｍ 平均板厚　梁：１３～１５ｍｍ 溶接長６０ｍ／ｔ 鉄
骨質量３００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） Ｓ造　溶接６０　鉄骨３００ｔ ｍ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317111005
鉄骨工事 工場溶接費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長８０ｍ／
ｔ 鉄骨質量５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） ＳＲＣ造　溶接８０鉄骨５００ｔ ｍ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317111010
鉄骨工事 工場溶接費 ＳＲＣ造事務所 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長１３０ｍ
／ｔ 鉄骨質量５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） ＳＲＣ造溶接１３０鉄骨５００ｔ ｍ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317111025
鉄骨工事 工場溶接費 ＳＲＣ造集合住宅 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長８０ｍ
／ｔ 鉄骨質量５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） ＳＲＣ集合溶接８０鉄骨５００ｔ ｍ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317111030
鉄骨工事 工場溶接費 ＳＲＣ造集合住宅 平均板厚　柱：１８～２１ｍｍ 平均板厚　梁：１５～１８ｍｍ 溶接長１３０
ｍ／ｔ 鉄骨質量５００ｔ 機械・手間のみ

鉄骨工場溶接費（工） ＳＲＣ集合溶接１３０鉄骨５００ ｍ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317120010 鉄骨工事 溶接部検査費 超音波探傷試験　自社検査 施工規模－箇所 手間のみ 鉄骨工事検査費　溶接部 超音波探傷試験　自社検査 箇所 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317120020 鉄骨工事 溶接部検査費 パス間温度管理費 施工規模－箇所 手間のみ 鉄骨工事検査費　溶接部 パス間温度管理費 箇所 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317120030 鉄骨工事 溶接部検査費 第三者検査立会い費 施工規模－箇所 手間のみ 鉄骨工事検査費　溶接部 第三者検査立会い費 箇所 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317020006 鉄骨工事 工場塗装費 一般さび止めペイント ＪＩＳ　Ｋ　５６２１使用　１回塗り 施工規模－ｍ２ 材工共 鉄骨工事工場塗装費（材工） 一般さび止めペイント　１回塗り ｍ２ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317130010 鉄骨工事 運搬費 ５０ｋｍ 積載率　７０％ 施工規模－ｔ 鉄骨工事・運搬費 積載率　７０％　５０ｋｍ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317130020 鉄骨工事 運搬費 ５０ｋｍ 積載率　５０％ 施工規模－ｔ 鉄骨工事・運搬費 積載率　５０％　５０ｋｍ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317130030 鉄骨工事 運搬費 １００ｋｍ 積載率　７０％ 施工規模－ｔ 鉄骨工事・運搬費 積載率　７０％　１００ｋｍ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317130040 鉄骨工事 運搬費 １００ｋｍ 積載率　５０％ 施工規模－ｔ 鉄骨工事・運搬費 積載率　５０％　１００ｋｍ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317030006 鉄骨工事 現場工事費 現場溶接費 隅肉６ｍｍ換算 施工規模－ｍ 材工共 鉄骨現場溶接費（材工） 隅肉６ｍｍ換算 ｍ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317050010 鉄骨工事 現場工事費 特殊高力ボルト本締め ４０本／ｔ　トルシアボルト 施工規模５００ｔ 手間のみ 特殊高力ボルト本締め（工） トルシアボルト　４０本／ｔ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事
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鉄骨工事 9317050012 鉄骨工事 現場工事費 特殊高力ボルト本締め ６０本／ｔ　トルシアボルト 施工規模５００ｔ 手間のみ 特殊高力ボルト本締め（工） トルシアボルト　６０本／ｔ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317060002 鉄骨工事 現場工事費 デッキプレート敷込み アークスポット溶接 施工規模１，０００ｍ２ 手間のみ デッキプレート敷込み（工） アークスポット溶接 ｍ２ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317060004 鉄骨工事 現場工事費 デッキプレート敷込み アーク手動溶接 施工規模１，０００ｍ２ 手間のみ デッキプレート敷込み（工） アーク手動溶接 ｍ２ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317070004 鉄骨工事 現場建方費 事務所ビル 仮締めまで 施工規模２００ｔ 手間のみ 鉄骨現場建方費（工）事務所ビル 仮締めまで　規模２００ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317070006 鉄骨工事 現場建方費 事務所ビル 仮締めまで 施工規模５００ｔ 手間のみ 鉄骨現場建方費（工）事務所ビル 仮締めまで　規模５００ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317070012 鉄骨工事 現場建方費 マンション 仮締めまで 施工規模２００ｔ 手間のみ 鉄骨現場建方費（工）マンション 仮締めまで　規模２００ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事 9317070014 鉄骨工事 現場建方費 マンション 仮締めまで 施工規模５００ｔ 手間のみ 鉄骨現場建方費（工）マンション 仮締めまで　規模５００ ｔ 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092586
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □３５０×３５０×１６　３５－１６Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模
６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ３５－１６Ｒ　Ｈ＝１１００ 柱 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092592
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □４００×４００×１６　４０－１６Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模
６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ４０－１６Ｒ　Ｈ＝１１００ 柱 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092598
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □４５０×４５０×１９　４５－１９Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模
６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ４５－１９Ｒ　Ｈ＝１１００ 柱 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092602
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □５００×５００×１９　５０－１９Ｒ Ｈ＝１，１００ 施工規模
６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ５０－１９Ｒ　Ｈ＝１１００ 柱 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092610
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □６００×６００×２５　６０－２５Ｓ３ Ｈ＝１，３００ 施工規
模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ６０－２５Ｓ３　Ｈ＝１３００ 柱 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317092614
鉄骨工事 露出型柱脚 ベースパック 角形鋼管柱用 □７５０×７５０×２５　７５－２５Ｓ３ Ｈ＝１，２５０ 施工規
模６柱以上 材工共 岡部，旭化成建材

ベースパック（材工）角形鋼管柱 ７５－２５Ｓ３　Ｈ＝１２５０ 柱 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093002
鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ２５０－１２Ｋ　□２５０×２５０ Ｈ＝６００～
９００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業

ジャストベースＪＥ２型（材工） 角形鋼管柱　Ｊ２５０－１２Ｋ 柱 999 × ○ 9317 鉄骨工事

鉄骨工事【公表価格】 9317093004
鉄骨工事 露出型柱脚 ジャストベース（ＪＥⅡ型） 角形鋼管柱用 Ｊ３５０－１２Ｋ　□３５０×３５０ Ｈ＝７００～
１，１００ 施工規模６柱以上 材工共 コトブキ技研工業

ジャストベースＪＥ２型（材工） 角形鋼管柱　Ｊ３５０－１２Ｋ 柱 999 × ○ 9317 鉄骨工事

耐火被覆工事 9319010046 耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 柱・はり １時間耐火 厚２５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 半乾式吹付ロックウール（材工） 柱・はり　１時間耐火　Ｔ２５ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010048 耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 柱・はり ２時間耐火 厚４５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 半乾式吹付ロックウール（材工） 柱・はり　２時間耐火　Ｔ４５ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010058
耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 外壁（非耐力壁） ３０分耐火 厚２０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工
共

半乾式吹付ロックウール（材工） 非耐力壁　３０分耐火　Ｔ２０ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事
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耐火被覆工事 9319010060
耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 外壁（非耐力壁） １時間耐火 厚３０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工
共

半乾式吹付ロックウール（材工） 非耐力壁　１時間耐火　Ｔ３０ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010066 耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 床・床－天井 １時間耐火 厚１５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 半乾式吹付ロックウール（材工） 床・天井　１時間耐火　Ｔ１５ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010068 耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 床・床－天井 ２時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 半乾式吹付ロックウール（材工） 床・天井　２時間耐火　Ｔ２０ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319010070 耐火被覆工事 吹付ロックウール（半乾式） 屋根 ３０分耐火 厚１０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 半乾式吹付ロックウール（材工） 屋根　３０分耐火　Ｔ１０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020007 耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） 柱 １時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） 仕上用　柱　１時間　Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020030 耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） 柱 ２時間耐火 厚３５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） 仕上用　柱　２時間　Ｔ３５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020006 耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） 柱 ３時間耐火 厚５５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 けい酸カルシウム板（材工） 仕上用　柱　３時間　Ｔ５５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020013
耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） はり １時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工
共

けい酸カルシウム板（材工） 仕上用はり　１時間　Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事 9319020010
耐火被覆工事 けい酸カルシウム耐火被覆板仕上用（１号品） はり ２時間耐火 厚３５ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工
共

けい酸カルシウム板（材工） 仕上用はり　２時間　Ｔ３５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事【公表価格】 9319060160
耐火被覆工事 マキベエ 柱・はり １時間耐火 厚２０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 巻き付け耐火被覆材 材工共 ニチ
アス

巻付耐火被覆（材工）柱・はり マキベエ　１時間耐火Ｔ２０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事【公表価格】 9319060170
耐火被覆工事 マキベエ 柱・はり ２時間耐火 厚４０ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 巻き付け耐火被覆材 材工共 ニチ
アス

巻付耐火被覆（材工）柱・はり マキベエ　２時間耐火Ｔ４０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事【公表価格】 9319060180
耐火被覆工事 マキベエ 柱・はり ３時間耐火 厚６５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ２ 巻き付け耐火被覆材 材工共 ニチ
アス

巻付耐火被覆（材工）柱・はり マキベエ　３時間耐火Ｔ６５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事【公表価格】 9319050002
耐火被覆工事 耐火塗料　タイカリット 発泡型耐火塗料 屋内１時間 厚１ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 工場塗装含まず 材
工共 日本ペイント

耐火塗料（材工）　タイカリット 発泡型耐火塗料　屋内　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事

耐火被覆工事【公表価格】 9319050006
耐火被覆工事 耐火塗料　タイカリット 発泡型耐火塗料 屋外１時間 厚１ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 工場塗装含まず 材
工共 日本ペイント

耐火塗料（材工）　タイカリット 発泡型耐火塗料　屋外　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9319 耐火被覆工事

組積工事 9321040002
組積工事 建築用コンクリートブロック積み 帳壁積み（塗り下地） Ａ種（０８）　厚１００×高１９０×長３９０ｍｍ
施工規模１００ｍ２ 材工共

建築用ブロック帳壁積み（材工） 塗り下地　Ａ種　Ｔ１００ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

組積工事 9321040004
組積工事 建築用コンクリートブロック積み 帳壁積み（塗り下地） Ａ種（０８）　厚１２０×高１９０×長３９０ｍｍ
施工規模１００ｍ２ 材工共

建築用ブロック帳壁積み（材工） 塗り下地　Ａ種　Ｔ１２０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

組積工事 9321040006
組積工事 建築用コンクリートブロック積み 帳壁積み（塗り下地） Ａ種（０８）　厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ
施工規模１００ｍ２ 材工共

建築用ブロック帳壁積み（材工） 塗り下地　Ａ種　Ｔ１５０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

組積工事 9321040008
組積工事 建築用コンクリートブロック積み 帳壁積み（塗り下地） Ａ種（０８）　厚１９０×高１９０×長３９０ｍｍ
施工規模１００ｍ２ 材工共

建築用ブロック帳壁積み（材工） 塗り下地　Ａ種　Ｔ１９０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事
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組積工事 9321040010
組積工事 建築用コンクリートブロック積み 帳壁積み（塗り下地） Ｂ種（１２）　厚１００×高１９０×長３９０ｍｍ
施工規模１００ｍ２ 材工共

建築用ブロック帳壁積み（材工） 塗り下地　Ｂ種　Ｔ１００ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

組積工事 9321040012
組積工事 建築用コンクリートブロック積み 帳壁積み（塗り下地） Ｂ種（１２）　厚１２０×高１９０×長３９０ｍｍ
施工規模１００ｍ２ 材工共

建築用ブロック帳壁積み（材工） 塗り下地　Ｂ種　Ｔ１２０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

組積工事 9321040014
組積工事 建築用コンクリートブロック積み 帳壁積み（塗り下地） Ｂ種（１２）　厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ
施工規模１００ｍ２ 材工共

建築用ブロック帳壁積み（材工） 塗り下地　Ｂ種　Ｔ１５０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

組積工事 9321040016
組積工事 建築用コンクリートブロック積み 帳壁積み（塗り下地） Ｂ種（１２）　厚１９０×高１９０×長３９０ｍｍ
施工規模１００ｍ２ 材工共

建築用ブロック帳壁積み（材工） 塗り下地　Ｂ種　Ｔ１９０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

組積工事 9321040018
組積工事 建築用コンクリートブロック積み 帳壁積み（塗り下地） Ｃ種（１６）　厚１００×高１９０×長３９０ｍｍ
施工規模１００ｍ２ 材工共

建築用ブロック帳壁積み（材工） 塗り下地　Ｃ種　Ｔ１００ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

組積工事 9321040020
組積工事 建築用コンクリートブロック積み 帳壁積み（塗り下地） Ｃ種（１６）　厚１２０×高１９０×長３９０ｍｍ
施工規模１００ｍ２ 材工共

建築用ブロック帳壁積み（材工） 塗り下地　Ｃ種　Ｔ１２０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

組積工事 9321040022
組積工事 建築用コンクリートブロック積み 帳壁積み（塗り下地） Ｃ種（１６）　厚１５０×高１９０×長３９０ｍｍ
施工規模１００ｍ２ 材工共

建築用ブロック帳壁積み（材工） 塗り下地　Ｃ種　Ｔ１５０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

組積工事 9321040024
組積工事 建築用コンクリートブロック積み 帳壁積み（塗り下地） Ｃ種（１６）　厚１９０×高１９０×長３９０ｍｍ
施工規模１００ｍ２ 材工共

建築用ブロック帳壁積み（材工） 塗り下地　Ｃ種　Ｔ１９０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

組積工事 9321040034 組積工事 建築用コンクリートブロック積み 片面化粧目地割増し 施工規模－ｍ２ 材工共 建築用ブロック積み（材工） 片面化粧目地割増し ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

組積工事 9321040036 組積工事 建築用コンクリートブロック積み 両面化粧目地割増し 施工規模－ｍ２ 材工共 建築用ブロック積み（材工） 両面化粧目地割増し ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010002 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 屋根パネル 厚７５（８０）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ屋根パネル（材工） Ｔ７５（８０）ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010004 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 屋根パネル 厚１００ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ屋根パネル（材工） Ｔ１００ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010006 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 屋根パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ屋根パネル（材工） Ｔ１２０（１２５）ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010008 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 屋根パネル 厚１５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ屋根パネル（材工） Ｔ１５０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010010 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 床パネル 厚１００ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ床パネル（材工） Ｔ１００ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010012 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 床パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ床パネル（材工） Ｔ１２０（１２５）ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010014 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 床パネル 厚１５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ床パネル（材工） Ｔ１５０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010016 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１００ｍｍ　低層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ外壁パネル（材工） Ｔ１００低層縦壁ロッキング構法 ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事
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ＡＬＣ板工事 9321010018
ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ　低層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２
材工共

ＡＬＣ外壁パネル（材工） Ｔ１２０低層縦壁ロッキング構法 ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010020 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１５０ｍｍ　低層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ外壁パネル（材工） Ｔ１５０低層縦壁ロッキング構法 ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010248 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１００ｍｍ　高層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ外壁パネル（材工） Ｔ１００高層縦壁ロッキング構法 ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010250
ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ　高層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２
材工共

ＡＬＣ外壁パネル（材工） Ｔ１２０高層縦壁ロッキング構法 ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010252 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 外壁パネル 厚１５０ｍｍ　高層　縦壁ロッキング構法 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ外壁パネル（材工） Ｔ１５０高層縦壁ロッキング構法 ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010034 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 間仕切パネル 厚７５（８０）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ間仕切パネル（材工） Ｔ７５（８０）ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010036 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 間仕切パネル 厚１００ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ間仕切パネル（材工） Ｔ１００ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010038 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 間仕切パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ間仕切パネル（材工） Ｔ１２０（１２５）ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010040 ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 間仕切パネル 厚１５０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ＡＬＣ間仕切パネル（材工） Ｔ１５０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010042
ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 高層間仕切パネル 厚７５（８０）ｍｍ　１０階以上又は層間変位を伴う建物に使用する
間仕切 施工規模５００ｍ２ 材工共

ＡＬＣ高層間仕切パネル（材工） Ｔ７５（８０）ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010044
ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 高層間仕切パネル 厚１００ｍｍ　１０階以上又は層間変位を伴う建物に使用する間仕切
施工規模５００ｍ２ 材工共

ＡＬＣ高層間仕切パネル（材工） Ｔ１００ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010046
ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 高層間仕切パネル 厚１２０（１２５）ｍｍ　１０階以上又は層間変位を伴う建物に使用
する間仕切 施工規模５００ｍ２ 材工共

ＡＬＣ高層間仕切パネル（材工） Ｔ１２０（１２５）ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010048
ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 高層間仕切パネル 厚１５０ｍｍ　１０階以上又は層間変位を伴う建物に使用する間仕切
施工規模５００ｍ２ 材工共

ＡＬＣ高層間仕切パネル（材工） Ｔ１５０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

ＡＬＣ板工事 9321010052
ＡＬＣ板工事 標準パネル工事 防水立上りパネル 厚１００ｍｍ　外壁と非連続の立上り部分 施工規模５００ｍ２ 材工
共

ＡＬＣ防水立上りパネル（材工） Ｔ１００ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

押出成形セメント板工事【公表価格】 9321030032
押出成形セメント板工事 メース 厚６０ｍｍ　フラットパネル　縦・横張り工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ
テック建材

押出成形（材工）メース　Ｔ６０ フラット　縦・横張り工法 ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

押出成形セメント板工事【公表価格】 9321030040
押出成形セメント板工事 メース 厚７５ｍｍ　フラットパネル　縦・横張り工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ
テック建材

押出成形（材工）メース　Ｔ７５ フラット　縦・横張り工法 ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

押出成形セメント板工事【公表価格】 9321030036
押出成形セメント板工事 メース 厚６０ｍｍ　フラットパネル　ワイド　縦・横張り工法 施工規模３００ｍ２ 材工共
アイカテック建材

押出成形（材工）メース　Ｔ６０ フラット　ワイド　縦横張り工法 ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

押出成形セメント板工事【公表価格】 9321030048
押出成形セメント板工事 メース 厚６０＋１０ｍｍ　デザインパネル　縦・横張り工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 ア
イカテック建材

押出成形　メース　Ｔ６０＋１０ デザイン　縦・横張り工法 ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事
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穴あきＰＣ板工事【公表価格】 9321020002
穴あきＰＣ板工事 床板（３０種） 厚１００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパ
ンクリートコーポレーション

穴あきＰＣ床板（材工）３０種 一般工法　１００×１０００ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

穴あきＰＣ板工事【公表価格】 9321020004
穴あきＰＣ板工事 床板（３０種） 厚１２０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパ
ンクリートコーポレーション

穴あきＰＣ床板（材工）３０種 一般工法　１２０×１０００ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

穴あきＰＣ板工事【公表価格】 9321020006
穴あきＰＣ板工事 床板（３０種） 厚１５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパ
ンクリートコーポレーション

穴あきＰＣ床板（材工）３０種 一般工法　１５０×１０００ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

穴あきＰＣ板工事【公表価格】 9321020008
穴あきＰＣ板工事 床板（３０種） 厚２００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパ
ンクリートコーポレーション

穴あきＰＣ床板（材工）３０種 一般工法　２００×１０００ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

穴あきＰＣ板工事【公表価格】 9321020020
穴あきＰＣ板工事 縦壁（３０種） 厚１００ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパ
ンクリートコーポレーション

穴あきＰＣ板縦壁（材工）３０種 一般工法　１００×１０００ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

穴あきＰＣ板工事【公表価格】 9321020022
穴あきＰＣ板工事 縦壁（３０種） 厚１２０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパ
ンクリートコーポレーション

穴あきＰＣ板縦壁（材工）３０種 一般工法　１２０×１０００ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

穴あきＰＣ板工事【公表価格】 9321020024
穴あきＰＣ板工事 縦壁（３０種） 厚１５０ｍｍ×幅１，０００ｍｍ　一般工法 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 スパ
ンクリートコーポレーション

穴あきＰＣ板縦壁（材工）３０種 一般工法　１５０×１０００ ｍ２ 999 × ○ 9321 既製コンクリート工事

防水工事 9323010646
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 Ａ－１　密着工法　平面　工程８ 施工規模３００
ｍ２ 材工共

アス防水（材工）屋根保護防水 Ａ－１　密着　平面　公共建築 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事 9323010650
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 Ｂ－２　絶縁工法　平面　工程８ 施工規模３００
ｍ２ 材工共

アス防水（材工）屋根保護防水 Ｂ－２　絶縁　平面　公共建築 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事 9323010010
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根保護防水 Ｂ－２　絶縁工法　立上り　工程７ 施工規模－ｍ
２ 材工共

アス防水（材工）屋根保護防水 Ｂ－２　絶縁　立上　公共建築 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事 9323010652
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根露出防水 Ｄ－２　絶縁工法　平面　工程５ 施工規模３００
ｍ２ 材工共

アス防水（材工）屋根露出防水 Ｄ－２　絶縁　平面　公共建築 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事 9323010022
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋根露出防水 Ｄ－２　絶縁工法　立上り　工程５ 施工規模－ｍ
２ 材工共

アス防水（材工）屋根露出防水 Ｄ－２　絶縁　立上　公共建築 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事 9323010251
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋内防水 Ｅ－２　密着工法　立上り　工程５ 施工規模－ｍ２ 材
工共

アス防水（材工）屋内防水 Ｅ－２　密着　立上　公共建築 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事 9323010028
防水工事 アスファルト防水　公共建築工事標準仕様 屋内防水 Ｅ－２　密着工法　床　工程５ 施工規模５０ｍ２ 材工
共

アス防水（材工）屋内防水 Ｅ－２　密着　床　公共建築 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010536
防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・保護タイプ） ＦＰ－１Ｂ ピロブロック仕上げ 施工規
模３００ｍ２ 材工共 日新工業

アス防水（材工） 日本アス協組　ＦＰ－１Ｂ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010548
防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・保護タイプ） ＦＰ－１ＰＦ　ＤＰＨ４ ＰＦシステム
仕上げ（ＰＦパネル） 施工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業

アス防水（材工）　日本アス協組 ＦＰ－１ＰＦＤＰＨ４ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010552
防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・保護タイプ） ＦＰＩ－１ＰＦ　ＤＰＨ４ ＰＦシステ
ム仕上げ（ＰＦパネル） 施工規模３００ｍ２ 断熱材３５ｍｍ 材工共 日新工業

アス防水（材工）　日本アス協組 ＦＰＩ－１ＰＦＤＰＨ４ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010568
防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・露出タイプ） ＳＰ－１ＮＺ プレノカラー遮熱Ｎ仕上
げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業

アス防水（材工） 日本アス協組　ＳＰ－１ＮＺ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323010572
防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・露出タイプ） ＳＰＩ－１ＮＺ プレノカラー遮熱Ｎ仕
上げ 施工規模３００ｍ２ 断熱材３０ｍｍ 材工共 日新工業

アス防水（材工） 日本アス協組　ＳＰＩ－１ＮＺ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010574
防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（新熱工法・露出タイプ） ＳＰ－１Ｒ ロッコート仕上げ 施工規模
３００ｍ２ 材工共 日新工業

アス防水（材工） 日本アス協組　ＳＰ－１Ｒ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010668
防水工事 アスファルト防水 日本アス防水協組仕様（室内防水） ＲＡ－１００ アスファルト防水 施工規模３００ｍ２
材工共 日新工業

アス防水（材工） 日本アス協組　ＲＡ－１００ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010654
防水工事 アスファルト防水 メルタン２１トーチ工法 ＭＦＣ－１１０ 改質アスファルト・トーチ工法（保護タイプ）
施工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業

アス防水（材工） メルタン２１　ＭＦＣ－１１０ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010586
防水工事 アスファルト防水 メルタン２１トーチ工法 ＭＦＣ－１２０ 改質アスファルト・トーチ工法（保護タイプ）
施工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業

アス防水（材工） メルタン２１　ＭＦＣ－１２０ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010588
防水工事 アスファルト防水 メルタン２１トーチ工法 ＭＳＣ－１１０ 改質アスファルト・トーチ工法（露出タイプ）
施工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業

アス防水（材工） メルタン２１　ＭＳＣ－１１０ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010289 防水工事 アスファルト防水 奥山式総合防水 Ｋ－１ カッパー防水　一般床 施工規模５００ｍ２ 材工共 奥山化工業 アス防水（材工） カッパー防水　Ｋ－１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010318 防水工事 アスファルト防水 奥山式総合防水 Ｋ－２ カッパー防水　一般床 施工規模５００ｍ２ 材工共 奥山化工業 アス防水（材工） カッパー防水　Ｋ－２ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010294
防水工事 アスファルト防水 奥山式総合防水 Ｔ－１ テトカッパー防水　一般床 施工規模５００ｍ２ 材工共 奥山化工
業

アス防水（材工） テトカッパー防水　Ｔ－１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010295
防水工事 アスファルト防水 奥山式総合防水 Ｔ－５ テトカッパー防水　一般床 施工規模５００ｍ２ 材工共 奥山化工
業

アス防水（材工） テトカッパー防水　Ｔ－５ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010660
防水工事 アスファルト防水 ケミアスルーフ防水 ＮＣＡ－５０１ 屋根保護防水密着工法　Ａ－１対応 施工規模３００
ｍ２ 改質アスファルト防水常温積層工法 材工共 エイ・アール・センター

アス防水（材工） ケミアスルーフ　ＮＣＡ－５０１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010672
防水工事 アスファルト防水 ケミアスルーフ防水 ＮＣＡ－６０１ 屋上保護防水密着工法　Ａ－２対応 施工規模３００
ｍ２ 改質アスファルト防水常温積層工法 材工共 エイ・アール・センター

アス防水（材工） ケミアスルーフ　ＮＣＡ－６０１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010674
防水工事 アスファルト防水 ケミアスルーフ防水 ＮＣＡ－５０３ＳＰ 屋根露出防水密着工法　Ｃ－１対応 施工規模３
００ｍ２ 改質アスファルト防水常温積層工法 材工共 エイ・アール・センター

アス防水（材工） ケミアスルーフＮＣＡ５０３ＳＰ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010676
防水工事 アスファルト防水 ケミアスルーフ防水 ＮＣＡ－６０３ＳＰ 屋根露出防水密着工法　Ｃ－２対応 施工規模３
００ｍ２ 改質アスファルト防水常温積層工法 材工共 エイ・アール・センター

アス防水（材工） ケミアスルーフＮＣＡ６０３ＳＰ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010632
防水工事 アスファルト防水 スーパーフレックス１００Ｓ ＳＦ－４ 厚３．２ｍｍ　地下外壁防水 施工規模３００ｍ２
改質アスファルト防水常温工法 材工共 茶谷産業

アス防水（材工）　ＳＦ－４ スーパーフレックス１００Ｓ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010634
防水工事 アスファルト防水 スーパーフレックス１００Ｓ ＳＦＦ－４ 厚３．２ｍｍ　先付け地下外壁防水 施工規模３
００ｍ２ 改質アスファルト防水常温工法 材工共 茶谷産業

アス防水（材工）　ＳＦＦ－４ スーパーフレックス１００Ｓ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010635
防水工事 アスファルト防水 スーパーフレックス１００Ｓ ＳＦ－４ 保護マット設置 施工規模３００ｍ２ 改質アス
ファルト防水常温工法 材工共 茶谷産業

アス防水（材工）　保護マット スーパーフレックス１００Ｓ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010445
防水工事 アスファルト防水 ハルエースコート（改質アスファルト冷工法） Ｔ－６１ Ｙ－１ 施工規模３００ｍ２ 保
護緩衝材別途 材工共 イーテック

アス防水（材工） ハルエースコート　Ｔ－６１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323010443
防水工事 アスファルト防水 ハルエースコート（改質アスファルト冷工法） Ｔ－４０ Ｙ－２ 施工規模３００ｍ２ 保
護シート　モルタル別途 材工共 イーテック

アス防水（材工） ハルエースコート　Ｔ－４０ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010636
防水工事 アスファルト防水 ハルｅコート Ｅ－３０ アスファルト防水（Ａ－２・ＡⅠ－２・Ｅ－２）同等仕様 施工規
模３００ｍ２ 下地処理，保護モルタル別途 材工共 イーテック

アス防水（材工） ハルｅコート　Ｅ－３０ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010638
防水工事 アスファルト防水 ハルｅコート ＥＺ－３０ 屋上用　複合塗膜絶縁工法 施工規模３００ｍ２ 下地処理，保
護層別途 材工共 イーテック

アス防水（材工） ハルｅコート　ＥＺ－３０ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010255
防水工事 アスファルト防水 ポリベスト（トーチ工法） Ｓ－ＰＢ－１ 露出防水 施工規模３００ｍ２ ＡＳ－Ｔ２仕様
相当 材工共 七王工業

アス防水（材工） ポリベスト　Ｓ－ＰＢ－１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010656
防水工事 アスファルト防水 全日アス防水協組仕様 Ｓ－１５０Ｔ 露出断熱防水　スポットタック工法 施工規模３００
ｍ２ 断熱材３５ｍｍ厚 材工共 七王工業

アス防水（材工） 全日アス防水協組　Ｓ－１５０Ｔ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010658
防水工事 アスファルト防水 全日アス防水協組仕様 ＰＳ－３５０Ｓ 押え断熱防水　スポットタック工法 施工規模３０
０ｍ２ 断熱材３５ｍｍ厚 材工共 七王工業

アス防水（材工） 全日アス防水協組ＰＳ－３５０Ｓ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010243
防水工事 アスファルト防水 三星産業防水仕様　（アコシート２号防水） 厚３．５ｍｍ　仕上げ無し 施工規模３，０
００ｍ２ 出張　宿泊費　補強張りは別途 材工共 三星産業

アス防水（材工） 三星産業　アコシート２号 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010628
防水工事 アスファルト防水 ガスファルト（ゴムアスファルト） ＧＡＭ－３Ｌ 地下先やり吹付工法 施工規模３００ｍ
２ 材工共 ウォータイト

アス防水（材工） ガスファルト　ＧＡＭ－３Ｌ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010100
防水工事 アスファルト防水 ガスファルト（ゴムアスファルト） ＧＡ－２０ モルタル押え　屋内 施工規模３００ｍ２
モルタル含まず 材工共 ウォータイト

アス防水（材工） ガスファルト　ＧＡ－２０ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010101
防水工事 アスファルト防水 ガスファルト（ゴムアスファルト） ＧＡ－３０ モルタル押え　屋内 施工規模３００ｍ２
モルタル含まず 材工共 ウォータイト

アス防水（材工） ガスファルト　ＧＡ－３０ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010722
防水工事 アスファルト防水 クルタルシート防水 ＴＫ－３１０ 非歩行用露出工法 施工規模５００ｍ２ 改質アスファ
ルト常温工法 材工共 東和工業

アス防水（材工） クルタルシート　ＴＫ－３１０ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323010724
防水工事 アスファルト防水 ＴＢＳ工法 ＴＳ－Ａ－１ 非歩行用露出工法 施工規模５００ｍ２ 改質アスファルト常温
工法 材工共 東和工業

アス防水（材工） ＴＢＳ工法　ＴＳ－Ａ－１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020302
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 アサヒ・ルーフィング防水 Ｓ－１ 厚１．５ｍｍ　ＥＰＴ系 施工規模５０
０ｍ２ シルバー仕上げ共 材工共 パーカーアサヒ

シート防水（材工） アサヒ・ルーフィング防水Ｓ－１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020004
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 アサヒ・ルーフィング防水 Ｓ－３－Ｋ 厚２．０ｍｍ　ＥＰＴ系 施工規模
５００ｍ２ カラーシート（歩行用） 材工共 パーカーアサヒ

シート防水（材工） アサヒ・ルーフィングＳ－３－Ｋ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020178
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ネオ・ルーフィングＥ ＲＶ－２０１ 厚１．２ｍｍ　軽舗装（ＥＰＤＭ）
施工規模３００ｍ２ ネオトップルーフＡ（１．５ｋｇ／ｍ２）仕上げ 材工共 三ツ星ベルト

シート防水（材工） ネオルーフィングＥ　ＲＶ２０１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020058
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ネオ・ルーフィング ＳＰＥ 厚５．２ｍｍ　脱気工法 施工規模３００ｍ２
１．２ｍｍのシート＋４．０ｍｍの脱気材 材工共 三ツ星ベルト

シート防水（材工） ネオ・ルーフィングＳＰＥ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020226
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ニューブレン ＮＢ－４０１ＨＦ　ｏｒ　４０１ＭＪ 厚１．５ｍｍ　機械
的固定工法　断熱露出 施工規模３００ｍ２ シルバー仕上げ　断熱材（ポリウレタン）２５ｍｍ 材工共 三ツ星ベルト

シート防水（材工）ニューブレン ＮＢ－４０１ＨＦｏｒ４０１ＭＪ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020306
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 ＮＰシート２号－Ｓ 厚１．５ｍｍ　ＥＰＴ　アルミ仕上げ　シルバー仕上
げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業

シート防水（材工） ＮＰシート２号－Ｓ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323020298
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 エスシート ＥＰ－Ｒ１０１ 厚１．５ｍｍ　露出非歩行　シルバー仕上げ
施工規模３００ｍ２ Ｓ－Ｆ１相当 材工共 シバタ工業

シート防水（材工）エスシート ＥＰ－Ｒ１０１　Ｔ１．５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020040
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ３１０ 厚２．０ｍｍ　露出軽歩行　カラー仕上げ 施
工規模３００ｍ２ 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工）　カラー キンセイシート　ＫＮ３１０ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020042
防水工事 シート防水　加硫・非加硫ゴム系 キンセイシート ＫＮ４１０ 厚２．０ｍｍ　露出非歩行　シルバー仕上げ
施工規模３００ｍ２ 材工共 キンセイ建材

シート防水（材工） キンセイシート　ＫＮ４１０ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020061
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ニューベストプルーフ ＮＢＰ－１１０ 厚１．５ｍｍ　非歩行用露出接着
工法　平部 施工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 ロンシール工業

シート防水（材工）ＮＢＰ１１０ ニューベストプルーフ　平部 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020308
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 リベットルーフナイン Ｆ－Ｎ１５ 厚１．５ｍｍ　接着工法・非歩行用 施
工規模３００ｍ２ ＲＣ下地 材工共 アーキヤマデ

シート防水（材工）ＲＣ下地 リベットルーフナインＦ－Ｎ１５ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020310
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 リベットルーフ ＭＩＨ－ＳＧＭ２０ 厚２．０ｍｍ　アンカー（機械）固
定工法・非歩行用 施工規模３００ｍ２ 材工共 アーキヤマデ

シート防水（材工） ＭＩＨ－ＳＧＭ２０ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020204
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 リベットルーフ ＭＩＨ－ＳＧＭ１５Ｓ 厚１．５ｍｍ　アンカー（機械）
固定断熱工法・非歩行用 施工規模３００ｍ２ 断熱材２５ｍｍ厚標準 材工共 アーキヤマデ

シート防水リベットルーフ ＭＩＨ－ＳＧＭ１５Ｓ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020312
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 リベットルーフ ＭＩＨＦＤ－ＳＷ１５ＮＵ 厚１．５ｍｍ　ＬＣＳ工法
（非耐火構法）・非歩行用（ＭＤ－１） 施工規模３００ｍ２ 断熱材３０ｍｍ厚標準 材工共 アーキヤマデ

シート防水（材工） ＭＩＨＦＤ－ＳＷ１５ＮＵ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020036
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 サンロイドＤＮ防水システム ＷＢ－１５ プール用絶縁工法 施工規模５０
０ｍ２ 材工共 住ベシート防水

シート防水（材工） サンロイド　ＷＢ－１５ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020294
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 メカファイン ＭＦ－１５Ｆ 厚１．５ｍｍ　非歩行用　露出接着工法 施工
規模３００ｍ２ 材工共 日新工業

シート防水（材工） メカファイン　ＭＦ－１５Ｆ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020141
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 ボルテックス 厚６．４ｍｍ　地下外壁面先付工法 施工規模３００ｍ２ ナ
トリウム系ベントナイト防水 材工共 ボルクレイ・ジャパン

シート防水（材工） ボルテックス　Ｔ６．４ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020127
防水工事 シート防水　塩ビ樹脂系・その他 クニシート 先付工法 施工規模３００ｍ２ アスファルト・ベントナイト系
防水 材工共 クニミネ工業

シート防水（材工） クニシート　先付工法 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020252
防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 エバブレン防水システム 厚１．１ｍｍ×幅１ｍ×長２５ｍ 施工規
模３００ｍ２ 材工共 アーキヤマデ

シート防水（材工） エバブレン防水システム ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020254
防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 サンエーシート 厚１．１ｍｍ　ＳＡ－１１１　屋外防水仕様，平場
施工規模３００ｍ２ 材工共 長谷川化学工業

シート防水（材工） サンエーシート　ＳＡ－１１１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020256
防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 ウェドリーシート 押さえ　ＷＤ－３０１　平場 施工規模３００ｍ
２ 材工共 三ツ星ベルト

シート防水（材工） ウェドリーシート　ＷＤ－３０１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020272 防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 Ｖシート Ａ－１ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ケイエス防水工業 シート防水（材工） Ｖシート　Ａ－１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020274 防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 Ｖシート ＡＲ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ケイエス防水工業 シート防水（材工） Ｖシート　ＡＲ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323020276
防水工事 シート防水　エチレン酢酸ビニル樹脂系 Ｖシート Ｂ－１（セパあり） 施工規模５００ｍ２ 材工共 ケイエ
ス防水工業

シート防水（材工） Ｖシート　Ｂ－１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323030039
防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） マノール防水剤（脂肪酸系） 厚３０ｍｍ　床面 施工規
模３００ｍ２ 材工共 マノール

モルタル防水（材工） マノール防水剤　Ｔ３０ｍｍ床面 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323030028
防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） ボース（脂肪酸系） 床３０ｍｍ　地下室 施工規模３０
０ｍ２ 材工共 ボース

モルタル防水（材工） ボース　床３０ｍｍ　地下室 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323030030
防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） ボース（脂肪酸系） 壁２０ｍｍ　地下室 施工規模３０
０ｍ２ 材工共 ボース

モルタル防水（材工） ボース　壁２０ｍｍ　地下室 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323030002
防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） ウォータイトＢ－１ 屋内 施工規模３００ｍ２ 材工共
ウォータイト

モルタル防水（材工） ウォータイト　Ｂ－１　屋内 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323030056
防水工事 モルタル防水（砂・セメントは総合工事業者支給） ナルファルトＣ 厚３０ｍｍ　アスファルト系　水性エマ
ルション 施工規模３００ｍ２ 材工共 成瀬化学

モルタル防水（材工） ナルファルトＣ　アスファルト系 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040736
防水工事 外壁塗膜防水 アロンウォール ＳＴ工法　スター状仕上げ（低汚染仕上水性Ｓｉ仕様） 施工規模１，０００
ｍ２ 材工共 東亞合成

塗膜防水（材工） アロンウォール　ＳＴ工法 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040738 防水工事 外壁塗膜防水 アロンウォール ＳＴＭ工法　リップル状仕上げ 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 東亞合成 塗膜防水（材工） アロンウォール　ＳＴＭ工法 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040740
防水工事 外壁塗膜防水 ハイプルーフ 標準工法　玉吹き小模様　トップコート水性ウレタン仕上げ 施工規模３００ｍ
２ 材工共 日本特殊塗料

塗膜防水（材工） ハイプルーフ　水性ウレタン ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040634 防水工事 外壁塗膜防水 セブンウォール Ｆ工法 平吹き（吹き付け） 施工規模３００ｍ２ 材工共 セブンケミカル 塗膜防水（材工） セブンウォール　Ｆ工法 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040636 防水工事 外壁塗膜防水 セブンウォール Ｓ工法 スチップル（ローラー） 施工規模３００ｍ２ 材工共 セブンケミカル 塗膜防水（材工） セブンウォール　Ｓ工法 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040638 防水工事 外壁塗膜防水 セブンウォール Ｔ工法 凸模様（吹き付け） 施工規模３００ｍ２ 材工共 セブンケミカル 塗膜防水（材工） セブンウォール　Ｔ工法　凸模様 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040640 防水工事 外壁塗膜防水 セブンウォール Ｋ工法 キャスト（吹き付け） 施工規模３００ｍ２ 材工共 セブンケミカル 塗膜防水（材工） セブンウォール　Ｋ工法キャスト ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9337040060
防水工事 外壁塗膜防水 ハーゲンＺ Ｈ－Ｆ工法 平吹き仕上げ　カラートップＷ 施工規模３００ｍ２ 材工共 フジワラ
化学

複層仕上塗材（材工） ハーゲンＺ　Ｈ－Ｆ工法 ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

防水工事【公表価格】 9323040319
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ポリルーフ ＰＰ－８Ｖ 厚２．７ｍｍ　屋上・バルコニー　露出 施工規模３００ｍ２
ウレタン・ＦＲＰ複合防水システム 材工共 双和化学産業

塗膜防水（材工） ポリルーフ　ＰＰ－８Ｖ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040314
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ポリルーフ ＰＳ－１Ｄ 厚２．１ｍｍ　屋上・バルコニー（小面積）　露出 施工規模
３００ｍ２ 弾性ＦＲＰ防水システム 材工共 双和化学産業

塗膜防水（材工） ポリルーフ　ＰＳ－１Ｄ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040436
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ポリルーフ ＰＰ－１Ｖ 厚２．９ｍｍ　屋上駐車場　露出 施工規模３００ｍ２ ウレ
タン・ＦＲＰ複合防水システム 材工共 双和化学産業

塗膜防水（材工） ポリルーフ　ＰＰ－１Ｖ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040315
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ポリルーフ ＰＰ－１０Ｇ 厚３．６ｍｍ　屋上緑化　露出 施工規模１００ｍ２ ウレ
タン・ＦＲＰ複合防水システム 材工共 双和化学産業

塗膜防水（材工） ポリルーフ　ＰＰ－１０Ｇ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040672
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ニッポー ＮＲ－１工法 厚２．２ｍｍ　屋上用露出工法　歩行用 施工規模３００ｍ２
軟質ＦＲＰ防水工法 材工共 日豊化学産業

塗膜防水（材工） ニッポー　ＮＲ－１工法 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323040708
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ニッポー ＮＵＲ－２工法 厚３．０ｍｍ　屋上用露出工法　歩行用 施工規模３００ｍ
２ 軟質ＦＲＰ防水工法 材工共 日豊化学産業

塗膜防水（材工） ニッポー　ＮＵＲ－２工法 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040710
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ニッポー ラスト－Ａ工法 厚３．２ｍｍ　屋上用露出工法　歩行用 施工規模３００ｍ
２ 軟質ＦＲＰ複合通気型工法 材工共 日豊化学産業

塗膜防水（材工） ニッポー　ラスト－Ａ工法 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040712
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ニッポー ラスト－Ｂ工法 厚４．２ｍｍ　屋上用露出工法　歩行用 施工規模３００ｍ
２ 軟質ＦＲＰ複合通気型工法 材工共 日豊化学産業

塗膜防水（材工） ニッポー　ラスト－Ｂ工法 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040177
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パンレタンエコプルーフ ＳＥ３０－Ｔ 通気緩衝工法　歩行 施工規模３００ｍ２ Ｘ
－１仕様相当 材工共 保土谷建材

塗膜防水（材工）　ＳＥ３０－Ｔ パンレタンエコプルーフ　歩行 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040179
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パンレタンエコプルーフ ＣＥ３０－Ｔ 密着工法　歩行 施工規模３００ｍ２ 塗装仕
上げ　Ｘ－２仕様相当 材工共 保土谷建材

塗膜防水（材工）　ＣＥ３０－Ｔ パンレタンエコプルーフ　歩行 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040181
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 パンレタンエコプルーフ ＳＥ２０－Ｔ 通気緩衝工法　軽歩行 施工規模３００ｍ２
塗装仕上げ　Ｘ－２仕様相当 材工共 保土谷建材

塗膜防水（材工）　ＳＥ２０－Ｔ パンレタンエコプルーフ　軽歩行 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040398
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ウレボン Ｒ－２００　ＲＮＣ－３００ 厚３．０ｍｍ　歩行用トップコートカラー仕
上げ 施工規模３００ｍ２ Ｘ－２仕様相当 材工共 ボース

塗膜防水（材工） ウレボンＲ－２００　Ｔ３ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040578
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ＡＲウレタン　防水Ｘ工法 Ｘ－２　屋上用露出　密着工法 施工規模３００ｍ２ ＲＣ
下地 材工共 エイ・アール・センター

塗膜防水（材工） ＡＲウレタン　防水Ｘ工法Ｘ－２ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040360
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ロバストコート Ｆ－３０ 厚３．０ｍｍ　非歩行用防水　カラー仕上げ 施工規模３０
０ｍ２ 材工共 ヨツヤウレタン

塗膜防水（材工） ロバストコート　Ｆ－３０ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040362
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ロバストコート Ｗ－２５ 厚２．５ｍｍ　立面用防水　カラー仕上げ 施工規模３００
ｍ２ 材工共 ヨツヤウレタン

塗膜防水（材工） ロバストコート　Ｗ－２５ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040510
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 アルボン Ｐ－８００床 Ｐ－８００－１０工法　エポキシ塗床　浴室床５割高 施工規
模３００ｍ２ 材工共 三石

塗膜防水（材工） アルボン　Ｐ－８００床 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040622
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 バリューズ　ＶＳ工法 ＶＳ－ＨＧ 厚２ｍｍ　屋上用防水　保険付き１５年保証仕様
無機質仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） バリューズＶＳ工法　ＶＳ－ＨＧ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040514
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コスミックＰＲＯ ＰＸ－２ 厚３．０ｍｍ　歩行用密着工法 施工規模３００ｍ２ Ｘ
－２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） コスミックＰＲＯ　ＰＸ－２ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040516
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コスミックＳＰＲＡＹ ＳＳＥ－２０ 厚２．０ｍｍ　超速硬化密着工法 施工規模３０
０ｍ２ 材工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） コスミックＳＰＲＡＹＳＳＥ２０ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040324
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ソフランシール ＵＮ－２６ ２．６ｋｇ工法　ウレタン塗膜防水　密着工法　クロス
なし 施工規模３００ｍ２ 材工共 ニッタ化工品

塗膜防水（材工）ソフランシール ＵＮ－２６ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040278
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　Ｒ－１ 厚２．０ｍｍ　屋上歩行　軟質ＦＲＰ防水 施工規模３００ｍ２
寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＲ－１　屋上歩行 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040280
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　Ｔ－２ 厚３．０ｍｍ　受水槽　軟質ＦＲＰ防水 施工規模３００ｍ２ 寒
冷地仕様は別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＴ－２　受水槽 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040660
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　Ｒ－３ 厚３．０ｍｍ　駐車場・木造べランダ・バルコニー　防火認定
ＤＲ－００８２（木造） 施工規模３００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＲ－３　駐車場他 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323040662
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　ＳＰ絶縁工法 厚５．０ｍｍ　屋上・バルコニー・通気絶縁 施工規模３
００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＳＰ絶縁工法 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040664
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　ＳＰ植栽工法 厚５．２ｍｍ　屋上緑化・植栽　通気絶縁仕様 施工規模
３００ｍ２ 寒冷地仕様は別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＳＰ植栽工法 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040666
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 コンパック　ＳＰ断熱工法 厚３０．０ｍｍ　屋上・外断熱 施工規模３００ｍ２ 寒冷
地仕様は別途 材工共 大泰化工

塗膜防水（材工） コンパックＳＰ断熱工法 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040287
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 ボースイテックス 厚１．５ｍｍ　＃１０００　ウレタン系無溶剤型２液 施工規模３
００ｍ２ 材工共 大同塗料

塗膜防水（材工） ボースイテックス　＃１０００ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040408
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 スミラック Ｒ－１ 厚４．２ｍｍ　屋上防水脱気工法・軟質ＦＲＰ防水工法 施工規模
３００ｍ２ 材工共 住商産業

塗膜防水（材工） スミラック　Ｒ－１　Ｔ４．２ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040409
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 スミラック Ｒ－２ 厚３．０ｍｍ　受水槽・駐車場・バルコニー・軟質ＦＲＰ防水工
法 施工規模３００ｍ２ 材工共 住商産業

塗膜防水（材工） スミラック　Ｒ－２　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040411
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 スミラック Ｒ－３ 厚２．０ｍｍ　屋上防水歩行工法・軟質ＦＲＰ防水工法 施工規模
３００ｍ２ 材工共 住商産業

塗膜防水（材工） スミラック　Ｒ－３　Ｔ２ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040352
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 アロンコート ＳＱ－Ｓ ＲＣ下地・標準仕上げ　アロン水性ＲＵ仕上 施工規模３００
ｍ２ 材工共 東亞合成

塗膜防水（材工） アロンコート　ＳＱ－Ｓ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040552
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サンコート ＳＲ－１工法 厚２．０ｍｍ　屋上歩行用　軟質ＦＲＰ防水 施工規模１０
０ｍ２ 北海道仕様 材工共 三幸ケミカル

塗膜防水（材工）　北海道仕様 サンコートＳＲ－１　Ｔ２ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040554
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サンコート ＳＲ－２工法 厚３．０ｍｍ　駐車場　軟質ＦＲＰ防水 施工規模１００ｍ
２ 北海道仕様 材工共 三幸ケミカル

塗膜防水（材工）　北海道仕様 サンコートＳＲ－２　Ｔ３ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040694
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サンコート ＳＴ－１工法 厚２．０ｍｍ　貯水槽用　軟質ＦＲＰ防水 施工規模１００
ｍ２ 北海道仕様 材工共 三幸ケミカル

塗膜防水（材工）　北海道仕様 サンコート　ＳＴ－１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040696
防水工事 塗膜防水　反応硬化型 サンコート ＳＰＲ工法 厚３．０ｍｍ　屋上絶縁歩行用　軟質ＦＲＰ防水 施工規模１
００ｍ２ 北海道仕様 材工共 三幸ケミカル

塗膜防水（材工）　北海道仕様 サンコート　ＳＰＲ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040040
防水工事 塗膜防水　溶剤溶液型 ＮＳ防水工法 ＮＳ－１０２ ネオプレン・ハイパロンコンクリート・モルタル下地 施
工規模３００ｍ２ 材工共 日新工業

塗膜防水（材工） ＮＳ防水工法　ＮＳ－１０２ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040388
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ビッグサン ＲＣ－５ ３．０ｋｇ／ｍ２　歩行用　モルタル押え　絶縁
クロス仕様 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日化成

塗膜防水（材工） ビッグサン　ＲＣ－５　歩行用 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040390
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ビッグサン ＲＢ－６ ３．５ｋｇ／ｍ２　軽歩行用　露出工法 施工規模
３００ｍ２ 材工共 大日化成

塗膜防水（材工） ビッグサン　ＲＢ－６　軽歩行用 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040392
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ビッグサン ＲＡ－４ ２．８ｋｇ／ｍ２　軽歩行用　露出工法 施工規模
３００ｍ２ 材工共 大日化成

塗膜防水（材工） ビッグサン　ＲＡ－４　軽歩行用 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040648
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＨＧ／ｎｔ ＤＫ－１工法　脱気工法・軽歩行仕様 施工
規模３００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）ＤＫ－１工法 ＭＹルーファー　ＨＧ／ｎｔ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040650
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＭＹルーファー ＨＧ／ｎｔ ＭＭ工法　折版・瓦棒・波鉄板屋根　吹付
施工規模３００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

塗膜防水（材工）ＭＭ工法 ＭＹルーファー　ＨＧ／ｎｔ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323040704
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＡＥコート（アクリルエマルション系） ＡＥ－Ｐ２０ ベランダ等
トップコート別途 施工規模３００ｍ２ 材工共 イーテック

塗膜防水（材工） ＡＥコート　ＡＥ－Ｐ２０ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040706
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ＡＥコート（アクリルエマルション系） ＡＥ－Ｐ２２ 水槽・地下外壁
等 施工規模３００ｍ２ 材工共 イーテック

塗膜防水（材工） ＡＥコート　ＡＥ－Ｐ２２ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040342
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ａ－１ 一般室内外用 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げは
別途 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＡ－１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040343
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ａ－２ 一般室内外用　軽歩行用 施工規模３００ｍ２ 保
護仕上げ仕様 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＡ－２ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040344
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｂ－１ 耐水圧用防水 施工規模３００ｍ２ 保護仕上げは
別途 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＢ－１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040348
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｃ－１ 屋上・ルーフバルコニー用 施工規模３００ｍ２
保護仕上げは別途 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＣ－１ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040254
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 パラテックス Ｑ フリーアクセスベースフロアー用（防水・防塵） 施工
規模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業

塗膜防水（材工） パラテックスＱ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040035
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス １００ 押え・屋上　廊下　浴室（保護層は別途） 施
工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工） エクセルテックス１００ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040033
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 エクセルテックス １０４ 押え・ベランダ　トイレ（保護層は別途） 施
工規模３００ｍ２ 材工共 ユニオン建材工業

塗膜防水（材工） エクセルテックス１０４ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040302
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ネオドライ ＮＤ－４ 屋上等軽歩行，露出工法 施工規模５００ｍ２ 材
工共 菊水化学工業

塗膜防水（材工） ネオドライＮＤ－４ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040546
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 ネオ・コート ＰＸＡ－１６Ｔ工法 厚１．６ｍｍ　ベランダ・庇（軽歩
行用） 施工規模３００ｍ２ 材工共 三ツ星ベルト

塗膜防水（材工） ネオ・コートＰＸＡ－１６Ｔ工法 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040684
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 バンデックス ＢＥ－２ 便所　浴室等（低水圧向け） 施工規模５００ｍ
２ 止水・はつり工事別途 材工共 日本バンデックス

塗膜防水（材工） バンデックスＢＥ－２ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040686
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 バンデックス ＢＥ－４ 水槽　地下外壁（高水圧向け） 施工規模５００
ｍ２ 止水・はつり工事別途 材工共 日本バンデックス

塗膜防水（材工） バンデックスＢＥ－４ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040688
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 バンデックス ＢＥ－６ 水槽　地下外壁（高水圧向け） 施工規模５００
ｍ２ 止水・はつり工事別途 材工共 日本バンデックス

塗膜防水（材工） バンデックスＢＥ－６ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040716
防水工事 塗膜防水　エマルション型・その他 スーパーフレックス Ｄ２－Ｂ１工法 地下内外壁　水槽用 施工規模３０
０ｍ２ 材工共 茶谷産業

塗膜防水（材工） スーパーフレックスＤ２Ｂ１工法 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040424 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 セリノール防水 ＤＳ－ＵＩ （ＪＡＳＳ適合） 施工規模３００ｍ２ 材工共 茶谷産業 塗膜防水（材工） セリノール防水　ＤＳ－ＵＩ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040426 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 セリノール防水 ＤＳ－ＵＰ （ＪＡＳＳ適合） 施工規模３００ｍ２ 材工共 茶谷産業 塗膜防水（材工） セリノール防水　ＤＳ－ＵＰ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040098
防水工事 ケイ酸質系塗布防水 セレガードＤＳ－Ｉ １．４ｋｇ／ｍ２　粉末強化剤入　（ＪＡＳＳ適合） 施工規模３
００ｍ２ 材工共 昭和電工建材

塗膜防水（材工） セレガードＤＳ－Ｉ粉末強化剤入 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事
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防水工事【公表価格】 9323040152
防水工事 ケイ酸質系塗布防水 パウダックス防水 ２回塗り１．５ｋｇ／ｍ２　（ＪＡＳＳ適合） 施工規模５００ｍ２
材工共 ダイフレックス

塗膜防水（材工） パウダックス防水 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040238 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 バンデックス Ｓ＋Ｐ （ＪＡＳＳ適合） 施工規模５００ｍ２ 材工共 日本バンデックス 塗膜防水（材工） バンデックス　Ｓ＋Ｐ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040690 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 バンデックス Ｓ＋Ｓ （ＪＡＳＳ適合） 施工規模５００ｍ２ 材工共 日本バンデックス 塗膜防水（材工） バンデックス　Ｓ＋Ｓ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040236 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 バンデックス Ｓ 施工規模５００ｍ２ 材工共 日本バンデックス 塗膜防水（材工） バンデックス　Ｓ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323030008
防水工事 ケイ酸質系塗布防水 エレホン ＃１００ コテ塗り１回２ｋｇ／ｍ２　ハケ塗り２回１．５ｋｇ／ｍ２ 施工規
模３００ｍ２ 材工共 エレホン・化成工業

モルタル防水（材工） エレホン＃１００ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040378 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 セルコート 粉体　２回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 東和産業 塗膜防水（材工） セルコート ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040652 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 リアルガード Ａ・Ｂ 所要量　０．２ｋｇ／ｍ２ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＴＳＣ 塗膜防水（材工） リアルガードＡ・Ｂ ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040598 防水工事 ケイ酸質系塗布防水 ＲＣガード ＰＫ 液体　２回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会 塗膜防水（材工） ＲＣガードＰＫ　液体　２回塗り ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323040668
防水工事 ケイ酸質系塗布防水 ウォータードリーム 粉体　１．０ｋｇ／ｍ２　中性化抑止・塩害抑止 施工規模３００
ｍ２ 材工共 富士化学

塗膜防水（材工） ウォータードリーム　粉体 ｍ２ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323050086
防水工事 シーリング防水 ハマタイトＳＣ－ＰＵ２ＮＢ ポリウレタン　１０ｍｍ×１０ｍｍ　２液 施工規模５００ｍ
材工共 シーカ・ハマタイト

シーリング防水（材工） ハマタイトＳＣ－ＰＵ２ＮＢ ｍ 999 × ○ 9323 防水工事

防水工事【公表価格】 9323050082
防水工事 シーリング防水 ハマタイトＳＣ－ＭＳ２ＮＢ／ＳＵＰＥＲⅡ 変成シリコーン　１０ｍｍ×１０ｍｍ　２液
施工規模５００ｍ 材工共 シーカ・ハマタイト

シーリング防水（材工） ハマタイトＳＣＭＳ２ＮＢスパ２ ｍ 999 × ○ 9323 防水工事

石工事 9325010186
石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×２５　ジェットバーナー（並級Ｃ） 施工規模１０
０ｍ２ 材工共

花こう岩（材工）乾式　壁 ９００×２５　バーナー　並級Ｃ ｍ２ 999 × ○ 9325 石工事

石工事 9325010194
石工事 花こう岩　乾式金物工法 花こう岩張り 壁 ９００×６００×２５　機械たたき（並級Ｃ） 施工規模１００ｍ２
材工共

花こう岩（材工）乾式　壁 ９００×２５　機械たたき並級Ｃ ｍ２ 999 × ○ 9325 石工事

石工事 9325010170 石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２０　本磨き（並級Ｃ） 施工規模５０ｍ２ 材工共 花こう岩（材工）湿式　床 本磨き　並級Ｃ ｍ２ 999 × ○ 9325 石工事

石工事 9325010208 石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２０　水磨き（並級Ｃ） 施工規模５０ｍ２ 材工共 花こう岩（材工）湿式　床 水磨き　並級Ｃ ｍ２ 999 × ○ 9325 石工事

石工事 9325010172
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２５　ジェットバーナー（並級Ｃ） 施工規模５０ｍ２
材工共

花こう岩（材工）湿式　床 ジェットバーナー　並級Ｃ ｍ２ 999 × ○ 9325 石工事

石工事 9325010214
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 床 ６００×６００×２５　機械たたき（並級Ｃ） 施工規模５０ｍ２ 材工
共

花こう岩（材工）湿式　床 機械たたき　並級Ｃ ｍ２ 999 × ○ 9325 石工事

石工事 9325010218
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 段石（板材） ３４０×６００×２０　水磨き（並級Ｃ） 施工規模５０延ｍ
材工共

花こう岩（材工）湿式　段石板材 水磨き　並級Ｃ 延ｍ 999 × ○ 9325 石工事
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石工事 9325010222
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 段石（板材） ３４０×６００×２５　ジェットバーナー（並級Ｃ） 施工規
模５０延ｍ 材工共

花こう岩（材工）湿式　段石板材 ジェットバーナー　並級Ｃ 延ｍ 999 × ○ 9325 石工事

石工事 9325010226
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 縁石 １２０×１５０×６００　水磨き（並級Ｃ） 施工規模５０延ｍ 材工
共

花こう岩（材工）湿式　縁石 水磨き　並級Ｃ 延ｍ 999 × ○ 9325 石工事

石工事 9325010230
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 縁石 １２０×１５０×６００　ジェットバーナー（並級Ｃ） 施工規模５０
延ｍ 材工共

花こう岩（材工）湿式　縁石 ジェットバーナー並級Ｃ 延ｍ 999 × ○ 9325 石工事

石工事 9325010234
石工事 花こう岩　湿式工法 花こう岩張り 縁石 １２０×１５０×６００　機械たたき（並級Ｃ） 施工規模５０延ｍ
材工共

花こう岩（材工）湿式　縁石 機械たたき　並級Ｃ 延ｍ 999 × ○ 9325 石工事

石工事 9325020086 石工事 大理石　乾式金物工法 大理石張り 壁 ９００×６００×２０　本磨き（並級） 施工規模５０ｍ２ 材工共 大理石（材工）乾式　壁 ９００×６００×２０本磨き並級 ｍ２ 999 × ○ 9325 石工事

石工事 9325020092 石工事 大理石　湿式工法 大理石張り 床 ６００×６００×２０　本磨き（並級） 施工規模５０ｍ２ 材工共 大理石（材工）湿式　床 ６００×６００×２０本磨き並級 ｍ２ 999 × ○ 9325 石工事

石工事 9325020096
石工事 大理石　湿式工法 大理石張り 段石（板材） ３４０×６００×２０　本磨き（並級） 施工規模５０延ｍ 材工
共

大理石（材工）湿式　段石　板材 ３４０×６００×２０本磨き並級 延ｍ 999 × ○ 9325 石工事

石工事 9325020026 石工事 大理石　湿式工法 大理石張り 幅木 幅１２０×厚２０　本磨き（並級） 施工規模５０延ｍ 材工共 大理石（材工）湿式　幅木 １２０×２０　本磨き　並級 延ｍ 999 × ○ 9325 石工事

石工事【公表価格】 9325130002 石工事 木曽石張り 径６０～３００ｍｍ　乱形（床）　グレー 施工規模１００ｍ２ 材工共 ニットー 木曽石張り（材工） 径６０～３００　乱形（床） ｍ２ 999 × ○ 9325 石工事

タイル工事 9327020015
タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １００角　平　１００ｍｍ×１００ｍｍ（目地
共サイズ） 接着剤張り 施工規模１００ｍ２ 材工共

内装壁タイル３（材工）陶器質 接着剤張　施釉　１００角　平 ｍ２ 999 × ○ 9327 タイル工事

タイル工事 9327020016
タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １００角　片面取 接着剤張り 施工規模－ｍ
材工共

内装壁タイル３（材工）陶器質 接着剤張　施釉　１００角片面取 ｍ 999 × ○ 9327 タイル工事

タイル工事 9327020018
タイル工事 内装壁タイル張り 内装壁タイルⅢ類（陶器質相当，施釉） １００角　内幅木 接着剤張り 施工規模－ｍ
材工共

内装壁タイル３（材工）陶器質 接着剤張　施釉　１００角内幅木 ｍ 999 × ○ 9327 タイル工事

タイル工事 9327010002
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １００角　平　１００ｍｍ×１００ｍｍ（目地
共サイズ） 圧着張り　塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 塗り目地　無釉　１００角　平 ｍ２ 999 × ○ 9327 タイル工事

タイル工事 9327010016
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） １５０角　平　１５０ｍｍ×１５０ｍｍ（目地
共サイズ） 圧着張り　塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 塗り目地　無釉　１５０角　平 ｍ２ 999 × ○ 9327 タイル工事

タイル工事 9327010010
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ２００×１００角　平　２００ｍｍ×１００ｍ
ｍ（目地共サイズ） 圧着張り　塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 塗り目地　無釉２００×１００平 ｍ２ 999 × ○ 9327 タイル工事

タイル工事 9327010024
タイル工事 外装床タイル張り 外装床タイルⅠ類（磁器質相当，無釉） ２００角　平　２００ｍｍ×２００ｍｍ（目地
共サイズ） 圧着張り　塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装床タイル１（材工）磁器質 塗り目地　無釉　２００角　平 ｍ２ 999 × ○ 9327 タイル工事

タイル工事 9327030004
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　平　２２７ｍｍ×６０ｍｍ 密着張
り　塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 密着張　塗り目地　二丁掛　平 ｍ２ 999 × ○ 9327 タイル工事

タイル工事 9327030005
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　標準曲　（１６８＋５０）ｍｍ×６
０ｍｍ 密着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 密着張　塗り目地　二丁掛標準曲 ｍ 999 × ○ 9327 タイル工事
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タイル工事 9327030016
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　平　２２７ｍｍ×６０ｍｍ 改良圧
着張り　塗り目地 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 改圧着　塗り目地　二丁掛　平 ｍ２ 999 × ○ 9327 タイル工事

タイル工事 9327030017
タイル工事 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅡ類（せっ器質相当，無釉） 二丁掛　標準曲　（１６８＋５０）ｍｍ×６
０ｍｍ 改良圧着張り　塗り目地 施工規模－ｍ 材工共

外装壁タイル２（材工）せっ器質 改圧着　塗り目地　二丁掛標準曲 ｍ 999 × ○ 9327 タイル工事

タイル工事 9327030067
タイル工事 外装壁モザイクタイル張り 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角　平　３００ｍｍ×３
００ｍｍ（目地共サイズ） モザイクタイル張り 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁モザイク１（材工）磁器質 モザイク　施釉　５０角　平 ｍ２ 999 × ○ 9327 タイル工事

タイル工事 9327030068
タイル工事 外装壁モザイクタイル張り 外装壁モザイクタイルⅠ類（磁器質相当，施釉） ５０角　二丁　３００ｍｍ×
３００ｍｍ（目地共サイズ） モザイクタイル張り 施工規模３００ｍ２ 材工共

外装壁モザイク１（材工）磁器質 モザイク　施釉　５０角　二丁 ｍ２ 999 × ○ 9327 タイル工事

木工事 9329020002 木工事 床 ころばし床組 米つが１等　Ｈ＝１５０　大引き　根太 根太間隔３６０ 材工共 ころばし床組（材工）米つが１等 Ｈ＝１５０　根太間隔３６０ ｍ２ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329030036 木工事 床 床下地板張り ラワン合板（１類）　Ｆ☆☆☆☆　厚１２ｍｍ 材工共 床下地板張り（材工）Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　１類　Ｔ１２ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329050002
木工事 壁 間仕切軸組 米つが１等　Ｈ＝３，０００程度 大壁（土台，頭つなぎ９０×４５　柱　６０×６０　＠１，
８００　間柱６０×３６　＠４５０） 材工共

間仕切軸組（材工）米つが１等 Ｈ＝３０００程度大壁９０×４５ ｍ２ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329060002 木工事 壁 胴縁組 米つが１等　木製軸組面（欠込み） 横４５×１８　＠４５０ 材工共 胴縁組（材工）米つが１等 木製軸組面　横４５×１８ ｍ２ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329060004 木工事 壁 胴縁組 米つが１等　コンクリート面 横４５×２４　縦４５×４０　＠４５０　木れんが共 材工共 胴縁組（材工）米つが１等 コンクリート面　縦４５×４０ ｍ２ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329070028 木工事 壁 壁合板下地張り ラワン合板（２類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５ｍｍ 材工共 壁合板下地張り・材工Ｆ☆☆☆☆ ラワン合板　２類　Ｔ５．５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329070032 木工事 壁 壁合板下地張り しな合板（２類）　Ｆ☆☆☆☆　厚５．５ｍｍ 材工共 壁合板下地張り・材工Ｆ☆☆☆☆ しな合板　２類　Ｔ５．５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329110018 木工事 壁 建具・出入口枠 スプルース　Ｗ１１０×Ｄ２５ 材工共 建具（出入口）枠（材工） スプルースＷ１１０×Ｄ２５ｍｍ ｍ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329110020 木工事 壁 建具・出入口枠 スプルース　Ｗ８５×Ｄ２５ 材工共 建具（出入口）枠（材工） スプルース　Ｗ８５×Ｄ２５ｍｍ ｍ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329120020 木工事 壁 額縁 スプルース　Ｗ６５×Ｄ２５ 材工共 額縁（材工） スプルース　Ｗ６５×Ｄ２５ｍｍ ｍ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329130012 木工事 壁 敷居 米つが　Ｗ８５×Ｄ３７ 材工共 敷居（材工） 米つが　Ｗ８５×Ｄ３７ｍｍ ｍ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329140012 木工事 壁 鴨居 米つが　Ｗ８５×Ｄ３５ 材工共 鴨居（材工） 米つが　８５×３５ｍｍ ｍ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329160012 木工事 壁 付鴨居 米つが　Ｗ３５×Ｄ２０ 材工共 付鴨居（材工） 米つが　３５×２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329150002 木工事 壁 長押し 米つが　Ｈ＝９０ 材工共 長押し（材工） 米つが　Ｈ＝９０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9329 木工事
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木工事 9329180008 木工事 壁 畳寄せ 米つが　Ｗ４０×Ｄ２０ 材工共 畳寄せ（材工） 米つが　４０×２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329190002 木工事 壁 ぞうきんずり 米つが　Ｗ１５×Ｄ１０ 材工共 ぞうきんずり（材工） 米つが　１５×１０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329200008 木工事 壁 幅木 米つが　Ｈ＝６０ 材工共 幅木（材工） 米つが　Ｈ＝６０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329270006 木工事 天井 回り縁 米つが　Ｗ３０×Ｄ３０ 材工共 回り縁（材工） 米つが　３０×３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9329 木工事

木工事 9329280010 木工事 押入 米つが　Ｗ１，８００×Ｈ２，３００×Ｄ９００　天袋付き 敷居・鴨居別途 材工共 押入（材工）米つが １８００×２３００×９００ｍｍ 箇所 999 × ○ 9329 木工事

屋根及びとい工事 9331030002 屋根及びとい工事 下ぶき アスファルトルーフィング ９４０（旧２２ｋｇ品） 施工規模１００ｍ２ 材工共 下ぶき　アスルーフィング・材工 ９４０　旧２２ｋｇ品 ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331080080 屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 大波板　下地フック止め 施工規模３００ｍ２ 材工共 ストレートぶき（材工） 波形スレート無石綿　大波板 ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331080082 屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 小波板　外壁張り 施工規模３００ｍ２ 材工共 ストレートぶき（材工） 波形スレート無石綿小波板外壁張 ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331080084 屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 大波曲棟 施工規模－ 材工共 ストレートぶき（材工） 波形スレート無石綿　大波曲棟 ｍ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331080086 屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 大波巴 施工規模－ 材工共 ストレートぶき（材工） 波形スレート無石綿　大波巴 箇所 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331080088 屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） けらば　大波 施工規模－ 材工共 ストレートぶき（材工） 波形スレート無石綿　けらば大波 ｍ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331080090 屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 角（隅）当 施工規模－ 材工共 ストレートぶき（材工） 波形スレート無石綿　角（隅）当 ｍ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331080092 屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 面戸　大波 施工規模－ 材工共 ストレートぶき（材工） 波形スレート無石綿　面戸　大波 ｍ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331080094 屋根及びとい工事 スレートぶき 波形スレート（無石綿） 軒先曲加工 施工規模－ 材工共 ストレートぶき（材工） 波形スレート無石綿　軒先曲加工 ｍ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331100010
屋根及びとい工事 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ）ぶき スレート小波用 （６３波）　厚０．８ｍｍ　Ｇタイ
プ 施工規模１００ｍ２ 材工共

ガラス繊維強化プラ板ぶき・材工 スレート小波　６３波　Ｔ０．８ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331100012
屋根及びとい工事 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ）ぶき スレート小波用 （６３波）　厚１．０ｍｍ　Ｇタイ
プ 施工規模１００ｍ２ 材工共

ガラス繊維強化プラ板ぶき・材工 スレート小波　６３波　Ｔ１ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331100014
屋根及びとい工事 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ）ぶき スレート大波用 （１３０波）　厚１．０ｍｍ　Ｇタ
イプ 施工規模１００ｍ２ 材工共

ガラス繊維強化プラ板ぶき・材工 スレート大波　１３０波　Ｔ１ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事 9331100016
屋根及びとい工事 ガラス繊維強化プラスチック板（ＦＲＰ）ぶき スレート大波用 （１３０波）　厚１．２ｍｍ　Ｇタ
イプ 施工規模１００ｍ２ 材工共

ガラス繊維強化プラ板ぶき・材工 スレート大波１３０波　Ｔ１．２ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事
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屋根及びとい工事 9333310002 屋根及びとい工事 金属屋根工事 タイトフレーム 折板　山高８５タイプ 施工規模－ 材工共 タイトフレーム（材工）折板 山高８５タイプ ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333310004 屋根及びとい工事 金属屋根工事 タイトフレーム 折板　山高１５０タイプ 施工規模－ 材工共 タイトフレーム（材工）折板 山高１５０タイプ ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333310006 屋根及びとい工事 金属屋根工事 タイトフレーム 折板　山高１７０タイプ 施工規模－ 材工共 タイトフレーム（材工）折板 山高１７０タイプ ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333100012 屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型（前高型）　幅１２０ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 軒どい（材工） 塩ビ　角型　前高型Ｗ１２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333100014 屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型（前高型）　幅１５０ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 軒どい（材工） 塩ビ　角型　前高型Ｗ１５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333100018 屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型　幅１２０ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 軒どい（材工） 塩ビ　角型　Ｗ１２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333100020 屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型　幅１５０ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 軒どい（材工） 塩ビ　角型　Ｗ１５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333100022 屋根及びとい工事 とい工事 軒どい 塩ビ　角型　幅２００ｍｍ 施工規模１００ｍ 材工共 軒どい（材工） 塩ビ　角型　Ｗ２００ｍｍ ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333110014 屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＵ管　径７５ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共 たてどい（材工） ＶＵ管　径７５　継手含む ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333110016 屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＵ管　径１００ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共 たてどい（材工） ＶＵ管　径１００　継手含む ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333110018 屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＵ管　径１２５ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共 たてどい（材工） ＶＵ管　径１２５　継手含む ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333110020 屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＰ管　径７５ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共 たてどい（材工） ＶＰ管　径７５　継手含む ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333110022 屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＰ管　径１００ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共 たてどい（材工） ＶＰ管　径１００　継手含む ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333110024 屋根及びとい工事 とい工事 たてどい ＶＰ管　径１２５ｍｍ　継手含む 施工規模５０ｍ 材工共 たてどい（材工） ＶＰ管　径１２５　継手含む ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333390002 屋根及びとい工事 とい工事 エルボ φ７５用　８０°エルボ　同径 施工規模－ 材工共 エルボ（材工） 径７５用　８０度エルボ　同径 箇所 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333390004 屋根及びとい工事 とい工事 エルボ φ１００用　８０°エルボ　同径 施工規模－ 材工共 エルボ（材工） 径１００用　８０度エルボ　同径 箇所 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333390006 屋根及びとい工事 とい工事 エルボ φ１２５用　８０°エルボ　同径 施工規模－ 材工共 エルボ（材工） 径１２５用　８０度エルボ　同径 箇所 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333120008 屋根及びとい工事 とい工事 集水器 塩ビ　角型　１２０用 施工規模－ 材工共 集水器（材工） 塩ビ　角型　１２０用 箇所 999 × ○ 9333 金属工事
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屋根及びとい工事 9333120010 屋根及びとい工事 とい工事 集水器 塩ビ　角型　１５０用 施工規模－ 材工共 集水器（材工） 塩ビ　角型　１５０用 箇所 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事 9333120012 屋根及びとい工事 とい工事 集水器 塩ビ　角型　２００用 施工規模－ 材工共 集水器（材工） 塩ビ　角型　２００用 箇所 999 × ○ 9333 金属工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130292 屋根及びとい工事 折版Ｆ２００Ⅱ型 ガルバリウム鋼板　厚０．８ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業 折版Ｆ２００－２型（材工） ガルバリウム鋼板　Ｔ０．８ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130294 屋根及びとい工事 折版Ｆ８０ ガルバリウム鋼板　厚０．８ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業 折版Ｆ８０（材工） ガルバリウム鋼板　Ｔ０．８ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130296 屋根及びとい工事 丸馳折版Ⅱ型 ガルバリウム鋼板　厚０．８ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃金属工業 丸馳折版２型（材工） ガルバリウム鋼板　Ｔ０．８ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130300
屋根及びとい工事 Ａ号瓦棒葺 ガルバリウム鋼板　厚０．４ｍｍ　働き幅４１８ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 三晃
金属工業

Ａ号瓦棒葺（材工） ガルバリウム鋼板　Ｔ０．４ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130382
屋根及びとい工事 元旦スプリングルーフ８５０ カラーガルバリウム鋼板　厚０．４ｍｍ　裏貼り　継手捨板　継手カ
バー　吊子　バックアップ材含む 施工規模３００ｍ２ 材工共 元旦ビューティ工業

元旦スプリングルーフ８５０材工 カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130384
屋根及びとい工事 元旦スプリングルーフ８００ カラーガルバリウム鋼板　厚０．４ｍｍ　裏貼り　継手捨板　継手カ
バー　吊子含む 施工規模３００ｍ２ 材工共 元旦ビューティ工業

元旦スプリングルーフ８００材工 カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130386
屋根及びとい工事 元旦ＴＲＸ カラーガルバリウム鋼板　厚０．４ｍｍ　裏貼り　桟カバー　吊子含む 施工規模３００
ｍ２ 材工共 元旦ビューティ工業

元旦ＴＲＸ　（材工） カラーガルバリウム鋼板 ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130168 屋根及びとい工事 タイマルーフＭ型 フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　横段葺き 施工規模３００ｍ２ 材工共 カナメ タイマルーフＭ型（材工） フッ素ＧＬ鋼板　Ｔ０．４ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130170 屋根及びとい工事 カナメルーフ フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　金属がわら 施工規模３００ｍ２ 材工共 カナメ カナメルーフ（材工） フッ素ＧＬ鋼板　Ｔ０．４ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130264
屋根及びとい工事 美段一文字９ 金属横葺屋根キャップレス工法　フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　ＬＮタイプ　長
１，９９２ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本鐵板

金属板ぶき（材工） 美段一文字９　Ｔ０．４ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130266
屋根及びとい工事 美段一文字１５ 金属横葺屋根キャップレス工法　フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　２２５タイプ
長３，９９０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本鐵板

金属板ぶき（材工） 美段一文字１５　Ｔ０．４ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130263
屋根及びとい工事 美段一文字２１ 金属横葺屋根キャップレス工法　フッ素ＧＬ鋼板　厚０．４ｍｍ　２５０タイプ
長３，９９０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本鐵板

金属板ぶき（材工） 美段一文字２１　Ｔ０．４ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130267
屋根及びとい工事 美段一文字３５ 金属横葺屋根キャップレス工法　フッ素ＧＬ鋼板　厚０．５ｍｍ　３００タイプ
長３，９９０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本鐵板

金属板ぶき（材工） 美段一文字３５　Ｔ０．５ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130128
屋根及びとい工事 ケミカラーオーシマメタル Ｃ．Ｏ．Ｍ．　厚０．５ｍｍ　Ｖ１－１１５波 施工規模５００ｍ２ 材
工共 大島応用

ケミカラーオーシマメタル・材工 Ｔ０．５　Ｖ１－１１５波 ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130130
屋根及びとい工事 ケミカラーワイドリブ Ｃ．Ｏ．Ｍ．　厚０．６ｍｍ　Ｗ－２００ 施工規模５００ｍ２ 材工共 大島
応用

ケミカラーワイドリブ（材工） Ｔ０．６　Ｗ－２００ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋根及びとい工事【公表価格】 9331130132
屋根及びとい工事 ケミカラーオーシマメタル Ｃ．Ｏ．Ｍ．　厚０．８ｍｍ　ＡＭⅢ型 施工規模５００ｍ２ 材工共 大
島応用

ケミカラーオーシマメタル・材工 Ｔ０．８　ＡＭ３型 ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事
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金属工事（軽量鉄骨下地・壁） 9333020016
金属工事 軽量鉄骨下地（壁） 壁下地開口補強 スタッド　６５形 Ｗ１，２００×Ｈ２，０００ｍｍ程度　扉等三方補
強 施工規模－ 材工共

軽量鉄骨壁下地開口補強（材工） スタッド　６５形　Ｗ１２００ 箇所 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050002
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　体育館用 高さ３００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００
ｍ２ 材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 体育館　Ｈ３００ｍｍ程度 ｍ２ 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050078
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　体育館用 高さ５００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００
ｍ２ 材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 体育館　Ｈ５００ｍｍ程度 ｍ２ 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050082
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　体育館用 高さ７００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００
ｍ２ 材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 体育館　Ｈ７００ｍｍ程度 ｍ２ 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050094
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　柔道場用 高さ３００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００
ｍ２ 材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 柔道場　Ｈ３００ｍｍ程度 ｍ２ 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050098
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　柔道場用 高さ５００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００
ｍ２ 材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 柔道場　Ｈ５００ｍｍ程度 ｍ２ 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050102
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　柔道場用 高さ７００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００
ｍ２ 材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 柔道場　Ｈ７００ｍｍ程度 ｍ２ 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050114
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　剣道場用 高さ３００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００
ｍ２ 材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 剣道場　Ｈ３００ｍｍ程度 ｍ２ 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050118
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　剣道場用 高さ５００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００
ｍ２ 材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 剣道場　Ｈ５００ｍｍ程度 ｍ２ 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（軽量鉄骨下地・床） 9333050122
金属工事 軽量鉄骨下地（床） 軽量鉄骨床下地　剣道場用 高さ７００ｍｍ程度　組床式・置床式 施工規模１，０００
ｍ２ 材工共

体育館用軽量鉄骨床下地（材工） 剣道場　Ｈ７００ｍｍ程度 ｍ２ 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333200002
金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 階段すべり止め金具 ステンレス　Ｗ＝３５ｍｍ　ゴム入り　直張りタイプ 施
工規模５０ｍ 材工共

階段すべり止め金具（材工） ステンレス　Ｗ３５ｍｍ　ゴム入 ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333200004
金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 階段すべり止め金具 真ちゅう　Ｗ＝３５ｍｍ　ゴム入り　直張りタイプ 施工
規模５０ｍ 材工共

階段すべり止め金具（材工） 真ちゅう　Ｗ３５ｍｍ　ゴム入 ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333200006
金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 階段すべり止め金具 アルミ　Ｗ＝３５ｍｍ　ゴム入り　直張りタイプ 施工規
模５０ｍ 材工共

階段すべり止め金具（材工） アルミ　Ｗ３５ｍｍ　ゴム入 ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333210002
金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 目地金物 真ちゅう　幅３ｍｍ×高１２ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 施工規模５０
ｍ 材工共

目地金物（材工） 真ちゅう　３×１２×１８２０ ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333210004
金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 目地金物 ステンレス　幅３ｍｍ×高１２ｍｍ×長１，８２０ｍｍ 施工規模５
０ｍ 材工共

目地金物（材工） ステンレス　３×１２×１８２０ ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333220002 金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 コーナービード 真ちゅう　長１，８２０ｍｍ 施工規模－ 材工共 コーナービード（材工） 真ちゅう　１８２０ｍｍ 本 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333230002 金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 屋上丸環 亜鉛めっき　φ１９ｍｍ　内径１００ｍｍ 施工規模－ 材工共 屋上丸環（材工） 亜鉛めっき　径１９　内径１００ 箇所 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333230004 金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 屋上丸環 ステンレス　φ１９ｍｍ　内径１００ｍｍ 施工規模－ 材工共 屋上丸環（材工） ステンレス　径１９　内径１００ 箇所 999 × ○ 9333 金属工事

4019 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

金属工事（タラップ，雑工事） 9333230006 金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 屋上丸環 ステンレス　だ円　（国土交通省型） 施工規模－ 材工共 屋上丸環（材工） ステンレス　だ円　国土交通省型 箇所 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333240002 金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 タラップ スチール　φ１９ｍｍ　Ｗ＝４００ｍｍ 施工規模－ 材工共 タラップ（材工） スチール　径１９×Ｗ４００ 箇所 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333240004 金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 タラップ ステンレス　φ１９ｍｍ　Ｗ＝４００ｍｍ 施工規模－ 材工共 タラップ（材工） ステンレス　径１９×Ｗ４００ 箇所 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333240006 金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 タラップ ステンレス　φ２２ｍｍ　Ｗ＝４００ｍｍ 施工規模－ 材工共 タラップ（材工） ステンレス　径２２×Ｗ４００ 箇所 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333270002
金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 ルーフドレン（縦型） 屋上用　差し込み式１００　アスファルト防水用 施工
規模－ 都市再生機構型ＡＥ－６０１ 材工共

ルーフドレン（材工） 縦型　屋上用　差し込み式１００ 箇所 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333280002
金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 フロアドレン（縦型） 廊下，踊り場用　差し込み式７５　モルタル防水用 施
工規模－ 都市再生機構型ＡＥ－６０５ 材工共

フロアドレン（材工） 縦型　廊下用　差し込み式７５ 箇所 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333290002
金属工事（タラップ・雑工事） 雑金物 バルコニードレン（縦型） バルコニー中継用　１００　モルタル防水用 施工
規模－ 都市再生機構型ＡＥ－６０４ 材工共

バルコニードレン（材工） 縦型　バルコニー中継用　１００ 箇所 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260008
金属工事（タラップ・雑工事） 手すり 階段手すり スチール　めっき仕上げ　Ｈ＝８５０ｍｍ　φ４２．７ｍｍ　手す
り子φ２５ｍｍ　＠３００ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共

手すり（材工）階段 スチールメッキ　Ｈ８５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9333260002
金属工事（タラップ・雑工事） 手すり バルコニー手すり スチール　Ｈ＝１，１００ｍｍ　φ４２．７ｍｍ　手すり子
φ２５ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共

手すり（材工）バルコニー スチール　Ｈ１１００ ｍ 999 × ○ 9333 金属工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9347610010
金属工事（タラップ・雑工事） カーテンレール カーテンレール シングル　Ｃ型　ＳＵＳ　天井直付 施工規模１００
ｍ 材工共

カーテンレール取付け（材工） カーテンレール　シングル　Ｃ型 ｍ 999 × ○ 9347 内装工事

金属工事（タラップ，雑工事） 9347610020
金属工事（タラップ・雑工事） カーテンレール カーテンレール ダブル　Ｃ型　ＳＵＳ　天井直付 施工規模１００ｍ
材工共

カーテンレール取付け（材工） カーテンレール　ダブル　Ｃ型 ｍ 999 × ○ 9347 内装工事

左官工事 9335530002 左官工事 床 コンクリート面直均し 木ごて　２回 施工規模３００ｍ２ 手間のみ 床コンクリート面直均し（工） 木ごて２回 ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335530004 左官工事 床 コンクリート面直均し 木ごて　１回 施工規模３００ｍ２ 手間のみ 床コンクリート面直均し（工） 木ごて１回 ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335540004 左官工事 床 コンクリート面直均し仕上げ 木ごて 施工規模３００ｍ２ 手間のみ 床コンクリート面直均仕上げ・工 木ごて ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335040010 左官工事 床 防水剤入りモルタル塗り 厚３０ｍｍ　コンクリート下地 施工規模３００ｍ２ 材工共 床モルタル塗り（材工） 防水剤入り　Ｔ３０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335040016 左官工事 床 モルタル塗り はけ引き　厚３０ｍｍ　コンクリート下地 施工規模３００ｍ２ 材工共 床モルタル塗り（材工） はけ引き　Ｔ３０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335630002 左官工事 床 セルフレベリング 厚１０ｍｍ　コンクリート下地　せっこう系 施工規模３００ｍ２ 材工共 セルフレベリング（材工） Ｔ１０ｍｍ　せっこう系 ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335630004 左官工事 床 セルフレベリング 厚１０ｍｍ　コンクリート下地　セメント系 施工規模３００ｍ２ 材工共 セルフレベリング（材工） Ｔ１０ｍｍセメント系規模３００ ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事
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左官工事 9335030004 左官工事 床 硬質材入り直均し仕上げ 金ごて 施工規模３００ｍ２ 材工共 床硬質材入り直均し仕上げ・材工 金ごて ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335090002
左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 部分補修　コンクリート下地　不陸２．０ｍｍ以内　目地廻り別途 施工規模
－ 材工共

壁コンクリ打放し面補修（材工） 部分補修　不陸２ｍｍ以内 ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335090012
左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 全面補修　コンクリート下地　吹付け下地用　目地廻り別途 施工規模－ 材工
共

壁コンクリ打放し面補修（材工） 全面補修　吹付け下地用 ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335090010
左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 全面補修　コンクリート下地　ペンキ下地用　目地廻り別途 施工規模－ 材工
共

壁コンクリ打放し面補修（材工） 全面補修　ペンキ下地用 ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335090006 左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 化粧目地補修　コンクリート下地　目地幅１５～３０ｍｍ 施工規模－ 材工共 壁コンクリ打放し面補修（材工） 化粧目地補修　幅１５～３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335090008 左官工事 壁 コンクリート打放し面補修 窓回り補修　コンクリート下地 施工規模－ 材工共 壁コンクリ打放し面補修（材工） 窓回り補修 ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335100026 左官工事 壁 モルタル塗り 金ごて　厚１５ｍｍ　軽量気泡コンクリート（ＡＬＣ）下地 施工規模３００ｍ２ 材工共 壁モルタル塗り（材工） 金ごて　Ｔ１５　ＡＬＣ下地 ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335100028 左官工事 壁 モルタル塗り はけ引き　厚２０ｍｍ　コンクリート下地 施工規模３００ｍ２ 材工共 壁モルタル塗り（材工） はけ引き　Ｔ２０　コンクリート ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335190012 左官工事 壁 立上り防水下地モルタル塗り 厚２０ｍｍ　Ｈ＝３００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－ 材工共 壁下地モルタル塗り（材工） 立上り　防水下地　Ｔ２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335190014 左官工事 壁 立上り入隅Ｒ取りモルタル 防水下地 施工規模－ 材工共 壁下地モルタル塗り（材工） 立上り　入隅Ｒ取りモルタル ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335300002
左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 屋根防水剤入りモルタル塗り 厚３０ｍｍ　コンクリート下地 施工規模３００ｍ２ 材
工共

屋根モルタル塗り（材工） 防水剤入り　Ｔ３０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335310004 左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 水切りモルタル塗り 金ごて　糸幅３００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－ 材工共 水切モルタル塗り（材工） 金ごて　糸幅３００ｍｍ ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335320002
左官工事 屋根・笠木・窓台ほか バルコニー溝防水モルタル塗り 金ごて　糸幅１００ｍｍ　コンクリート下地 施工規
模－ 材工共

バルコニー溝防水モルタル・材工 金ごて　糸幅１００ｍｍ ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335320004
左官工事 屋根・笠木・窓台ほか バルコニー溝防水モルタル塗り 金ごて　糸幅２００ｍｍ　コンクリート下地 施工規
模－ 材工共

バルコニー溝防水モルタル・材工 金ごて　糸幅２００ｍｍ ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335330002
左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 笠木モルタル塗り 金ごて　糸幅１５０ｍｍ～２００ｍｍ　コンクリート下地 施工規
模－ 材工共

笠木モルタル塗り（材工） 金ごて　糸幅１５０～２００ｍｍ ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335330010
左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 笠木モルタル塗り 金ごて　糸幅２００ｍｍ～２５０ｍｍ　コンクリート下地 施工規
模－ 材工共

笠木モルタル塗り（材工） 金ごて　糸幅２００～２５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335330006
左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 笠木モルタル塗り 金ごて　糸幅２５０ｍｍ～３００ｍｍ　コンクリート下地 施工規
模－ 材工共

笠木モルタル塗り（材工） 金ごて　糸幅２５０～３００ｍｍ ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335330012
左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 笠木モルタル塗り 金ごて　糸幅３００ｍｍ～４００ｍｍ　コンクリート下地 施工規
模－ 材工共

笠木モルタル塗り（材工） 金ごて　糸幅３００～４００ｍｍ ｍ 999 × ○ 9335 左官工事
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左官工事 9335350004 左官工事 屋根・笠木・窓台ほか 窓台モルタル塗り 金ごて　糸幅２００ｍｍ　コンクリート下地 施工規模－ 材工共 窓台モルタル塗り（材工） 金ごて　糸幅２００ｍｍ ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335410002 左官工事 階段室 ボーダーモルタル塗り 金ごて　糸幅１００ｍｍ　コンクリート下地　壁付き 施工規模－ 材工共 階段ボーダーモルタル塗り・材工 金ごて　糸幅１００ｍｍ ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335410004
左官工事 階段室 ボーダーモルタル塗り 金ごて　糸幅１５０ｍｍ　コンクリート下地　ささらげた（小口） 施工規模
－ 材工共

階段ボーダーモルタル塗り・材工 金ごて　糸幅１５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335400010 左官工事 階段室 手すり壁モルタル塗り 施工規模－ 材工共 階段モルタル塗り（材工） 手すり壁塗り ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335450002 左官工事 目地入れ・その他 コーキング用目地入れ 幅１０ｍｍ 施工規模－ 材工共 コーキング目地入れ（材工） Ｗ１０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335460002 左官工事 目地入れ・その他 木製目地入れ 幅１０ｍｍ 施工規模－ 材工共 木製目地入れ（材工） Ｗ１０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335480002 左官工事 目地入れ・その他 犬走りモルタル塗り 金ごて　厚３０ｍｍ 施工規模－ 材工共 犬走りモルタル塗り（材工） 金ごて　Ｔ３０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335500002 左官工事 目地入れ・その他 コンクリート面サンダー掛け 施工規模－ 材工共 コンクリ面サンダー掛け（材工） １ｍ２当たり ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335570002 左官工事 目地入れ・その他 開口部額縁モルタル 糸幅　５０ｍｍ～１５０ｍｍ 施工規模－ 材工共 開口部額縁モルタル塗り（材工） 糸幅５０～１５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事 9335580002 左官工事 目地入れ・その他 出隅・入隅補修 施工規模－ 材工共 出隅・入隅補修（材工） １ｍ当たり ｍ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事【公表価格】 9335650006 左官工事 東邦スカイモルα 厚４０ｍｍ　コロニアル・シングル下地 施工規模５００ｍ２ 材工共 東邦レオ モルタル塗り（材工） 東邦スカイモルα　コロニアル ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

左官工事【公表価格】 9335510002 左官工事 クイックセラミックフロー 厚１０ｍｍ 施工規模５００ｍ２ 材工共 宇部興産建材 セルフレベリング仕上げ（材工） クイックセラミックフロー ｍ２ 999 × ○ 9335 左官工事

吹付工事 9337010030 吹付工事 素地調整 セメント系下地調整塗材：ＣＭ－２　こて塗り 下地　コンクリート 施工規模３００ｍ２ 材工共 吹付け素地調整（材工） セメント系　ＣＭ－２　こて塗り ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事 9337010010 吹付工事 素地調整 合成樹脂エマルションパテ 下地　せっこうボード・その他ボード 施工規模３００ｍ２ 材工共 吹付け素地調整（材工） 合成樹脂エマルションパテ ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事 9337010034 吹付工事 素地調整 エポキシ樹脂ワニス 下地　押出成形セメント板 施工規模３００ｍ２ 材工共 吹付け素地調整（材工） エポキシ樹脂ワニス ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事 9337020044
吹付工事 薄付け仕上塗材仕上げ 外装薄塗材Ｅ（スキン） 着色骨材砂壁状　主材塗２ 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ
６９０９ 材工共

薄付け仕上塗材（材工） 外装　Ｅ　スキン ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事 9337020024
吹付工事 薄付け仕上塗材仕上げ 外装薄塗材Ｓｉ（シリカリシン） 砂壁状　主材塗２ 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ
６９０９ 材工共

薄付け仕上塗材（材工） 外装　Ｓｉ　シリカリシン ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事 9337030050
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ） 吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２
水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシー
ラー 材工共

厚付け仕上塗材（材工） 外装　Ｃ　吹付け　アクリル ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事
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吹付工事 9337030054
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ） 凸部処理　下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処
理・上塗２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマ
ルションシーラー 材工共

厚付け仕上塗材（材工） 外装　Ｃ　凸部処理　アクリル ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事 9337030010
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 内装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ） 吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１ 施工規模
３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

厚付け仕上塗材（材工） 内装　Ｃ　吹付け　下塗１ ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事 9337030014
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 内装厚塗材Ｃ（セメントスタッコ） 凸部処理　下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処
理 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

厚付け仕上塗材（材工） 内装　Ｃ　凸部処理　下塗１ ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事 9337030062
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ） 吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１・上塗２　水系
アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー
材工共

厚付け仕上塗材（材工） 外装　Ｅ　吹付け　アクリル ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事 9337030066
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 外装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ） 凸部処理　下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理・
上塗２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマル
ションシーラー 材工共

厚付け仕上塗材（材工） 外装　Ｅ　凸部処理　アクリル ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事 9337030042
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 内装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ） 吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗１ 施工規模３０
０ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

厚付け仕上塗材（材工） 内装　Ｅ　吹付け　下塗１ ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事 9337030046
吹付工事 厚付け仕上塗材仕上げ 内装厚塗材Ｅ（樹脂スタッコ） 凸部処理　下塗１・基層塗１・模様塗１・凸部処理
施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

厚付け仕上塗材（材工） 内装　Ｅ　凸部処理　下塗１ ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事 9337040090
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル） 凹凸状　吹付け　下塗１・基層塗１・模様塗
１・上塗２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下塗りは，合成樹脂エマ
ルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 複層ＣＥ　凹凸状　アクリル ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事 9337040102
吹付工事 複層仕上塗材仕上げ 可とう形複層塗材ＣＥ（セメント系吹付けタイル：可とう形） 凹凸状　吹付け　下塗
１・基層塗１・模様塗１・上塗２　水系アクリルつやあり 施工規模３００ｍ２ ＪＩＳ　Ａ　６９０９ 規格仕様中の下
塗りは，合成樹脂エマルションシーラー 材工共

複層仕上塗材（材工） 可とうＣＥ　凹凸状　アクリル ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事 9345310002 吹付工事 マスチック塗材仕上げ ＭＲ－Ａ（内外装用） 凹凸状　ローラー塗　主材 施工規模３００ｍ２ 材工共 マスチック塗材（材工） ＭＲ－Ａ　内外装用　凹凸状 ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

吹付工事 9345310006
吹付工事 マスチック塗材仕上げ ＭＲ－ＡＥ（内外装用） 凹凸状　ローラー塗　主材・仕上１・仕上２ 施工規模３０
０ｍ２ 材工共

マスチック塗材（材工） ＭＲ－ＡＥ　内外装用　凹凸状 ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

吹付工事【公表価格】 9337180008
吹付工事 反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上げ（複層塗材ＲＥ） ボンフロンＨＢＰ－ＳＲ 外装 複層仕上塗
材ＲＥ・低汚染型ふっ素仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック

ふっ素樹脂仕上塗材（材工） ボンフロンＨＢＰ－ＳＲ ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150136
吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ボンフロン弾性ＨＢ－ＳＲ 外装 防水形複層仕上塗材Ｅ・低汚染型ふっ素
仕上げ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ＡＧＣコーテック

防水形複層仕上塗材（材工） ボンフロン弾性ＨＢ－ＳＲ ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337150066
吹付工事 複層仕上げ（防水形複層塗材Ｅ） ダイヤスーパーダンセイマウント 内外装 高弾性アクリルゴム系Ｍ工法
パーマルウレタン仕上げ 施工規模５００ｍ２ 材工共 ダイフレックス

防水形複層仕上塗材（材工） ダイヤスーパーダンセイマウント ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337160044
吹付工事 パラトーンＳ－Ｓｉ工法 外装 アクリルゴム系防水＋トップコート（シリコン系）　スチップル模様 施工規
模３００ｍ２ 材工共 大関化学工業

複層弾性仕上塗材（材工） パラトーンＳ－Ｓｉ工法 ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337050008
吹付工事 ランデックスコートＰ－５０００ 水性無機質仕上材　上塗り２回　プライマー込み 施工規模１，０００ｍ２
材工共 大日技研工業

仕上材塗り（材工） ランデックスコートＰ－５０００ ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337050022
吹付工事 ランデックスコートＰ－５０００ＮＴ 水性無機質仕上材　上塗り２回　プライマー込み 施工規模１，０００
ｍ２ 材工共 大日技研工業

仕上材塗り（材工） ランデックスＰ－５０００ＮＴ ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337170002
吹付工事 ランデックスコートＷＳ疎水剤 内装 透明・半透明カラー　コンクリート打放し保護材　Ａ工法　２回塗り
施工規模１，０００ｍ２ 材工共 大日技研工業

コンクリート打放し保護材・材工 ランデックスコートＷＳ疎水剤Ａ ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事
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吹付工事【公表価格】 9337170004
吹付工事 ランデックスコートＷＳ疎水剤 外装 透明・半透明カラー　コンクリート打放し保護材　Ｂ工法　３回塗りプ
ライマー込み 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 大日技研工業

コンクリート打放し保護材・材工 ランデックスコートＷＳ疎水剤Ｂ ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337230002
吹付工事 ダイステンダー２０００ 内外装 打放しコンクリート仕上げ用　透湿撥水アクリルシリコン系クリヤー 施工
規模６００ｍ２ 材工共 タウンアート

透湿撥水性仕上塗材（材工） ダイステンダー　２０００ ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337230004
吹付工事 ダイステンダー３０００ 内外装 打放しコンクリート仕上げ用　透湿撥水ふっ素系クリヤー 施工規模６００
ｍ２ 材工共 タウンアート

透湿撥水性仕上塗材（材工） ダイステンダー　３０００ ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337050016 吹付工事 アドグラみかげ コテ塗りみかげ石　バーナー仕上げ 施工規模１００ｍ２ 材工共 アイワテック 仕上材塗り（材工） アドグラみかげ　バーナー仕上げ ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337050018 吹付工事 アドグラライム コテ塗りライムストーン　平滑仕上げ 施工規模１００ｍ２ 材工共 アイワテック 仕上材塗り（材工） アドグラライム　平滑仕上げ ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

吹付工事【公表価格】 9337050020 吹付工事 アドグラランダム コテ塗りライムストーン　乱貼仕上げ 施工規模１００ｍ２ 材工共 アイワテック 仕上材塗り（材工） アドグラランダム　乱貼仕上げ ｍ２ 999 × ○ 9337 吹付工事

金属製建具工事 9341010002
金属製建具工事 スチール製建具 両面フラッシュドア 片開き　枠見込１００程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ
２ 手間のみ

スチールフラッシュドア（工） 両面　片開き　１．８ｍ２基準 ｍ２ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341020002
金属製建具工事 スチール製建具 アングルドア 片開き　枠見込１００程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間
のみ

スチールアングルドア（工） 片開き　１．８ｍ２基準 ｍ２ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341030002
金属製建具工事 スチール製建具 防火扉 片開きフラッシュ　枠見込１００程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２
手間のみ

スチール防火扉（工） 片開きフラッシュ１．８ｍ２基準 ｍ２ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341040002
金属製建具工事 スチール製建具 防音扉 片開き　枠見込１２０程度　グレモンハンドル式　１．８ｍ２基準 施工規模
２００ｍ２ 手間のみ

スチール防音扉（工） 片開き　１．８ｍ２基準 ｍ２ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341050002
金属製建具工事 スチール製建具 軽量ドア 片開きフラッシュ　枠見込１００程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ
２ 手間のみ

スチール軽量ドア（工） 片開きフラッシュ１．８ｍ２基準 ｍ２ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341100002
金属製建具工事 スチール製建具 固定ガラリ 枠見込１００程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手
間のみ

固定ガラリ（工） 枠見込１００～３．１５ｍ２基準 ｍ２ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341110008 金属製建具工事 スチール製建具 三方枠 枠見込１００　１．８ｍ２基準 施工規模－ 手間のみ 三方枠（工） 枠見込１００　１．８ｍ２基準 ｍ２ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341120002 金属製建具工事 スチール製建具 カーテンボックス １００～１５０ｍｍ 施工規模－ 手間のみ カーテンボックス（工） １００～１５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341130002 金属製建具工事 スチール製建具 アングル スチール製 施工規模－ 手間のみ アングル（工） スチール製 ｍ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341140002 金属製建具工事 スチール製建具 ぜん板 スチール製　１００ｍｍ以下 施工規模－ 手間のみ ぜん板（工） スチール製　１００ｍｍ以下 ｍ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341150002 金属製建具工事 スチール製建具 額縁 スチール製　１００ｍｍ以下 施工規模－ 手間のみ 額縁（工） スチール製　１００ｍｍ以下 ｍ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341160002 金属製建具工事 スチール製建具 二段水切り スチール製　１２０ｍｍ以下 施工規模－ 手間のみ 二段水切り（工） スチール製　１２０ｍｍ以下 ｍ 999 × ○ 9341 金属製建具工事
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金属製建具工事 9341060002
金属製建具工事 アルミ製建具 フラッシュドア 片開き　枠見込７０程度　１．８ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間の
み

アルミフラッシュドア（工） 片開き　１．８ｍ２基準 ｍ２ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341090002
金属製建具工事 アルミ製建具 アルミサッシ 引違い窓　枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２０
０ｍ２ 手間のみ

アルミサッシ（工） 引違い窓　～３．１５ｍ２基準 ｍ２ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341090004
金属製建具工事 アルミ製建具 アルミサッシ 回転窓　枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００
ｍ２ 手間のみ

アルミサッシ（工） 回転窓　～３．１５ｍ２基準 ｍ２ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341090008
金属製建具工事 アルミ製建具 アルミサッシ はめ殺し窓　枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２
００ｍ２ 手間のみ

アルミサッシ（工） はめ殺し窓　～３．１５ｍ２基準 ｍ２ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341100004
金属製建具工事 アルミ製建具 固定ガラリ 枠見込７０程度　１．６２～３．１５ｍ２基準 施工規模２００ｍ２ 手間の
み

固定ガラリ（工） 枠見込７０　～３．１５ｍ２基準 ｍ２ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341170006 金属製建具工事 アルミ製建具 網戸 １．６２ｍ２基準 施工規模２００枚 現場レール付けは別途 手間のみ 網戸（工） １．６２ｍ２基準　規模２００ 枚 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341130004 金属製建具工事 アルミ製建具 アングル アルミ製 施工規模－ 手間のみ アングル（工） アルミ製 ｍ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341140004 金属製建具工事 アルミ製建具 ぜん板 アルミ製　１００ｍｍ以下 施工規模－ 手間のみ ぜん板（工） アルミ製　１００ｍｍ以下 ｍ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341150004 金属製建具工事 アルミ製建具 額縁 アルミ製　１００ｍｍ以下 施工規模－ 手間のみ 額縁（工） アルミ製　１００ｍｍ以下 ｍ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341160004 金属製建具工事 アルミ製建具 二段水切り アルミ製　１２０ｍｍ以下 施工規模－ 手間のみ 二段水切り（工） アルミ製　１２０ｍｍ以下 ｍ 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341180002 金属製建具工事 特殊金物 ドアクローザ 施工規模－ 手間のみ ドアクローザ（工） １箇所当たり 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341190002 金属製建具工事 特殊金物 フロアヒンジ 施工規模－ 手間のみ フロアヒンジ（工） １箇所当たり 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341200002 金属製建具工事 特殊金物 ピボットヒンジ 施工規模－ 手間のみ ピボットヒンジ（工） １箇所当たり 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

金属製建具工事 9341210002 金属製建具工事 特殊金物 押板 施工規模－ 手間のみ 押板（工） １箇所当たり 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

木製建具工事 9339010098
木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア ラワン合板　幅９００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施工
規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　片開き ラワン　Ｗ９００×Ｈ２０００ 箇所 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010100
木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア しな合板　幅９００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施工規
模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　片開き しな　Ｗ９００×Ｈ２０００ 箇所 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010102
木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア プリント合板　幅９００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施
工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　片開き プリント　Ｗ９００×Ｈ２０００ 箇所 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010104
木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア ポリエステル合板　幅９００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６
施工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　片開き ポリエステルＷ９００Ｈ２０００ 箇所 999 × ○ 9339 木製建具工事
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木製建具工事 9339010106
木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア メラミン化粧合板　幅９００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６
施工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　片開き メラミンＷ９００×Ｈ２０００ 箇所 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010108
木製建具工事 フラッシュドア 片開きフラッシュドア 練付け合板（ローズウッド）　幅９００ｍｍ×高２，０００ｍｍ
見込３６ 施工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　片開き 練付け　Ｗ９００×Ｈ２０００ 箇所 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010134
木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア ラワン合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６
施工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　引違い ラワン　Ｗ１８００×Ｈ２０００ 箇所 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010136
木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア しな合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６ 施
工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　引違い しな　Ｗ１８００×Ｈ２０００ 箇所 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010138
木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア プリント合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込３６
施工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　引違い プリントＷ１８００×Ｈ２０００ 箇所 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010140
木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア ポリエステル合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込
３６ 施工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　引違い ポリ　Ｗ１８００×Ｈ２０００ 箇所 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010142
木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア メラミン化粧合板　幅１，８００ｍｍ×高２，０００ｍｍ　見込
３６ 施工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　引違い メラミンＷ１８００×Ｈ２０００ 箇所 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339010144
木製建具工事 フラッシュドア 引違いフラッシュドア 練付け合板（ローズウッド）　幅１，８００ｍｍ×高２，０００
ｍｍ　見込３６ 施工規模１０箇所 材工共

フラッシュドア（材工）　引違い 練付け　Ｗ１８００×Ｈ２０００ 箇所 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339060002 木製建具工事 特殊金物 ドアクローザ 手間のみ 施工規模３０箇所 手間のみ ドアクローザ（工） 手間のみ　施工規模３０ 箇所 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339070002 木製建具工事 特殊金物 フロアヒンジ 手間のみ 施工規模１０箇所 手間のみ フロアヒンジ（工） 手間のみ　施工規模１０ 箇所 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339080002 木製建具工事 特殊金物 ピボットヒンジ 手間のみ 施工規模３０箇所 手間のみ ピボットヒンジ（工） 手間のみ　施工規模３０ 箇所 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100002
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　両面鳥の子　カシュー
又は目はじき 施工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共

ふすま（材工）一般集合住宅 両面鳥の子　カシュー 枚 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100004
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 一般集合住宅ふすま 幅９２０ｍｍ×高１，８１５ｍｍ　片面鳥の子　カシュー
又は目はじき 施工規模５０枚 鳥の子は機械すき 材工共

ふすま（材工）一般集合住宅 片面鳥の子　カシュー 枚 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100060
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公団住宅賃貸ふすま 幅９３０ｍｍ×高１，８５０ｍｍ　両面新鳥の子（押入も
同じ）　標準 施工規模５０枚 縁　塩ビ製うるしつや消し　引手　プラスチック製　芯材　ダンボール 材工共

ふすま（材工）公団住宅賃貸 両面新鳥の子　標準 枚 999 × ○ 9339 木製建具工事

木製建具工事 9339100062
木製建具工事 ふすま（在来和ぶすま） 公団住宅賃貸ふすま 幅９３０ｍｍ×高１，８５０ｍｍ　片面新鳥の子　片面ビ
ニル紙　標準 施工規模５０枚 縁　塩ビ製うるしつや消し　引手　プラスチック製　芯材　ダンボール 材工共

ふすま（材工）公団住宅賃貸 片面新鳥の子　標準 枚 999 × ○ 9339 木製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230060
自動扉工事 テラオカ ＳＯＶ－１００Ｋ 片引 中量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 寺岡オートド
ア

自動扉（材工）上部センサー片引 テラオカ　ＳＯＶ－１００Ｋ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230064
自動扉工事 テラオカ ＳＯＶ－２００Ｋ 引分 中量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 寺岡オートド
ア

自動扉（材工）上部センサー引分 テラオカ　ＳＯＶ－２００Ｋ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230294
自動扉工事 ショウワオート ＥＲＳ－７００Ｓ 片引 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 昭和
オート

自動扉（材工）上部センサー片引 ショウワオート　ＥＲＳ７００Ｓ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事
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自動扉工事【公表価格】 9341230296
自動扉工事 ショウワオート ＥＲＳ－７５０Ｓ 片引 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 昭和
オート

自動扉（材工）上部センサー片引 ショウワオート　ＥＲＳ７５０Ｓ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230298
自動扉工事 ショウワオート ＥＲＳ－７００ＳＷ 引分 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 昭和
オート

自動扉（材工）上部センサー引分 ショウワオートＥＲＳ７００ＳＷ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230300
自動扉工事 ショウワオート ＥＲＳ－７５０ＳＷ 引分 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 昭和
オート

自動扉（材工）上部センサー引分 ショウワオートＥＲＳ７５０ＳＷ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230338 自動扉工事 ドリーム ＤＣ－５－ＳＩ 片引 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 扶桑電機工業 自動扉（材工）上部センサー片引 ドリーム　ＤＣ－５－ＳＩ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230188 自動扉工事 ドリーム ＤＣ－４－ＳＩ 片引 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 扶桑電機工業 自動扉（材工）上部センサー片引 ドリーム　ＤＣ－４－ＳＩ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230340 自動扉工事 ドリーム ＤＣ－５－ＳＳＩ 引分 軽量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 扶桑電機工業 自動扉（材工）上部センサー引分 ドリーム　ＤＣ－５－ＳＳＩ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

自動扉工事【公表価格】 9341230192 自動扉工事 ドリーム ＤＣ－４－ＳＳＩ 引分 重量 スイッチ方式：上部センサー 材工共（ガラス別途） 扶桑電機工業 自動扉（材工）上部センサー引分 ドリーム　ＤＣ－４－ＳＳＩ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240104
シャッター工事 重量シャッター 防煙シャッター 幅３，０００×高２，５００ｍｍ　電動式　三方ステンレス 施工規
模５箇所 煙感連動 材工共

シャッター（材工）防煙 ３０００×２５００　電動式 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240106
シャッター工事 重量シャッター 防煙シャッター 幅３，０００×高２，５００ｍｍ　上部手動式　三方ステンレス 施
工規模５箇所 煙感連動 材工共

シャッター（材工）防煙 ３０００×２５００　上部手動 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240112
シャッター工事 重量シャッター 防火シャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ　電動式　三方ステンレス 施工規
模５箇所 煙感連動 材工共

シャッター（材工）防火 ４５００×３０００　電動式 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240114
シャッター工事 重量シャッター 防火シャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ　上部手動式　三方ステンレス 施
工規模５箇所 煙感連動 材工共

シャッター（材工）防火 ４５００×３０００　上部手動 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240120
シャッター工事 重量シャッター スチールシャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ　電動式　三方ステンレス 施
工規模５箇所 材工共

シャッター（材工）スチール ４５００×３０００　電動式 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240124
シャッター工事 重量シャッター 大型スチールシャッター 幅１２，０００×高５，０００ｍｍ　電動式 施工規模５箇
所 材工共

シャッター（材工）大型スチール １２０００×５０００　電動式 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240126
シャッター工事 重量シャッター ステンレスシャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ　電動式　三方ステンレス
（ケースはＳＴ） 施工規模５箇所 材工共

シャッター（材工）ステンレス ４５００×３０００　電動式 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240130
シャッター工事 重量シャッター スチールグリルシャッター 幅４，５００×高３，０００ｍｍ　電動式 施工規模５箇
所 材工共

シャッター材工　スチールグリル ４５００×３０００　電動式 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240134
シャッター工事 重量シャッター ステンレスグリルシャッター 幅４，０００×高３，０００ｍｍ　電動式　三方ステン
レス（ケースはＳＴ） 施工規模５箇所 材工共

シャッター材工ステンレスグリル ４０００×３０００　電動式 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240138
シャッター工事 軽量シャッター 軽量シャッター 幅２，５００×高２，５００ｍｍ×０．８ｍｍ　スチールケース３面
施工規模５箇所 コンクリート施工 材工共

シャッター材工　軽量０．８ｍｍ ２５００×２５００ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240146
シャッター工事 軽量シャッター スチールグリルシャッター 幅２，５００×高２，５００ｍｍ　スチールケース３面
施工規模５箇所 コンクリート施工 材工共

シャッター材工　軽量ＳＴグリル ２５００×２５００ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事
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シャッター工事 9341240148
シャッター工事 軽量シャッター ステンレスグリルシャッター 幅２，５００×高２，５００ｍｍ　スチールケース３面
三方ステンレス 施工規模５箇所 コンクリート施工 材工共

シャッター材工軽量ＳＵＳグリル ２５００×２５００ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341240150
シャッター工事 軽量シャッター 軽量電動シャッター 幅４，０００×高２，５００ｍｍ×０．８ｍｍ 施工規模５箇所
コンクリート施工 材工共

シャッター材工　軽量電動０．８ ４０００×２５００ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341250026
シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） スチールオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００
ｍｍ　スタンダード型　０．５ｍｍ　明り窓（アクリル３ｍｍ）４個付き 施工規模５箇所 材工共

オーバーヘッドドア（材工） スチール　４０００×３０００ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341250028
シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００ｍ
ｍ　スタンダード型　０．５ｍｍ　明り窓（アクリル３ｍｍ）４個付き 施工規模５箇所 材工共

オーバーヘッドドア材工　アルミ ４０００×３０００　明り窓付き 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341250036
シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） ファイバーグラスオーバーヘッドドア 幅４，０００×高
３，０００ｍｍ　スタンダード型　ステンレスレール　レール枠 施工規模５箇所 材工共

オーバーヘッドドア（材工） ファイバーＧ４０００×３０００ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341250038
シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） コマーシャルオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０
００ｍｍ　スタンダード型　ステンレスレール　レール枠 施工規模５箇所 材工共

オーバーヘッドドア（材工） コマーシャル４０００×３０００ 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

シャッター工事 9341250040
シャッター工事 オーバーヘッドドア（耐風圧７５０Ｐａ） アルミオーバーヘッドドア 幅４，０００×高３，０００ｍ
ｍ　スタンダード型　チェーンホイスト式 施工規模５箇所 材工共

オーバーヘッドドア材工　アルミ ４０００×３０００　ホイスト式 箇所 999 × ○ 9341 金属製建具工事

ガラス工事 9343010002 ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ３ １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共 フロート板ガラス（材工） ＦＬ３　～２．１８ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343010016 ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ８ １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共 フロート板ガラス（材工） ＦＬ８　～２．１８ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343010018 ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ８ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共 フロート板ガラス（材工） ＦＬ８　～４．４５ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343010024 ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ１０ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共 フロート板ガラス（材工） ＦＬ１０　～４．４５ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343010026 ガラス工事 一般板ガラス フロート板ガラス ＦＬ１０ １枚面積規模　４．４５１～６．８１ｍ２ 材工共 フロート板ガラス（材工） ＦＬ１０　～６．８１ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343030004 ガラス工事 一般板ガラス 網入型板ガラス ＦＷ６．８クロスワイヤ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２ 材工共 網入型板ガラス（材工） ＦＷ６．８　～４．４５ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343040004
ガラス工事 一般板ガラス 網入磨き板ガラス ＰＷ６．８クロスワイヤ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ２ 材工
共

網入磨き板ガラス（材工） ＰＷ６．８　～４．４５ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343050004 ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ　ＦＬ５ １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共 熱線吸収板ガラス（材工） Ｇ・Ｂ　ＦＬ５　～２．１８ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343050008 ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ　ＦＬ６ １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共 熱線吸収板ガラス（材工） Ｇ・Ｂ　ＦＬ６　～２．１８ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343050012 ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ　ＦＬ８ １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共 熱線吸収板ガラス（材工） Ｇ・Ｂ　ＦＬ８　～２．１８ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343050014
ガラス工事 一般板ガラス 熱線吸収板ガラス（フロート板） Ｇ・Ｂ　ＦＬ８ １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ
２ 材工共

熱線吸収板ガラス（材工） Ｇ・Ｂ　ＦＬ８　～４．４５ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事
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ガラス工事 9343080002 ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ６　片面反射 １枚面積規模　～２．１８ｍ２ 材工共 熱線反射ガラス（材工） ＦＬ６　～２．１８ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080008
ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ８　片面反射 １枚面積規模　２．１８１～４．４５ｍ
２ 材工共

熱線反射ガラス（材工） ＦＬ８　～４．４５ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343080014
ガラス工事 一般板ガラス 熱線反射ガラス（フロート板） ＦＬ１０　片面反射 １枚面積規模　２．１８１～４．４５
ｍ２ 材工共

熱線反射ガラス（材工） ＦＬ１０　～４．４５ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343100096 ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ４（学校向け） １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材工共 強化ガラス（材工） ＦＬ４（学校向け）　～２ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343100048 ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ５ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材工共 強化ガラス（材工） ＦＬ５　～２ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343100052 ガラス工事 加工ガラス 強化ガラス ＦＬ６ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材工共 強化ガラス（材工） ＦＬ６　～２ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343090084 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ３・ＦＬ３ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材工共 合わせガラス（材工） ＦＬ３・ＦＬ３　～２ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343090090 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ５・ＦＬ５ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材工共 合わせガラス（材工） ＦＬ５・ＦＬ５　～２ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343090096 ガラス工事 加工ガラス 合わせガラス ＦＬ３・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３ １枚面積規模　０．２０１～２．０ｍ２ 材工共 合わせガラス（材工）　～２ｍ２ ＦＬ３・Ｇ・Ｂ・ＦＬ３ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110042 ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ３・Ａ６・ＦＬ３ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 複層ガラス（材工） ＦＬ３・Ａ６・ＦＬ３　～４ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110044 ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ５・Ａ６・ＦＬ５ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 複層ガラス（材工） ＦＬ５・Ａ６・ＦＬ５　～４ｍ２ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110052 ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ５・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 複層ガラス（材工）　～４ｍ２ ＦＬ５・Ａ６・Ｇ・Ｂ・ＦＬ５ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343110054 ガラス工事 加工ガラス 複層ガラス ＦＬ５・Ａ６・ＰＷ６．８ １枚面積規模　２．００１～４．０ｍ２ 材工共 複層ガラス（材工） ＦＬ５・Ａ６・ＰＷ６．８　～４ ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343180012
ガラス工事 補助材 シーリング（非硬化性） シリコーン系（２液）　５×５ シーリングは片面延べｍ当たりの価格で
ある　ゴンドラ施工の場合は別途割増しが必要である 材工共

シーリング（材工） シリコーン系（２液）　５×５ ｍ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343180014
ガラス工事 補助材 シーリング（非硬化性） シリコーン系（２液）　６×６ シーリングは片面延べｍ当たりの価格で
ある　ゴンドラ施工の場合は別途割増しが必要である 材工共

シーリング（材工） シリコーン系（２液）　６×６ ｍ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事 9343190002 ガラス工事 補助材 養生フィルム 材工共 養生フィルム（材工） 片面ｍ２当たり 片面ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343140018
ガラス工事 その他のガラス類 ワイヤーウェーブライト（網入波型ガラス） ７×７７０×９１０ｍｍ　大波平葺　０．
６２ｍ２／枚 施工規模１００ｍ２ 防錆処理費別途 材工共 日昌グラシス

網入波型ガラス（材工） ７×７７０×９１０　大波平葺 ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343140022
ガラス工事 その他のガラス類 ワイヤーウェーブライト（網入波型ガラス） ７×７７０×１，８２０ｍｍ　大波平葺
１．３０ｍ２／枚 施工規模１００ｍ２ 防錆処理費別途 材工共 日昌グラシス

網入波型ガラス（材工） ７×７７０×１８２０　大波平葺 ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事
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ガラス工事【公表価格】 9343140024
ガラス工事 その他のガラス類 ワイヤーウェーブライト（網入波型ガラス） ７×７７０×２，１２１ｍｍ　大波平葺
１．５４ｍ２／枚 施工規模１００ｍ２ 防錆処理費別途 材工共 日昌グラシス

網入波型ガラス（材工） ７×７７０×２１２１　大波平葺 ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343140028
ガラス工事 その他のガラス類 ワイヤーウェーブライト（網入波型ガラス） ７×７７０×１，８２０ｍｍ　大波　１．
４０ｍ２／枚 施工規模１００ｍ２ 防錆処理費別途　壁シール工法 材工共 日昌グラシス

網入波型ガラス（材工） ７×７７０×１８２０　大波 ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343131004
ガラス工事 その他のガラス類 プロフィリットガラス ７×２６２×３，０００ｍｍ（Ｕ７シングル） 施工規模１５０
ｍ２ サッシ枠別途 材工共 日昌グラシス

プロフィリットガラス（材工） ７×２６２×３０００　シングル ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343131002
ガラス工事 その他のガラス類 プロフィリットガラス ７×２６２×４，０００ｍｍ（Ｕ７ダブル） 施工規模１５０ｍ
２ サッシ枠別途 材工共 日昌グラシス

プロフィリットガラス（材工） ７×２６２×４０００　ダブル ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343130006
ガラス工事 その他のガラス類 ガラスブロック壁積み（平積み） １４５×１４５×９５ｍｍ　ベーシック（クリヤー）
４２個／ｍ２ 施工規模５ｍ２ サッシ枠，運搬及び諸経費別途 材工共 日本電気硝子

ガラスブロック壁積み（材工） １４５×１４５×９５ベーシック ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343130010
ガラス工事 その他のガラス類 ガラスブロック壁積み（平積み） １９０×１９０×９５ｍｍ　ベーシック（クリヤー）
２５個／ｍ２ 施工規模５ｍ２ サッシ枠，運搬及び諸経費別途 材工共 日本電気硝子

ガラスブロック壁積み（材工） １９０×１９０×９５ベーシック ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343130022
ガラス工事 その他のガラス類 ガラスブロック壁積み（平積み） ３００×３００×９８ｍｍ　ベーシック（クリヤー）
１０個／ｍ２ 施工規模５ｍ２ サッシ枠，運搬及び諸経費別途 材工共 日本電気硝子

ガラスブロック壁積み（材工） ３００×３００×９８ベーシック ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343130030
ガラス工事 その他のガラス類 ガラスブロック壁積み（平積み） １４５×１４５×９５ｍｍ　オパリーン（乳白色）
４２個／ｍ２ 施工規模５ｍ２ サッシ枠，運搬及び諸経費別途 材工共 日本電気硝子

ガラスブロック壁積み（材工） １４５×１４５×９５オパリーン ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343210014 ガラス工事 防煙垂壁 スモークフェンス Ｔ型　Ｈ５００ｍｍ　耐震タイプ 施工規模１００ｍ 材工共 日本板硝子 スモークフェンス（材工） Ｔ型　耐震タイプ ｍ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343210006
ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ツリコ　Ｈ５００ｍｍ　アルミタイプ 施工規模１００ｍ Ｍ式一般タ
イプ 材工共 ミヨシ

三好式ガラス防煙垂壁（材工） Ｍ式ツリコ　アルミタイプ ｍ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343210016
ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ツリコ　Ｈ５００ｍｍ　免震用ＭＴタイプ 施工規模１００ｍ ＭＴタ
イプ 材工共 ミヨシ

三好式ガラス防煙垂壁（材工） Ｍ式ツリコ　免震用ＭＴタイプ ｍ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343210008
ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ツリコ　Ｈ５００ｍｍ　ステンレス包着タイプ 施工規模１００ｍ Ｍ
Ｓタイプ 材工共 ミヨシ

三好式ガラス防煙垂壁（材工） Ｍ式ツリコ　ステンレス包着 ｍ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343210010
ガラス工事 防煙垂壁 三好式ガラス防煙垂壁 Ｍ式ツリコアール　Ｈ５００ｍｍ　アルミタイプ 施工規模－ｍ ＭＲタイ
プ 材工共 ミヨシ

三好式ガラス防煙垂壁（材工） Ｍ式ツリコアール　アルミタイプ ｍ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343160014
ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ１８ＳＩＡＲ　日射調整・飛散防止・ＵＶカット・防虫 施工規模５
０ｍ２ 材工共 スリーエムジャパン

窓用フィルム　スコッチティント ＲＥ１８ＳＩＡＲ　日射調整 ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343160010
ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＲＥ１５ＳＩＡＲＸ（外貼可）　日射調整・飛散防止・ＵＶカット 施工
規模５０ｍ２ 材工共 スリーエムジャパン

窓用フィルム　スコッチティント ＲＥ１５ＳＩＡＲＸ　外貼可 ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343160016
ガラス工事 窓用フィルム スコッチティント ＳＨ２ＣＬＡＲ　飛散防止・ＵＶカット 施工規模５０ｍ２ 材工共 ス
リーエムジャパン

窓用フィルム　スコッチティント ＳＨ２ＣＬＡＲ　飛散防止 ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343161026
ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ １５０１ＵＨ 透明　飛散防止対策用　ハードコート 施工規模５０ｍ２ 材工
共 リンテック

窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ １５０１ＵＨ　透明 ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

ガラス工事【公表価格】 9343161006
ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ １５０１Ｅ 透明　飛散防止対策用　外貼り用 施工規模５０ｍ２ 材工共 リン
テック

窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ １５０１Ｅ　透明 ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事
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ガラス工事【公表価格】 9343161003
ガラス工事 窓用フィルム ＷＩＮＣＯＳ １０１５ＵＨ（Ｎ） シルバー濃　熱線遮断用　ハーフミラー　ハードコート
施工規模５０ｍ２ 材工共 リンテック

窓用フィルム　ＷＩＮＣＯＳ １０１５ＵＨ（Ｎ）　シルバー濃 ｍ２ 999 × ○ 9343 ガラス工事

金属外装工事【公表価格】 9333400016 金属外装工事 カイロン 厚１．６ｍｍ　溶融亜鉛めっき鋼板　フッ素樹脂焼付塗装 材工共 山形メタル 金属外装（材工） カイロン　溶融亜鉛めっき鋼板 ｍ２ 999 × ○ 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400018 金属外装工事 カイロンＡ 厚２．０ｍｍ　アルミニウム板　フッ素樹脂焼付塗装 材工共 山形メタル 金属外装（材工） カイロンＡ　アルミニウム板 ｍ２ 999 × ○ 9333 金属工事

金属外装工事【公表価格】 9333400020
金属外装工事 カイロンＳ３０４ 厚１．５ｍｍ　ステンレス（ＳＵＳ３０４）　フッ素樹脂焼付塗装 材工共 山形メタ
ル

金属外装（材工） カイロンＳ３０４　ステンレス ｍ２ 999 × ○ 9333 金属工事

塗装工事 9345010012 塗装工事 素地ごしらえ 鉄鋼面 Ｃ種 標１８．２．３ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） 鉄鋼面　Ｃ種 ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

塗装工事 9345010018 塗装工事 素地ごしらえ モルタル・プラスター面 Ａ種，建築用下地調整塗材 標１８．２．５ 材工共 塗装素地ごしらえ（材工） モルタル面　Ａ種　下地調整塗材 ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

塗装工事 9345060002 塗装工事 各種塗料塗り 合成樹脂エマルションペイント（ＥＰ） 左官仕上・ボード面（Ａ種） 標１８．９．２ 材工共 エマルションペイント（材工） 左官仕上・ボード面　Ａ種 ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

塗装工事 9345160002 塗装工事 各種塗料塗り １液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス（１－ＵＣ） 木部（Ａ種） 標１８．１１．２ 材工共 ポリウレタン樹脂ワニス（材工） １液　油変性　木部　Ａ種 ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

塗装工事 9345160004 塗装工事 各種塗料塗り １液形油変性ポリウレタン樹脂ワニス（１－ＵＣ） 木部（Ｂ種） 標１８．１１．２ 材工共 ポリウレタン樹脂ワニス（材工） １液　油変性　木部　Ｂ種 ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320031
塗装工事 防カビ塗料塗り 浴室防カビ塗装工法 （改修）塗装下地タイプ　ＥＰ２回塗 施工規模３００ｍ２ 交通費別途
（東京を除く） 材工共 パルカ

防カビ工事　浴室防カビ塗装工法 改修　塗装下地　ＥＰ２回塗 ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320033
塗装工事 防カビ塗料塗り 室内防カビ塗装工法 Ａ級塗装下地タイプ　ＥＰ２回塗 施工規模３００ｍ２ 交通費別途（東
京を除く） 材工共 パルカ

防カビ工事　室内防カビ塗装工法 Ａ級塗装下地　ＥＰ２回塗 ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320035
塗装工事 防カビ塗料塗り 室内防カビ塗装工法 Ａ級クロス下地タイプ　ＥＰ２回塗 施工規模３００ｍ２ 交通費別途
（東京を除く） 材工共 パルカ

防カビ工事　室内防カビ塗装工法 Ａ級クロス下地　ＥＰ２回塗 ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320037
塗装工事 防カビ塗料塗り 室内防カビ塗装工法 （新築）　ＥＰ２回塗 施工規模３００ｍ２ 交通費別途（東京を除く）
材工共 パルカ

防カビ工事　室内防カビ塗装工法 新築　ＥＰ２回塗 ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320040
塗装工事 防カビ塗料塗り クロス防カビ貼工法 （新築）　量産品（クロス別途） 施工規模３００ｍ２ 交通費別途（東
京を除く） 材工共 パルカ

防カビ工事（材工） クロス防カビ貼工法　新築 ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320042
塗装工事 防カビ塗料塗り クロス防カビ貼替工法 （改修）クロス下地タイプ　量産品 施工規模３００ｍ２ 交通費別途
（東京を除く） 材工共 パルカ

防カビ工事（材工） クロス防カビ貼替工法　改修 ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320013
塗装工事 結露防止 結露防止特殊塗料セキュレート 塗厚０．６ｍｍ（カラー）　下地は，ＲＣ・モルタル・木部・塩ビ
等で，下塗り費用も含む 施工規模３００ｍ２ 鉄部下塗り２回の場合は，下塗り費用として別途加算が必要 材工共 茶
谷産業

結露防止特殊塗料セキュレート Ｔ０．６ｍｍ　カラー ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320015
塗装工事 結露防止 結露防止特殊塗料セキュレート 塗厚０．９ｍｍ（カラー）　下地は，ＲＣ・モルタル・木部・塩ビ
等で，下塗り費用も含む 施工規模３００ｍ２ 鉄部下塗り２回の場合は，下塗り費用として別途加算が必要 材工共 茶
谷産業

結露防止特殊塗料セキュレート Ｔ０．９ｍｍ　カラー ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345320016
塗装工事 結露防止 結露防止特殊塗料セキュレート 塗厚１．２ｍｍ（カラー）　下地は，ＲＣ・モルタル・木部・塩ビ
等で，下塗り費用も含む 施工規模３００ｍ２ 鉄部下塗り２回の場合は，下塗り費用として別途加算が必要 材工共 茶
谷産業

結露防止特殊塗料セキュレート Ｔ１．２ｍｍ　カラー ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事
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塗装工事【公表価格】 9345320017
塗装工事 結露防止 結露防止特殊塗料セキュレート 塗厚１．５ｍｍ（カラー）　下地は，ＲＣ・モルタル・木部・塩ビ
等で，下塗り費用も含む 施工規模３００ｍ２ 鉄部下塗り２回の場合は，下塗り費用として別途加算が必要 材工共 茶
谷産業

結露防止特殊塗料セキュレート Ｔ１．５ｍｍ　カラー ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340010 塗装工事 断熱塗装 クールサーム セラミック断熱遮熱塗装　鉄板 施工規模３００ｍ２ 材工共 大高商会 断熱塗装（材工） クールサーム　鉄板 ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

塗装工事【公表価格】 9345340030 塗装工事 断熱塗装 クールサーム セラミック断熱遮熱塗装　劣化スレート 施工規模３００ｍ２ 材工共 大高商会 断熱塗装（材工） クールサーム　劣化スレート ｍ２ 999 × ○ 9345 塗装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コル
クタイル）

9347070122
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床タイル 複層ビニル床タイル 厚２．０ｍｍ　プレーン　ＪＩＳ記号ＦＴ 施工規
模３００ｍ２ 材工共

ビニル床タイル（材工） 複層　Ｔ２ｍｍ　プレーン　ＦＴ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コル
クタイル）

9347070120
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床タイル 複層ビニル床タイル 厚２．０ｍｍ　マーブル　ＪＩＳ記号ＦＴ 施工規
模３００ｍ２ 材工共

ビニル床タイル（材工） 複層　Ｔ２ｍｍ　マーブル　ＦＴ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コル
クタイル）

9347070124
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床タイル 複層ビニル床タイル 厚３．０ｍｍ　プリントタイプ　ＪＩＳ記号ＦＴ
施工規模３００ｍ２ 材工共

ビニル床タイル（材工） 複層　Ｔ３ｍｍ　プリントタイプ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コル
クタイル）

9347070130
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床タイル コンポジションビニル床タイル 厚３．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＫＴ 施工規
模３００ｍ２ 材工共

ビニル床タイル（材工） コンポジション　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コル
クタイル）

9347100046
内装工事（ビニル系床工事） 特殊床タイル 帯電防止置敷きビニル床タイル 厚４．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＯＡ 施工規
模３００ｍ２ 材工共

特殊床タイル（材工） 帯電防止置敷きビニル　Ｔ４ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コル
クタイル）

9347100048
内装工事（ビニル系床工事） 特殊床タイル 帯電防止置敷きビニル床タイル 厚５．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＯＡ 施工規
模３００ｍ２ 材工共

特殊床タイル（材工） 帯電防止置敷きビニル　Ｔ５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コル
クタイル）

9347100042
内装工事（ビニル系床工事） 特殊床タイル 防滑性コンポジションビニル床タイル 厚３．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＫＴ 施
工規模３００ｍ２ 材工共

特殊床タイル（材工） 防滑性コンポジション　Ｔ３ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コル
クタイル）

9347100044
内装工事（ビニル系床工事） 特殊床タイル 視覚障害者用単層ビニル床タイル 厚７．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＴＴ 施工規
模－ 材工共

特殊床タイル（材工） 視覚障害者用単層　Ｔ７ｍｍ 枚 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コル
クタイル）

9347080020 内装工事（ビニル系床工事） ゴム床タイル ゴム床タイル 厚３．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ゴム床タイル（材工） Ｔ３ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コル
クタイル）

9347080022 内装工事（ビニル系床工事） ゴム床タイル ゴム床タイル 厚４．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ゴム床タイル（材工） Ｔ４ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コル
クタイル）

9347080024 内装工事（ビニル系床工事） ゴム床タイル ゴム床タイル 厚５．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ゴム床タイル（材工） Ｔ５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床タイル，ゴムタイル，コル
クタイル）

9347080026 内装工事（ビニル系床工事） ゴム床タイル ゴム床タイル 厚６．０ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 ゴム床タイル（材工） Ｔ６ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347120004
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床シート　発泡層なし 複層ビニル床シート 厚２．０ｍｍ　マーブル　ＪＩＳ記号
ＦＳ 施工規模３００ｍ２ 材工共

ビニル床シート（材工） 複層　Ｔ２ｍｍ　マーブル　ＦＳ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347120008
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床シート　発泡層なし 複層ビニル床シート 厚２．５ｍｍ　マーブル　ＪＩＳ記号
ＦＳ 施工規模３００ｍ２ 材工共

ビニル床シート（材工） 複層　Ｔ２．５　マーブル　ＦＳ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347120172
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床シート　発泡層なし 防滑性複層ビニル床シート 厚２．５ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＳ
施工規模３００ｍ２ 材工共

ビニル床シート（材工） 防滑性複層　Ｔ２．５ｍｍ　ＦＳ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事
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内装工事（ビニル床シート） 9347120178
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床シート　発泡層あり 発泡複層ビニル床シート 厚２．８ｍｍ　ＪＩＳ記号ＨＳ
施工規模３００ｍ２ 材工共

ビニル床シート（材工） 発泡複層　Ｔ２．８ｍｍ　ＨＳ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347120180
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床シート　発泡層あり 発泡複層ビニル床シート 厚３．５ｍｍ　ＪＩＳ記号ＨＳ
施工規模３００ｍ２ 材工共

ビニル床シート（材工） 発泡複層　Ｔ３．５ｍｍ　ＨＳ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347120182
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床シート　発泡層あり クッションフロア 厚１．８ｍｍ　ＪＩＳ記号ＫＳ 施工規
模３００ｍ２ 材工共

ビニル床シート（材工） クッションフロア　Ｔ１．８ＫＳ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347120184
内装工事（ビニル系床工事） ビニル床シート　発泡層あり クッションフロア 厚２．３ｍｍ　ＪＩＳ記号ＫＳ 施工規
模３００ｍ２ 材工共

ビニル床シート（材工） クッションフロア　Ｔ２．３ＫＳ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347530006
内装工事（ビニル系床工事） 特殊床シート 帯電防止複層ビニル床シート 厚２．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＳ 施工規模３
００ｍ２ 材工共

特殊床シート（材工） 帯電防止複層ビニル　Ｔ２　ＦＳ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347530008
内装工事（ビニル系床工事） 特殊床シート 導電性複層ビニル床シート 厚２．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＳ 施工規模３０
０ｍ２ 材工共

特殊床シート（材工） 導電性複層ビニル　Ｔ２　ＦＳ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347530010
内装工事（ビニル系床工事） 特殊床シート 耐動荷重複層ビニル床シート 厚２．０ｍｍ　ＪＩＳ記号ＦＳ 施工規模３
００ｍ２ 材工共

特殊床シート（材工） 耐動荷重複層ビニル　Ｔ２　ＦＳ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347540002 内装工事（ビニル系床工事） リノリウム床 リノリウム床シート 厚２．５ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 材工共 リノリウム床（材工） Ｔ２．５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347110008
内装工事（ビニル系床工事） 幅木 ソフト幅木 厚２．０×高７５ｍｍ 施工規模１，０００ｍ 材工共 木製幅木は木工
事を参照

幅木（材工） ソフト　Ｔ２×Ｈ７５ｍｍ ｍ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347110002
内装工事（ビニル系床工事） 幅木 ソフト幅木 厚２．０×高１００ｍｍ 施工規模１，０００ｍ 材工共 木製幅木は木
工事を参照

幅木（材工） ソフト　Ｔ２×Ｈ１００ｍｍ ｍ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347110038
内装工事（ビニル系床工事） 幅木 長尺幅木 厚２．０×高６０ｍｍ×長２５，５０ｍ 施工規模１，０００ｍ 材工共
木製幅木は木工事を参照

幅木（材工） 長尺幅木　Ｔ２×Ｈ６０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347110040
内装工事（ビニル系床工事） 幅木 長尺幅木 厚２．０×高７５ｍｍ×長２５，５０ｍ 施工規模１，０００ｍ 材工共
木製幅木は木工事を参照

幅木（材工） 長尺幅木　Ｔ２×Ｈ７５ｍｍ ｍ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（ビニル床シート） 9347110042
内装工事（ビニル系床工事） 幅木 長尺幅木 厚２．０×高１００ｍｍ×長２５，５０ｍ 施工規模１，０００ｍ 材工共
木製幅木は木工事を参照

幅木（材工） 長尺幅木　Ｔ２×Ｈ１００ｍｍ ｍ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（タイルカーペット，カーペット） 9347550020
内装工事（ビニル系床工事） タイルカーペット（材工共） タイルカーペット 総厚７．０×５００×５００ｍｍ　パイ
ル素材ＢＣＦ，Ｎ１００ 施工規模５００ｍ２ 材工共

タイルカーペット（材工） 総厚７ｍｍ　パイル素材 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（タイルカーペット，カーペット） 9347560010
内装工事（ビニル系床工事） ニードルパンチカーペット（材工共） ニードルパンチカーペット 厚４．０ｍｍ 施工規
模３００ｍ２ 材工共

ニードルパンチカーペット・材工 Ｔ４ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（タイルカーペット，カーペット） 9347560020
内装工事（ビニル系床工事） ニードルパンチカーペット（材工共） ニードルパンチカーペット 厚７．０ｍｍ　ラバー
付き 施工規模３００ｍ２ 材工共

ニードルパンチカーペット・材工 Ｔ７ｍｍ　ラバー付き ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（タイルカーペット，カーペット） 9347140006
内装工事（ビニル系床工事） カーペット敷込み（手間のみ） カーペット グリッパー工法（フェルト敷き手間共） 施
工規模３００ｍ２ 手間のみ

カーぺット敷込み（工） グリッパー　フェルト敷き手間共 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（タイルカーペット，カーペット） 9347140008
内装工事（ビニル系床工事） カーペット敷込み（手間のみ） カーペット 接着工法（全面接着工法） 施工規模３００
ｍ２ 手間のみ

カーぺット敷込み（工） 接着工法　全面接着工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事
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内装工事（タイルカーペット，カーペット） 9347140014
内装工事（ビニル系床工事） カーペット敷込み（手間のみ） カーペット 階段工法（グリッパー工法） 施工規模－ 手
間のみ

カーぺット敷込み（工） 階段工法　グリッパー工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210001
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） カラートップＵ ウレタン系防塵塗料　コーティング工法 工場　倉庫 施工
規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） カラートップＵ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210004
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） アクアコート４４－Ｅ 厚０．３ｍｍ　エポキシ系　防塵塗床 倉庫　工場
等 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイレジン

塗床（材工） アクアコート４４－Ｅ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210006
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） グリップコートＧ－３０ 厚１．５ｍｍ　エポキシ系流しのべ工法　耐薬
耐摩耗　１２色 ＣＲ　精密印刷　製菓 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業

塗床（材工） グリップコートＧ－３０ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210376
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） グリップコートＵ－２０Ｅ 厚１．５ｍｍ　ウレタン系流しのべ工法　消音
ソフト　耐摩耗 歩行域　精密　一般床 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業

塗床（材工） グリップコートＵ－２０Ｅ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210008
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） グリップコートＧ－１０ 厚０．３ｍｍ　エポキシ系防塵塗料　清掃性　耐
摩耗 倉庫　工場　一般床 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業

塗床（材工） グリップコートＧ－１０ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210009
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） グリップコートＵ－２０Ｈ 厚１．５ｍｍ　硬質弾性ウレタン流しのべ工法
耐摩耗 製薬・半導体工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業

塗床（材工） グリップコートＵ－２０Ｈ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210013
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） アートフロアーＥＵコートＦＸ ２回塗り　硬質ポリウレタン系　１２色
施工規模３００ｍ２ 材工共 中外商工

塗床（材工） アートフロアーＥＵコートＦＸ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210015
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） パールフロアーＰＦ－２２００ 厚２．０ｍｍ　ポリウレタン系　各色 一
般床　学校 施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース

塗床（材工） パールフロアーＰＦ－２２００ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210352
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） ユカクリートスタンダード 厚０．２ｍｍ　エポキシ系 工場　倉庫　事務
所等 施工規模３００ｍ２ 材工共 大同塗料

塗床（材工） ユカクリートスタンダード ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210199
内装工事（塗床） 一般床用（薄塗タイプ） セブンフロアーＵＴ型 樹脂浸透硬化防塵塗床 施工規模３００ｍ２ 材工共
三重産業

塗床（材工） セブンフロアーＵＴ型 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210396
内装工事（塗床） 学校，病院床用 フロアトップＵ－１００ＮＥＯ 厚２．０ｍｍ　硬質ウレタン　流しのべ 整備工場
車輌 施工規模３００ｍ２ 材工共 アトミクス

塗床（材工） フロアトップＵ－１００ＮＥＯ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210590
内装工事（塗床） 学校，病院床用 ユカクリートタイル＃７０ 厚１．５ｍｍ　エポキシ系 工場　倉庫　事務所 施工規
模３００ｍ２ 材工共 大同塗料

塗床（材工） ユカクリートタイル＃７０ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210065
内装工事（塗床） 学校，病院床用 アートフロアーＮＳ型 厚１．５ｍｍ　弾性ウレタン系　１２色 学校　マンション
施工規模３００ｍ２ 材工共 中外商工

塗床（材工） アートフロアーＮＳ型 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210570
内装工事（塗床） 学校，病院床用 ユータックＦエコ 厚２．０ｍｍ　流しのべ工法 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本
特殊塗料

塗床（材工） ユータックＦエコ　流しのべ工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210103
内装工事（塗床） 体育館用 レヂンエースＦ 厚８．０ｍｍ　ポリウレタン系　スムース仕上げ　セミ・ノンスリップ
体育館　スポーツホール 施工規模７００ｍ２ 材工共 長谷川体育施設

塗床（材工） レヂンエースＦ　Ｔ８ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210111
内装工事（塗床） 体育館用 サーファムＳ 厚９．０ｍｍ　ゴムチップ　ウレタン系 体育館　スポーツホール 施工規模
３００ｍ２ 材工共 ヨコハマ弾性舗装システム

塗床（材工） サーファムＳ　Ｔ９ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210116
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） フロアトップ＃８０００ 厚０．８ｍｍ　エポ
キシ系　２回塗り（金ごて） 耐久　耐薬品　高級床 施工規模３００ｍ２ 材工共 アトミクス

塗床（材工） フロアトップ＃８０００ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事
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内装工事（塗床）【公表価格】 9347210118
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） イサムフロアーＶ コーティング工法　アクリ
ル防塵塗床材 倉庫　事務所　通路 施工規模３００ｍ２ 材工共 イサム塗料

塗床（材工） イサムフロアーＶ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210119
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポロフロアーＵ コーティング工法　エポキ
シウレタン樹脂　耐水　耐薬品　耐油 工場　倉庫　食堂 施工規模３００ｍ２ 材工共 イサム塗料

塗床（材工） エポロフロアーＵ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210120
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポロフロアーＥＳ コーティング工法　エポ
キシ樹脂　耐薬品　耐油　耐摩耗 工場　食堂　病院 施工規模３００ｍ２ 材工共 イサム塗料

塗床（材工） エポロフロアーＥＳ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210690
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポロフロアーＥＴローラー用 厚１．０ｍｍ
ＥＲ－２工法　無溶剤エポキシ樹脂　耐油　耐薬品　耐摩耗 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 イサム塗料

塗床（材工） エポロフロアーＥＴ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210550
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ケミクリートＥＰカラー コーティング工法
エポキシ系　防塵塗料 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） ケミクリートＥＰカラー ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210123
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ケミクリートＥ 厚約０．８ｍｍ　流しのべ
コーティング工法　エポキシ系　耐薬品　耐摩耗　美装 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） ケミクリートＥ　Ｔ約０．８ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210624
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ビューコート 厚約３．３ｍｍ　流しのべペー
スト工法　ウレタン樹脂系　耐薬品　耐久性　耐衝撃 工場　倉庫　通路　階段 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービー
シー商会

塗床（材工） ビューコート　Ｔ約３．３ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210135
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ＢクリートＮＡ工法 厚１．０ｍｍ　エポキシ
樹脂系　耐摩耗 工場　倉庫　駐車場 施工規模２００ｍ２ 材工共 サンベスト工業

塗床（材工） ＢクリートＮＡ工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210145
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ロードカラー＃２００ アクリル系　防塵床
半つや　２０色　金ごてモルタル 工場　倉庫　事務所 施工規模３００ｍ２ 材工共 神東塗料

塗床（材工） ロードカラー＃２００ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210146
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ユカトップＡ－ＥＸ アクリル系　防塵床　つ
や有　金ごてモルタル 工場　倉庫　事務所 施工規模３００ｍ２ 材工共 神東塗料

塗床（材工） ユカトップＡ－ＥＸ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210650
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） グリップコートＧ－４５Ｎ 厚５．０ｍｍ　エ
ポキシモルタル工法　無臭　耐摩耗　耐熱湯　耐熱 食品・製菓工場　厨房 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業

塗床（材工） グリップコートＧ－４５Ｎ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210652
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） グリップコートＧ－４０Ｎ 厚５．０ｍｍ　エ
ポキシモルタル工法　耐油　耐摩耗　防滑性　清掃性 自動車　機械工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業

塗床（材工） グリップコートＧ－４０Ｎ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210156
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） レジフロアー コーティング工法　防塵耐摩耗
床 工場　研究室 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日本塗料

塗床（材工） レジフロアー　コーティング工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210436
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） レジフロアー ノンスリップ工法　防塵耐摩耗
床 工場　研究室 施工規模３００ｍ２ 材工共 大日本塗料

塗床（材工） レジフロアー　ノンスリップ工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210157
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） タイテックスＥＰ－ＣＦ 厚１．０ｍｍ　耐薬
品床 工場　クリーンルーム 施工規模３００ｍ２ 材工共 太平工業

塗床（材工） タイテックスＥＰ－ＣＦ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210166
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エパールＦ　Ｆ－１工法 厚１．２ｍｍ　エポ
キシ系　カラー舗装　耐薬品 事務所　研究所ほか 施工規模３００ｍ２ 材工共 ボース

塗床（材工） エパールＦ　Ｆ－１工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210167
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） クリエイトＥＰ＃３０００ 厚１．２ｍｍ　エ
ポキシ系　カラー　耐薬品 施工規模２００ｍ２ 材工共 東和産業

塗床（材工） クリエイトＥＰ＃３０００ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210169
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ハードコートＥＰ７００ 厚０．２ｍｍ　エポ
キシ系　カラー２回塗り　防塵　耐油 施工規模２００ｍ２ 材工共 東和産業

塗床（材工） ハードコートＥＰ７００ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事
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内装工事（塗床）【公表価格】 9347210182
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ハイドロカラーボージン 防塵材　水系エポキ
シ 各種工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本ジッコウ

塗床（材工） ハイドロカラーボージン ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210565
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） オッシャーコート　ＥＣ－５５１ 厚２．０ｍ
ｍ　ＥＦ－４　エポキシペースト工法 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 タイムケミカル

塗床（材工） オッシャーコート　ＥＣ－５５１ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210704
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） アートフロアーＨＵ 厚１．２ｍｍ　硬質ウレ
タン系　１２色 工場　厨房　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 中外商工

塗床（材工） アートフロアーＨＵ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210200
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） セブンフロアーＥＦ型 厚２．５ｍｍ　エポキ
シ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 三重産業

塗床（材工） セブンフロアーＥＦ型　Ｔ２．５ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210201
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） セブンフロアーＥＦ型 厚５．０ｍｍ　エポキ
シ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 三重産業

塗床（材工） セブンフロアーＥＦ型　Ｔ５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210202
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） シリカル（Ｍシリーズ） 厚３．０ｍｍ　ＭＣ
２－ＳＬ　ＭＭＡ樹脂系 食品工場　厨房 施工規模３００ｍ２ 材工共 三井化学産資

塗床（材工） シリカル　ＭＣ２－ＳＬ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210204
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） シリカル（Ｍシリーズ） 厚３．０ｍｍ　ＭＣ
３－ＳＬ　ＭＭＡ樹脂系 食品工場　厨房 施工規模３００ｍ２ 材工共 三井化学産資

塗床（材工） シリカル　ＭＣ３－ＳＬ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210213
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） アクリトーンフロア（Ｆシリーズ） 厚２．０
ｍｍ　ＦＣ工法　ＭＭＡ樹脂系 食品工場　厨房 施工規模３００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

塗床（材工） アクリトーンフロア　ＦＣ工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210215
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） アクリトーンフロア（Ｆシリーズ） 厚４．０
ｍｍ　ＦＭ１工法　ＭＭＡ樹脂系 冷蔵庫等 施工規模３００ｍ２ 材工共 三菱ケミカルインフラテック

塗床（材工） アクリトーンフロア　ＦＭ１工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210431
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ジョリエース 厚０．３ｍｍ　Ｅコーティング
工法　エポキシ系 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

塗床（材工） ジョリエースＥコーティング工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210350
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ジョリエース 厚１．０ｍｍ　Ｅ流しのべ工法
エポキシ系 工場　倉庫 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

塗床（材工） ジョリエース　Ｅ流しのべ工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210458
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ジョリエース 厚２．０ｍｍ　ＦＲＰフロアー
工法　ポリエステル系 食品工場　化学工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

塗床（材工） ジョリエースＦＲＰフロアー工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210460
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ジョリエース 厚２．０ｍｍ　ＭＭＡペースト
工法　アクリル系 食品工場　化学工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

塗床（材工） ジョリエースＭＭＡペースト工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210672
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） アイカピュール 厚１．５ｍｍ　ファブリカ工
法　特殊変性ウレタン樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

塗床（材工） アイカピュール　ファブリカ工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210638
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ピュアクリートＨＦ 厚９．０ｍｍ　モルタル
工法　水系硬質ウレタン系 食品工場　化学工場 施工規模１００ｍ２ 材工共 キューケン

塗床（材工） ピュアクリートＨＦ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210659
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポローンＥ 厚１．０ｍｍ　コーティング工
法（２回塗り）　エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック

塗床（材工） エポローンＥ　コーティング工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210660
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポローンＥ 厚２．０ｍｍ　ペースト工法
エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック

塗床（材工） エポローンＥ　Ｔ２ペースト工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210662
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポローンＥ 厚３．０ｍｍ　ペーストコー
ティング工法　エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック

塗床（材工） エポローンＥ　Ｔ３ペースト工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事
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内装工事（塗床）【公表価格】 9347210664
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポローンＥ 厚３．０ｍｍ　ペースト防滑工
法　エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック

塗床（材工） エポローンＥ　ペースト防滑工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210666
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポローンＥ ライニング工法（ガラスクロス
１ｐｌｙ）　エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック

塗床（材工） エポローンＥ　ライニング工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210669
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） エポローンＥ 厚６．０ｍｍ　モルタルＡ工法
上塗りつき　エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 信越ファインテック

塗床（材工） エポローンＥ　モルタルＡ工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210576
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） ユータックＥ－３０Ｎ 厚１．０ｍｍ　流しの
べ工法　エポキシ系 施工規模３００ｍ２ 材工共 日本特殊塗料

塗床（材工） ユータックＥ３０Ｎ流しのべ工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210692
内装工事（塗床） 樹脂系塗床材（防塵　耐摩耗　耐酸　耐薬品床ほか） サンセキトップＳＡ－３Ｎ アクリルウレタン
樹脂即硬化タイプ　３回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 三石

塗床（材工） サンセキトップ　ＳＡ－３Ｎ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210225
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） カラクリート 厚約１．２～１．５ｍｍ　コンクリー
ト同時散布工法　赤・茶・グレー系 工場　倉庫 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） カラクリート　赤茶グレー ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210226
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） フェロコン 厚約１．２～１．５ｍｍ　コンクリート
同時散布工法　赤・茶・グレー系 工場　倉庫 施工規模１，０００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） フェロコン　赤茶グレー ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210230
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） フェロコンハードＳ 厚約５．０ｍｍ　コンクリート
同時塗り付け工法　緑・黄色系 工場　倉庫　厨房 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） フェロコンハードＳ　Ｔ約５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210626
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） デザインクリート 押型デザイン床 公園　遊歩道
住宅　テーマパーク他 施工規模１００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） デザインクリート押型デザイン床 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210597
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） スムースコート 厚１．０ｍｍ　緊急工事用速硬塗床
材　緑色系 工場　倉庫　駐車場 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） スムースコート　緊急工事用 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210266
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） タフコンカラー 耐摩耗性床仕上材　緑 倉庫　工場
施工規模３００ｍ２ 材工共 美州興産

塗床（材工） タフコンカラー　緑 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210267
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） タフコンカラー 耐摩耗性床仕上材　一般色 倉庫
工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 美州興産

塗床（材工） タフコンカラー　一般色 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210268
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） タフコンスチール 耐摩耗性床仕上材　茶 倉庫　工
場 施工規模３００ｍ２ 材工共 美州興産

塗床（材工） タフコンスチール　茶 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210269
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） タフコンスチール 耐摩耗性床仕上材　ナチュラル
倉庫　工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 美州興産

塗床（材工） タフコンスチール　ナチュラル ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210270
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） タフコンスチール 耐摩耗性床仕上材　緑 倉庫　工
場 施工規模３００ｍ２ 材工共 美州興産

塗床（材工） タフコンスチール　緑 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210278
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） エスエスコン 鋼鉄粉　グリーン系　２５ｋｇ入 施
工規模３００ｍ２ 材工共 三重産業

塗床（材工） エスエスコン　グリーン系 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210279
内装工事（塗床） セメント系塗床材（重荷重床用　耐摩耗ほか） エスエスコン 鋼鉄粉　一般色　２５ｋｇ入 施工規
模３００ｍ２ 材工共 三重産業

塗床（材工） エスエスコン　一般色 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210296
内装工事（塗床） 耐水，防食塗床材 アートフロアー　ＥＰ型 厚１．０ｍｍ　エポキシ系　セルフレベリングタイプ
１２色 理化学実験室 施工規模３００ｍ２ 材工共 中外商工

塗床（材工） アートフロアーＥＰ型　Ｔ１ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事
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内装工事（塗床）【公表価格】 9347210297
内装工事（塗床） 耐水，防食塗床材 アートフロアー　ＥＭ型 厚５．０ｍｍ　エポキシ系　レジンモルタルタイプ 化
学工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 中外商工

塗床（材工） アートフロアーＥＭ型　Ｔ５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210706
内装工事（塗床） 耐水，防食塗床材 レジンモルタルＥＭ－Ｓ 厚５．０ｍｍ　エポキシ樹脂モルタル 施工規模３００
ｍ２ 材工共 東和産業

塗床（材工） レジンモルタルＥＭ－Ｓ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210468
内装工事（塗床） 耐水，防食塗床材 ジョリエース 厚１．５ｍｍ　ＦＲＰ重防食工法　ビニルエステル系 めっき工場
廃液処理槽 施工規模３００ｍ２ 材工共 アイカ工業

塗床（材工） ジョリエース　ＦＲＰ重防食工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210314
内装工事（塗床） ノンスタテックスＸＰ－Ⅱ 厚０．２ｍｍ　エポキシ系　３回塗り（ローラー刷毛） 静電気障害防止
用 施工規模３００ｍ２ 材工共 アトミクス

塗床（材工） ノンスタテックスＸＰ－２ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210317
内装工事（塗床） ケミコンダクトＲＥ 厚約０．９ｍｍ　エポキシ系　帯電防止床材　コーティング工法　抵抗値１０
＾８Ω以下 精密機械工場　ＣＲ 施工規模３００ｍ２ 材工共 エービーシー商会

塗床（材工） ケミコンダクトＲＥ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210389
内装工事（塗床） グリップコート　ＥＸ３００Ｓ 厚１．０ｍｍ　導電性エポキシ系　流しのべ工法　１２色　静電防
止　耐薬 ＣＲ　粉体　塗装工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業

塗床（材工） グリップコートＥＸ３００Ｓ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210377
内装工事（塗床） グリップコート　ＥＸ－１００ 厚０．４ｍｍ　エポキシ導電塗料　静電防止　防塵　耐薬 製薬・半
導体工場 施工規模３００ｍ２ 材工共 住友ゴム工業

塗床（材工） グリップコートＥＸ－１００ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210325
内装工事（塗床） アートフロアー　ＥＣＰ 厚１．５ｍｍ　エポキシ系　セルフレベリングタイプ 帯電防止用 施工規
模３００ｍ２ 材工共 中外商工

塗床（材工） アートフロアーＥＣＰ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210328 内装工事（塗床） ハードモルタル 厚３．０～５．０ｍｍ　エポキシ系 工場 施工規模２００ｍ２ 材工共 東和産業 塗床（材工） ハードモルタル ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210708 内装工事（塗床） エレカット 厚２．０ｍｍ　導電性エポキシ系 静電気防止 施工規模２００ｍ２ 材工共 東和産業 塗床（材工） エレカット　Ｔ２ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210442
内装工事（塗床） ジョリエース 厚０．３ｍｍ　ドーデンコーティング工法　エポキシ系　導電性　防塵 施工規模３０
０ｍ２ 材工共 アイカ工業

塗床（材工）　ジョリエース ドーデンコーティング工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（塗床）【公表価格】 9347210604
内装工事（塗床） アッシュフォードフォーミュラ 平均使用量５ｍ２／ｌ　初期養生・密閉・防塵効果　表面強化 工場
倉庫　駐車場 施工規模３００ｍ２ 材工共 コスモトレードアンドサービス

塗床（材工） アッシュフォードフォーミュラ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010032
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　普通張り なら　厚１５×幅７５×長
５００ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　普通張り　なら　Ｔ１５ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010034
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　普通張り ぶな　厚１５×幅７５×長
５００ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　普通張り　ぶな　Ｔ１５ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010036
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　普通張り かば　厚１５×幅７５×長
５００ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　普通張り　かば　Ｔ１５ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010038
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　直張り なら　厚１５×幅７５×長５
００ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ ２ｍｍ厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　直張り　なら　Ｔ１５ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010040
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　直張り ぶな　厚１５×幅７５×長５
００ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ ２ｍｍ厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　直張り　ぶな　Ｔ１５ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010042
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　直張り かば　厚１５×幅７５×長５
００ｍｍ以上 施工規模３００ｍ２ ２ｍｍ厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　直張り　かば　Ｔ１５ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事
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内装工事（フローリング張り工事） 9347010044
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　特殊張り（体育館・武道場用） なら
厚１８×幅７５×長５００ｍｍ以上 施工規模１，０００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　特殊張り　なら　Ｔ１８ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010046
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　特殊張り（体育館・武道場用） ぶな
厚１８×幅７５×長５００ｍｍ以上 施工規模１，０００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　特殊張り　ぶな　Ｔ１８ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347010048
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 単層フローリングボード　特殊張り（体育館・武道場用） かば
厚１８×幅７５×長５００ｍｍ以上 施工規模１，０００ｍ２ サンダー掛け・下地合板張りは別途 材工共

フローリングボード（材工） 単層　特殊張り　かば　Ｔ１８ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347020020
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り フローリングブロック　乾式工法 なら　厚１５×幅３０３×長
３０３ｍｍ 施工規模３００ｍ２ ２ｍｍ厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共

フローリングブロック（材工） 乾式工法　なら　Ｔ１５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347020022
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り フローリングブロック　乾式工法 ぶな　厚１５×幅３０３×長
３０３ｍｍ 施工規模３００ｍ２ ２ｍｍ厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共

フローリングブロック（材工） 乾式工法　ぶな　Ｔ１５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347020024
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り フローリングブロック　乾式工法 かば　厚１５×幅３０３×長
３０３ｍｍ 施工規模３００ｍ２ ２ｍｍ厚クッション付き，サンダー掛けは別途 材工共

フローリングブロック（材工） 乾式工法　かば　Ｔ１５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347050008
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 複合フローリング　普通張り なら　厚１２×幅３０３×長１，
８１８ｍｍ　表層０．３ｍｍ程度 施工規模１，５００ｍ２ 塗装品　下地合板張りは別途 材工共

複合フローリング（材工） 複合　普通張り　ならＴ１２ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347050012
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 複合フローリング　直張り 厚１３ｍｍ　ＬＬ４５ 施工規模
１，５００ｍ２ 塗装品 材工共

複合フローリング（材工） 複合　直張り　Ｔ１３　ＬＬ４５ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347050014
内装工事（フローリング張り工事） フローリング張り 複合フローリング　直張り 厚１４ｍｍ　ＬＬ４０ 施工規模
１，５００ｍ２ 塗装品 材工共

複合フローリング（材工） 複合　直張り　Ｔ１４　ＬＬ４０ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347060010
内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ サンダー掛け 荒掛・中掛・仕上掛 施工規模３００ｍ２ 材工
共

フローリング塗装（材工） 仕上げサンダー掛け　荒掛・中掛 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347060002
内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ ウレタン樹脂ワニス ３回塗り　１液性 施工規模３００ｍ２
材工共

フローリング塗装（材工） 仕上げウレタン樹脂　３回塗り ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347060012 内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ オイルステイン ２回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 フローリング塗装（材工） 仕上げオイルステイン　２回塗り ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347060006 内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ ワックス １回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 フローリング塗装（材工） 仕上げワックス　１回塗り ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347060008 内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ フロアーオイル １回塗り 施工規模３００ｍ２ 材工共 フローリング塗装（材工） 仕上げフロアーオイル　１回塗り ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（フローリング張り工事） 9347060014
内装工事（フローリング張り工事） フローリング仕上げ エキスパンションゴム 厚１５～２０×幅１５～２０ｍｍ 施
工規模－ 材工共

フローリング塗装（材工） 仕上エキスパンションゴムＴ１５ ｍ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190010
内装工事（床下地） 床下地 ネダフォーム 厚３３・４０・５０×５９５×９００ｍｍ（和室用） 施工規模２５０ｍ２
材工共 油化三昌建材

床下地（材工） ネダフォーム　Ｔ３３ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190012
内装工事（床下地） 床下地 ネダフォーム 厚６５・８０×５９５×９００ｍｍ（和室用） 施工規模２５０ｍ２ 材工共
油化三昌建材

床下地（材工） ネダフォーム　Ｔ６５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190006
内装工事（床下地） 床下地 ネダフォーム 厚９５×５９５×９００ｍｍ（和室用） 施工規模２５０ｍ２ 材工共 油化
三昌建材

床下地（材工） ネダフォーム　Ｔ９５ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事
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内装工事（床下地）【公表価格】 9347190116
内装工事（床下地） 床下地 フリーフロアー ＣＰＲ　床高調整範囲５３～１９８ｍｍ　住宅用　ＬＬ－４０・ＬＨ－５
０ 施工規模３００ｍ２ 下地合板は別途 材工共 フクビ化学工業

フリーフロアー　ＣＰＲ（材工） 床高調整範囲５３～１９８ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190118
内装工事（床下地） 床下地 フリーフロアー ＣＰＲ　床高調整範囲１９８～２４３ｍｍ　住宅用　ＬＬ－４０・ＬＨ－
５０ 施工規模３００ｍ２ 下地合板は別途 材工共 フクビ化学工業

フリーフロアー　ＣＰＲ（材工） 床高調整範囲１９８～２４３ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（床下地）【公表価格】 9347190120
内装工事（床下地） 床下地 フリーフロアー ＣＰＲ　床高調整範囲２４３～３４３ｍｍ　住宅用　ＬＬ－４０・ＬＨ－
５０ 施工規模３００ｍ２ 下地合板は別途 材工共 フクビ化学工業

フリーフロアー　ＣＰＲ（材工） 床高調整範囲２４３～３４３ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180004
内装工事（畳敷き） 新畳 床ＪＩＳ　１級品　表ＪＡＳ　３種　麻引　１等（公共工事標準仕様Ａ種） 施工規模５０枚
材工共

畳敷き（材工）　新畳　床１級品 表　麻引１等　施工規模５０ 枚 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180006 内装工事（畳敷き） 新畳 床ＪＩＳ　１級品　表ＪＡＳ　３種　綿引　１等 施工規模５０枚 材工共 畳敷き（材工）　新畳　床１級品 表　綿引１等　施工規模５０ 枚 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180008 内装工事（畳敷き） 新畳 床ＪＩＳ　２級品　表ＪＡＳ　３種　麻引　２等 施工規模５０枚 材工共 畳敷き（材工）　新畳　床２級品 表　麻引２等　施工規模５０ 枚 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180010 内装工事（畳敷き） 新畳 床ＪＩＳ　２級品　表ＪＡＳ　３種　綿引　２等 施工規模５０枚 材工共 畳敷き（材工）　新畳　床２級品 表　綿引２等　施工規模５０ 枚 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180056
内装工事（畳敷き） 建材畳 床ＪＩＳ　ＫＴ－Ⅲ　表ＪＡＳ　３種　綿引　２等（公共工事標準仕様Ｄ種） 施工規模１
００枚 材工共

畳敷き（材工）建材畳床ＫＴ－３ 表　綿引２等　施工規模１００ 枚 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180014 内装工事（畳敷き） 畳表替え 表ＪＡＳ　３種　麻引　特等 施工規模５０枚 材工共 畳敷き（材工）　畳表替え 表　麻引特等　施工規模５０ 枚 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180016 内装工事（畳敷き） 畳表替え 表ＪＡＳ　３種　麻引　１等 施工規模５０枚 材工共 畳敷き（材工）　畳表替え 表　麻引１等　施工規模５０ 枚 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180018 内装工事（畳敷き） 畳表替え 表ＪＡＳ　３種　綿引　１等 施工規模５０枚 材工共 畳敷き（材工）　畳表替え 表　綿引１等　施工規模５０ 枚 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180020 内装工事（畳敷き） 畳表替え 表ＪＡＳ　３種　麻引　２等 施工規模５０枚 材工共 畳敷き（材工）　畳表替え 表　麻引２等　施工規模５０ 枚 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180022 内装工事（畳敷き） 畳表替え 表ＪＡＳ　３種　綿引　２等 施工規模５０枚 材工共 畳敷き（材工）　畳表替え 表　綿引２等　施工規模５０ 枚 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180026 内装工事（畳敷き） 畳裏返し 表ＪＡＳ　３種　麻引　特等 施工規模５０枚 材工共 畳敷き（材工）　畳裏返し 表　麻引特等　施工規模５０ 枚 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180028 内装工事（畳敷き） 畳裏返し 表ＪＡＳ　３種　綿引　１等 施工規模５０枚 材工共 畳敷き（材工）　畳裏返し 表　綿引１等　施工規模５０ 枚 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（畳敷き） 9347180030 内装工事（畳敷き） 畳裏返し 表ＪＡＳ　３種　綿引　２等 施工規模５０枚 材工共 畳敷き（材工）　畳裏返し 表　綿引２等　施工規模５０ 枚 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220002
内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　準不燃　突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄
骨下地　ビス止め　壁・天井用 材工共

せっこうボード張り（材工） Ｔ９．５ｍｍ　準不燃　突付け ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220010
内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうボード張り 厚１５．０ｍｍ　不燃　突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄
骨下地　ビス止め　壁・天井用 材工共

せっこうボード張り（材工） Ｔ１５ｍｍ　不燃　突付け ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事
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内装工事（壁・天井） 9347220032
内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　準不燃　目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄
骨下地　ビス止め　天井用 材工共

せっこうボード張り（材工） Ｔ９．５ｍｍ　準不燃　目透し ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220035
内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうボード張り 厚１２．５ｍｍ　不燃　目透し 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄
骨下地　ビス止め　壁・天井用 材工共

せっこうボード張り（材工） Ｔ１２．５ｍｍ　不燃　目透し ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220036
内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　準不燃　ＧＬ工法 施工規模１，０００ｍ２ パテ
処理含まず 材工共

せっこうボード張り（材工） Ｔ９．５ｍｍ　準不燃　ＧＬ工法 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220040
内装工事（壁・天井） 壁・天井 化粧せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　準不燃　直張り 施工規模１，０００ｍ２ 軽
量鉄骨下地　ビス止め　ジプトーン程度 材工共

化粧せっこうボード張り（材工） Ｔ９．５ｍｍ　準不燃　直張り ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220046
内装工事（壁・天井） 壁・天井 シージングせっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　準不燃　直張り 施工規模１，０００
ｍ２ 防水用　軽量鉄骨下地　ビス止め 材工共

シージングせっこうボード張材工 Ｔ９．５ｍｍ　準不燃　直張り ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220048
内装工事（壁・天井） 壁・天井 シージングせっこうボード張り 厚１２．５ｍｍ　準不燃　直張り 施工規模１，００
０ｍ２ 防水用　軽量鉄骨下地　ビス止め 材工共

シージングせっこうボード張材工 Ｔ１２．５ｍｍ　準不燃　直張り ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220054
内装工事（壁・天井） 壁・天井 吸音せっこうボード張り 厚９．５ｍｍ　準不燃　直張り 施工規模１，０００ｍ２ 軽
量鉄骨下地　ビス止め 材工共

吸音せっこうボード張り（材工） Ｔ９．５ｍｍ　準不燃　直張り ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220058
内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうラスボード張り 厚７．０ｍｍ　直張り 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下
地　ビス止め 材工共

ラスせっこうボード張り（材工） Ｔ７ｍｍ　直張り ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347220060
内装工事（壁・天井） 壁・天井 せっこうラスボード張り 厚９．５ｍｍ　直張り 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄骨下
地　ビス止め 材工共

ラスせっこうボード張り（材工） Ｔ９．５ｍｍ　直張り ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347240006
内装工事（壁・天井） 壁・天井 けい酸カルシウム板張り 厚１０ｍｍ　不燃　突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄
骨下地　ビス止め　タイプ２　０．８ＦＫ 材工共

けい酸カルシウム板張り（材工） Ｔ１０ｍｍ　不燃　突付け ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347240008
内装工事（壁・天井） 壁・天井 けい酸カルシウム板張り 厚１２ｍｍ　不燃　突付け 施工規模１，０００ｍ２ 軽量鉄
骨下地　ビス止め　タイプ２　０．８ＦＫ 材工共

けい酸カルシウム板張り（材工） Ｔ１２ｍｍ　不燃　突付け ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347230054
内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚４ｍｍ　突付け 施工規模１，０００ｍ２
軽量鉄骨下地　ビス止め 材工共

スレートボード（材工） フレキシブル板Ｔ４ｍｍ　突付け ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347230056
内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚５ｍｍ　突付け 施工規模１，０００ｍ２
軽量鉄骨下地　ビス止め 材工共

スレートボード（材工） フレキシブル板Ｔ５ｍｍ　突付け ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347230058
内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚６ｍｍ　突付け 施工規模１，０００ｍ２
軽量鉄骨下地　ビス止め 材工共

スレートボード（材工） フレキシブル板Ｔ６ｍｍ　突付け ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347230062
内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚４ｍｍ　目透し 施工規模１，０００ｍ２
軽量鉄骨下地　ビス止め 材工共

スレートボード（材工） フレキシブル板Ｔ４ｍｍ　目透し ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347230064
内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚５ｍｍ　目透し 施工規模１，０００ｍ２
軽量鉄骨下地　ビス止め 材工共

スレートボード（材工） フレキシブル板Ｔ５ｍｍ　目透し ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347230066
内装工事（壁・天井） 壁・天井 スレートボード張り（フレキシブル板） 厚６ｍｍ　目透し 施工規模１，０００ｍ２
軽量鉄骨下地　ビス止め 材工共

スレートボード（材工） フレキシブル板Ｔ６ｍｍ　目透し ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347280002
内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚９ｍｍ　不燃　フラットタイプ（捨張り工法）　内部
用 施工規模１，０００ｍ２ 下地せっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共

ロックウール吸音板張り（材工） Ｔ９ｍｍ　不燃　フラット捨張 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事
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内装工事（壁・天井） 9347280004
内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚１２ｍｍ　不燃　フラットタイプ（捨張り工法）　内
部用 施工規模１，０００ｍ２ 下地せっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共

ロックウール吸音板張り（材工） Ｔ１２ｍｍ　不燃　フラット捨張 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347280012
内装工事（壁・天井） 壁・天井 ロックウール化粧吸音板張り 厚１５ｍｍ　不燃　凹凸タイプ（捨張り工法）　内部用
施工規模１，０００ｍ２ 下地せっこうボード厚９．５ｍｍ共 材工共

ロックウール吸音板張り（材工） Ｔ１５ｍｍ　不燃　凹凸捨張 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347290002 内装工事（壁・天井） 壁・天井 グラスウール敷込み 厚２５ｍｍ　２４ｋｇ／ｍ３（天） 施工規模５００ｍ２ 材工共 グラスウール敷込み（材工） ２５ｍｍ　２４ｋｇ／ｍ３（天） ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347290004 内装工事（壁・天井） 壁・天井 グラスウール敷込み 厚５０ｍｍ　２４ｋｇ／ｍ３（天） 施工規模５００ｍ２ 材工共 グラスウール敷込み（材工） ５０ｍｍ　２４ｋｇ／ｍ３ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347380002 内装工事（壁・天井） 壁・天井 回り縁 アルミ　９，１２ｍｍ　突付け 施工規模５００ｍ 材工共 回り縁（材工） アルミ　９・１２ｍｍ　突付け ｍ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347380004 内装工事（壁・天井） 壁・天井 回り縁 アルミ　９，１２ｍｍ　目透し 施工規模５００ｍ 材工共 回り縁（材工） アルミ　９・１２ｍｍ　目透し ｍ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347380006 内装工事（壁・天井） 壁・天井 回り縁 塩ビ　９，１２ｍｍ　突付け 施工規模５００ｍ 材工共 回り縁（材工） 塩ビ　９・１２ｍｍ　突付け ｍ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347380008 内装工事（壁・天井） 壁・天井 回り縁 塩ビ　９，１２ｍｍ　目透し 施工規模５００ｍ 材工共 回り縁（材工） 塩ビ　９・１２ｍｍ　目透し ｍ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347600010 内装工事（壁・天井） 壁・天井 ビニルクロス 量産品 施工規模５００ｍ２ 材工共 クロス張り（材工） ビニルクロス　量産品 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347600020
内装工事（壁・天井） 壁・天井 ビニルクロス 中級品 施工規模５００ｍ２ メーカー材料公表価格１，０００円／ｍ程
度 材工共

クロス張り（材工） ビニルクロス　中級品 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347600030 内装工事（壁・天井） 壁・天井 ビニルクロス エコクロス（オレフィン，ケナフ） 施工規模５００ｍ２ 材工共 クロス張り（材工） ビニルクロス　エコクロス ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347410002
内装工事（壁・天井） 壁・天井 点検口 アルミ　４５０×４５０ｍｍ 施工規模－ 下地開口補強・ボード切込み・仕上
張り共，スタンダードタイプ 材工共

天井点検口（材工） アルミ　４５０×４５０ｍｍ 箇所 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井） 9347410004
内装工事（壁・天井） 壁・天井 点検口 アルミ　６００×６００ｍｍ 施工規模－ 下地開口補強・ボード切込み・仕上
張り共，スタンダードタイプ 材工共

天井点検口（材工） アルミ　６００×６００ｍｍ 箇所 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347571040
内装工事（壁・天井） 壁・天井 三洋ＵＬ壁工法 Ｆタイプ　スタッドピッチ３０３ｍｍ 施工規模３００ｍ２ 下地ボー
ド別途 材工共 三洋工業

壁・天井（材工）下地ボード別途 スタッドピッチ３０３ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347570010
内装工事（壁・天井） 壁・天井 メッシュパネルシステム天井 アルミＴバー　２５巾　１，０００×１，０００　シル
バー 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンゴ

壁・天井（材工） メッシュパネル　シルバー ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347570020
内装工事（壁・天井） 壁・天井 メッシュパネルシステム天井 アルミＴバー　２５巾　１，０００×１，０００　焼付
塗装 施工規模３００ｍ２ 材工共 サンゴ

壁・天井（材工） メッシュパネル　焼付塗装 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347330008
内装工事（壁・天井） 結露防止 アキレスエアロンＦＲ－ＮＦ 厚２０ｍｍ　現場発泡　ノンフロン　壁・柱型・壁付き
梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 アキレス

結露防止（材工） アキレスエアロンＦＲＮＦ　２０ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347330016
内装工事（壁・天井） 結露防止 アキレスエアロンＦＲ－ＮＦ 厚２５ｍｍ　現場発泡　ノンフロン　壁・柱型・壁付き
梁型 施工規模２００ｍ２ 材工共 アキレス

結露防止（材工） アキレスエアロンＦＲＮＦ　２５ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事
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内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347581010
内装工事（壁・天井） 吸音・断熱 ダンパックコスモファイバー 吹込工法　天井用　厚２００ｍｍ 施工規模１００ｍ
２ 材工共 王子製袋

吸音・断熱（材工） ダンパックコスモファイバー吹込 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347581020
内装工事（壁・天井） 吸音・断熱 ダンパックコスモファイバー 湿式吹込工法　壁・床用　厚１００ｍｍ 施工規模１
００ｍ２ 材工共 王子製袋

吸音・断熱（材工） ダンパックコスモファイバー湿式 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347581030
内装工事（壁・天井） 吸音・断熱 ダンパックコスモファイバー 吹付工法　天井・壁共通　厚４０ｍｍ　グレー 施工
規模５００ｍ２ 材工共 王子製袋

吸音・断熱（材工） ダンパックコスモ　グレー ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

内装工事（壁・天井）【公表価格】 9347581040
内装工事（壁・天井） 吸音・断熱 ダンパックコスモファイバー 吹付工法　天井・壁共通　厚４０ｍｍ　ベージュ 施
工規模５００ｍ２ 材工共 王子製袋

吸音・断熱（材工） ダンパックコスモ　ベージュ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200197
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 オフィスフロア ＩＳ５００Ｎ　５００×５００　Ｈ
４０，Ｈ５０　オールスチール製 ＯＡ用事務室改修用 施工規模１００ｍ２ ビニルタイル及びタイルカーペットは別途
材工共 センクシア

フリーアクセスフロア（材工） オフィスフロア　ＩＳ５００Ｎ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200308
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ネットワークフロア ２９　６００×６００×２９ｍ
ｍ　超高強度軽量コンクリート ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カ
イテック

フリーアクセスフロア（材工） ネットワークフロア　２９ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200310
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ネットワークフロア ４０　６００×６００×４０ｍ
ｍ　超高強度軽量コンクリート ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カ
イテック

フリーアクセスフロア（材工） ネットワークフロア　４０ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200450
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ハイスチール ３０００Ｎ　１６５×１６５×７０ｍ
ｍ　スチール製　独立支柱 ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カイ
テック

フリーアクセスフロア（材工） ハイスチール　３０００Ｎ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200312
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ハイスチール ５０００Ｎ　１６５×１６５×７０ｍ
ｍ　スチール製　独立支柱 ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 共同カイ
テック

フリーアクセスフロア（材工） ハイスチール　５０００Ｎ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200412
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 Ｗｅｂフロア ５００×５００×７０～１１０ｍｍ
スチール製 ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びカーペットは別途 床高調整式溝配線タイプ 材工共
共同カイテック

フリーアクセスフロア（材工） Ｗｅｂフロア　５００×５００ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200279
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＳＤフロア ＳＰ５００Ｆ　５００×５００×２５ｍ
ｍ　スチール（３，０００Ｎ） ＯＡ用事務室 施工規模２００ｍ２ タイルカーペットは別途 材工共 昭電

フリーアクセスフロア（材工） ＳＤフロア　ＳＰ５００Ｆ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200296
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 フリーＡＸＥＺ・４０ ４０Ｈ　５００×５００×４
０ｍｍ　亜鉛めっき鋼板 ＯＡ用事務室改修用 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びタイルカーペットは別途 材工共
フリーＡＸＥＺ

フリーアクセスフロア（材工） フリーＡＸＥＺ・４０　４０Ｈ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200297
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 フリーＡＸＥＺ・７０ ７０Ｈ　５００×５００×７
０ｍｍ　亜鉛めっき鋼板 ＯＡ用事務室改修用 施工規模２００ｍ２ ビニルタイル及びタイルカーペットは別途 材工共
フリーＡＸＥＺ

フリーアクセスフロア（材工） フリーＡＸＥＺ・７０　７０Ｈ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200270
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＩＢフロアＡＰ－ＵＮ Ｈ＝５０　溝構法　樹脂＋鋼
板 ＯＡ用事務室改修用 施工規模２００ｍ２ タイルカーペットは別途 材工共 ナカ工業

フリーアクセスフロア（材工） ＩＢフロアＡＰ－ＵＮ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200273
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＩＢフロアＡＮ３０００－ＤＰ Ｈ＝５０～１００
５００×５００ｍｍ　鋼板製（中空パネル） ＯＡ用事務室改修用 施工規模２００ｍ２ タイルカーペットは別途 材工
共 ナカ工業

フリーアクセスフロア（材工） ＩＢフロアＡＮ３０００－ＤＰ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200416
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＩＢフロアＡＺ３０００－ＤＰ Ｈ＝６０～１００
５００×５００ｍｍ　鋼板＋軽量モルタル ＯＡ用事務室改修用 施工規模２００ｍ２ タイルカーペットは別途 材工共
ナカ工業

フリーアクセスフロア（材工） ＩＢフロアＡＺ３０００－ＤＰ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200424
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ニチアスオメガフロア Ｍ３００Ａ　５００×５００
×３１．５ｍｍ　Ｈ１００　コンクリート板 ＯＡ用事務室 施工規模５００ｍ２ カーペットは別途 材工共 ニチアス

フリーアクセスフロア（材工） ニチアスオメガフロアＭ３００Ａ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200398
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ワイヤリングフロア ＬＳ５０００　５００×５００
×２５ｍｍ　軽量オールスチール ＯＡ用事務室 施工規模５００ｍ２ カーペット及びビニルタイルは別途 材工共 パナ
ソニック

フリーアクセスフロア（材工） ワイヤリングフロアＬＳ５０００ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事
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ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200370
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ワイヤリングフロア ＬＳ３０００　５００×５００
×２５ｍｍ　オールスチール ＯＡ用事務室 施工規模５００ｍ２ カーペット及びビニルタイルは別途 材工共 パナソ
ニック

フリーアクセスフロア（材工） ワイヤリングフロアＬＳ３０００ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200372
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ワイヤリングフロア ＬＳ３０００置敷　５００×５
００×２５ｍｍ　オールスチール　置敷タイプ ＯＡ用事務室 施工規模５００ｍ２ カーペット及びビニルタイルは別途
材工共 パナソニック

フリーアクセスフロア（材工） ワイヤリング　ＬＳ３０００置敷 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200374
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ワイヤリングフロア ＦＰＺ３０００　５００×５０
０×５０ｍｍ　樹脂製　置敷タイプ ＯＡ用事務室 施工規模５００ｍ２ カーペット及びビニルタイルは別途 ＰＥＴ再
生材１００％使用 材工共 パナソニック

フリーアクセスフロア（材工） ワイヤリング　ＦＰＺ３０００ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200376
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ワイヤリングフロア ＦＰＲ３０００　５００×５０
０×５０ｍｍ　樹脂製　置敷タイプ ＯＡ用事務室 施工規模５００ｍ２ カーペット及びビニルタイルは別途 ＰＥＴ再
生材１００％使用 材工共 パナソニック

フリーアクセスフロア（材工） ワイヤリング　ＦＰＲ３０００ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200400
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ワイヤリングフロア ＲＰ３０００　５００×５００
×５０ｍｍ　樹脂製　置敷タイプ ＯＡ用事務室 施工規模５００ｍ２ カーペット及びビニルタイルは別途 ＰＥＴ再生
材１００％使用 材工共 パナソニック

フリーアクセスフロア（材工） ワイヤリングフロアＲＰ３０００ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200300
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＸＳ　４０Ｐ ５００×５００×３４．５ｍｍ　樹脂
製 ＯＡ用事務室 施工規模１５０ｍ２ ＧＡ－１００程度タイルカーペットを含む 材工共 未来工業

フリーアクセスフロア（材工） ＸＳ４０Ｐ　５００×３４．５ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200301
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） ＯＡ用事務室 ＸＳ　５０Ｐ ５００×５００×４４．５ｍｍ　樹脂
製 ＯＡ用事務室 施工規模１５０ｍ２ ＧＡ－１００程度タイルカーペットを含む 材工共 未来工業

フリーアクセスフロア（材工） ＸＳ５０Ｐ　５００×４４．５ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200275
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 ダクトフロアＳＤタイプ ＳＤ４５０Ａ，
５００Ａ，６００Ａ　アルミ合金 電算室，通信機器室 施工規模２００ｍ２ ビニルタイルを含む カーペットは別途 材
工共 昭電

フリーアクセスフロア（材工） ダクト　ＳＤ４５０～６００Ａ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200206
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 ＩＢフロアＣＳ－ＮＲ Ｈ＝２００～３５
０　６００×６００ｍｍ　鋼板＋軽量モルタル 電算室 施工規模２００ｍ２ メラミン化粧板貼付仕上げ 材工共 ナカ工
業

フリーアクセスフロア（材工） ＩＢフロアＣＳ－ＮＲ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200024
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 フリーアクセスフロア Ｄ４５０　４５０
×４５０×３３．５ｍｍ　アルミ合金 電算室，制御室 施工規模１００ｍ２ ビニルタイルを含む ウイスカ対策別途 材
工共 センクシア

フリーアクセスフロア（材工） フリーアクセスフロア　Ｄ４５０ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200026
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 フリーアクセスフロア Ｅ４５０　４５０
×４５０×３３．５ｍｍ　アルミ合金 電算室，制御室 施工規模１００ｍ２ ビニルタイルを含む ウイスカ対策別途 材
工共 センクシア

フリーアクセスフロア（材工） フリーアクセスフロア　Ｅ４５０ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200028
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 フリーアクセスフロア Ａ５００　５００
×５００×３３．５ｍｍ　アルミ合金 電算室，制御室 施工規模１００ｍ２ ビニルタイルを含む ウイスカ対策別途 材
工共 センクシア

フリーアクセスフロア（材工） フリーアクセスフロア　Ａ５００ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロ
ア）【公表価格】

9347200032
ユニット及びその他工事（フリーアクセスフロア） 電算室，制御室，その他 フリーアクセスフロア Ａ６００Ｌ　６０
０×６００×４６ｍｍ　アルミ合金 電算室，制御室 施工規模１００ｍ２ ビニルタイルを含む ウイスカ対策別途 材工
共 センクシア

フリーアクセスフロア（材工） フリーアクセスフロアＡ６００Ｌ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010018
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ナック・ウォール アルミ　ＫＷ－ＧＷ－３Ｌ　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ
２，７００ｍｍ 材工共 小松ウオール工業

間仕切ユニット（材工） ナックウォール　ＫＷ－ＧＷ３Ｌ ｍ２ 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010020
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ナック・ウォール アルミ　ＫＷ－ＧＷ－４Ｌ　Ｗ１，２００ｍｍ
×Ｈ２，７００ｍｍ 材工共 小松ウオール工業

間仕切ユニット（材工） ナックウォール　ＫＷ－ＧＷ４Ｌ ｍ２ 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010022
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ナック・ウォール アルミ　ドアＧＯＤ－３Ｌ　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ
２，７００ｍｍ 材工共 小松ウオール工業

間仕切ユニット（材工） ナックウォール　ドアＧＯＤ３Ｌ 組 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010024
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット マイティ・ウォール 不燃　通常仕様　ＭＷ－ＰＷ４Ｌ　Ｗ１，２
００ｍｍ×Ｈ２，７００ｍｍ 材工共 小松ウオール工業

間仕切ユニット（材工） マイティウォールＭＷ－ＰＷ４Ｌ ｍ２ 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010026
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット マイティ・ウォール 不燃　通常仕様　ドアＰＯＤ－３Ｌ　Ｗ９０
０ｍｍ×Ｈ２，７００ｍｍ 材工共 小松ウオール工業

間仕切ユニット（材工） マイティウォールドアＰＯＤ３Ｌ 組 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事
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ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010028
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スクール・ウォール アルミ　ＳＰ－Ｃ－３　Ｗ１，８００ｍｍ×
Ｈ２，８００ｍｍ　学校用 材工共 小松ウオール工業

間仕切ユニット（材工） スクールウォール　ＳＰ－Ｃ－３ ｍ２ 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010030
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スクール・ウォール アルミ　出入口Ａ－６　Ｗ１，８００ｍｍ×
Ｈ２，８００ｍｍ　学校用 材工共 小松ウオール工業

間仕切ユニット（材工） スクールウォール　出入口Ａ－６ 組 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010003
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スパンドライン アルミ　ＳＬ－ＣＰＰ（パネル）　Ｗ９００ｍｍ
×Ｈ２，７００ｍｍ　内壁用 材工共 コマニー

間仕切ユニット（材工）ｍ２当り スパンドライン　ＳＬ－ＣＰＰ ｍ２ 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010004
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スパンドライン アルミ　ＳＬ－ＣＰＤ（ドア）　Ｗ９００ｍｍ×
Ｈ２，７００ｍｍ　内壁用 材工共 コマニー

間仕切ユニット（材工）セット スパンドライン　ＳＬ－ＣＰＤ セット 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010010
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スパンドウォール 鋼製　不燃　ＳＷ－ＣＰＰ（パネル）　Ｗ９０
０ｍｍ×Ｈ２，７００ｍｍ　内壁用 材工共 コマニー

間仕切ユニット（材工） スパンドウォール　ＳＷ－ＣＰＰ ｍ２ 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010012
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット スパンドウォール 鋼製　不燃　ＳＷ－ＣＰＤ（ドア）　Ｗ９００
ｍｍ×Ｈ２，７００ｍｍ　内壁用 材工共 コマニー

間仕切ユニット（材工） スパンドウォール　ＳＷ－ＣＰＤ セット 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010015
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット クリーンブース ポリ合板　ＣＢ－ポリＡＲ　幅木タイプ　Ｗ１，
２００ｍｍ×Ｄ１，２００ｍｍ×Ｈ１，９００ｍｍ　トイレ用 材工共 コマニー

間仕切ユニット（材工） クリーンブース　ＣＢポリＡＲ ｍ２ 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010017
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット クリーンブース メラミン合板　ＣＢメラミンＡＦ　幅木タイプ
Ｗ１，２００ｍｍ×Ｄ１，２００ｍｍ×Ｈ１，９００ｍｍ　トイレ用 材工共 コマニー

間仕切ユニット（材工） クリーンブースＣＢメラミンＡＦ ｍ２ 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010114
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ＴＧストーントイレブース 天然みかげ石　スクリーン部　（最大
Ｗ１，５００ｍｍ×Ｈ２，２００ｍｍ）　トイレ用 材工共 つげ石材

ＴＧストーントイレブース・材工 天然みかげ石　スクリーン部 ｍ２ 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010116
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット ＴＧストーントイレブース 天然みかげ石　ドア　（基本サイズＷ
６００ｍｍ×Ｈ１，９５０ｍｍ）　トイレ用 材工共 つげ石材

ＴＧストーントイレブース・材工 天然みかげ石　ドア 枚 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010214
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット シャワーブース ＦＲＰサンドイッチパネル　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ
１，８００ｍｍ 材工共 バンボー工業

間仕切ユニット（材工） シャワーブース０．９×１．８ｍ 組 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010216
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット シャワーブース ＦＲＰサンドイッチパネル　Ｗ９００ｍｍ×Ｈ
２，０００ｍｍ 材工共 バンボー工業

間仕切ユニット（材工） シャワーブース　０．９×２ｍ 組 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010218
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット シャワーブース ＦＲＰサンドイッチパネル　Ｗ１，２００ｍｍ×
Ｈ１，８００ｍｍ 材工共 バンボー工業

間仕切ユニット（材工） シャワーブース１．２×１．８ｍ 組 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

ユニット及びその他工事（間仕切）【公表価
格】

9349010220
ユニット及びその他工事（間仕切） 間仕切ユニット シャワーブース ＦＲＰサンドイッチパネル　Ｗ１，２００ｍｍ×
Ｈ２，０００ｍｍ 材工共 バンボー工業

間仕切ユニット（材工） シャワーブース　１．２×２ｍ 組 999 × ○ 9349 仕上ユニット工事

排水工事 9353080120 排水工事 雨水排水 雨水桝 ２４０　２４０ｍｍ×２４０ｍｍ×３７０ｍｍ 施工規模２０箇所 材工共 雨水排水（材工）　雨水桝２４０ ２４０×３７０ｍｍ　規模２０ 箇所 999 × ○ 9353 雑工事

排水工事 9353080125 排水工事 雨水排水 雨水桝 ３００　３００ｍｍ×３００ｍｍ×４２０ｍｍ 施工規模２０箇所 材工共 雨水排水（材工）　雨水桝３００ ３００×４２０ｍｍ　規模２０ 箇所 999 × ○ 9353 雑工事

排水工事 9353080130 排水工事 雨水排水 雨水桝 ３６０　３６０ｍｍ×３６０ｍｍ×４８０ｍｍ 施工規模２０箇所 材工共 雨水排水（材工）　雨水桝３６０ ３６０×４８０ｍｍ　規模２０ 箇所 999 × ○ 9353 雑工事

排水工事 9353080135 排水工事 雨水排水 雨水桝 φ４００×６３０ｍｍ 施工規模２０箇所 材工共 雨水排水（材工）　雨水桝 径４００×６３０ｍｍ　規模２０ 箇所 999 × ○ 9353 雑工事
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排水工事 9353080140 排水工事 雨水排水 雨水桝 φ４００×７３０ｍｍ 施工規模２０箇所 材工共 雨水排水（材工）　雨水桝 径４００×７３０ｍｍ　規模２０ 箇所 999 × ○ 9353 雑工事

排水工事 9353080145 排水工事 雨水排水 雨水桝 φ４００×８３０ｍｍ 施工規模２０箇所 材工共 雨水排水（材工）　雨水桝 径４００×８３０ｍｍ　規模２０ 箇所 999 × ○ 9353 雑工事

排水工事 9353080150 排水工事 雨水排水 排水管 塩化ビニル管 径１００ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共 雨水排水（材工）　排水管 塩化ビニル管　径１００規模５０ ｍ 999 × ○ 9353 雑工事

排水工事 9353080155 排水工事 雨水排水 排水管 塩化ビニル管 径１２５ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共 雨水排水（材工）　排水管 塩化ビニル管　径１２５規模５０ ｍ 999 × ○ 9353 雑工事

排水工事 9353080160 排水工事 雨水排水 排水管 塩化ビニル管 径１５０ｍｍ 施工規模５０ｍ 材工共 雨水排水（材工）　排水管 塩化ビニル管　径１５０規模５０ ｍ 999 × ○ 9353 雑工事

植栽工事 9222010010 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 中低木 樹高０．５ｍ未満　（人力） 施工規模１００本 手間のみ 樹木植栽（工）　中低木 樹高０．５ｍ未満　人力 本 999 × ○ 9222 植栽工事

植栽工事 9222010020 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 中低木 樹高０．５～１．０ｍ未満　（人力） 施工規模５０本 手間のみ 樹木植栽（工）　中低木 樹高０．５～１ｍ未満　人力 本 999 × ○ 9222 植栽工事

植栽工事 9222010030 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 中低木 樹高１．０～２．０ｍ未満　（人力） 施工規模５０本 手間のみ 樹木植栽（工）　中低木 樹高１～２ｍ未満　人力 本 999 × ○ 9222 植栽工事

植栽工事 9222010040 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 中低木 樹高２．０～３．０ｍ未満　（人力） 施工規模５０本 手間のみ 樹木植栽（工）　中低木 樹高２～３ｍ未満　人力 本 999 × ○ 9222 植栽工事

植栽工事 9222012010 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 高木 幹周１５ｃｍ未満　（人力） 施工規模１０本 手間のみ 樹木植栽（工）　高木 幹周１５ｃｍ未満　人力 本 999 × ○ 9222 植栽工事

植栽工事 9222012020 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 高木 幹周１５～２５ｃｍ未満　（人力） 施工規模１０本 手間のみ 樹木植栽（工）　高木 幹周１５～２５ｃｍ未満　人力 本 999 × ○ 9222 植栽工事

植栽工事 9222012030 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 高木 幹周２５～４０ｃｍ未満　（機械） 施工規模１０本 手間のみ 樹木植栽（工）　高木 幹周２５～４０ｃｍ未満　機械 本 999 × ○ 9222 植栽工事

植栽工事 9222012040 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 高木 幹周４０～６０ｃｍ未満　（機械） 施工規模１０本 手間のみ 樹木植栽（工）　高木 幹周４０～６０ｃｍ未満　機械 本 999 × ○ 9222 植栽工事

植栽工事 9222012050 植栽工事 樹木植栽（手間のみ） 高木 幹周６０～９０ｃｍ未満　（機械） 施工規模１０本 手間のみ 樹木植栽（工）　高木 幹周６０～９０ｃｍ未満　機械 本 999 × ○ 9222 植栽工事

植栽工事 9222020010 植栽工事 芝張り 高麗芝 目地あり（芝０．７ｍ２／ｍ２） 施工規模３０ｍ２ 材工共 芝張り（材工） 高麗芝　目地あり ｍ２ 999 × ○ 9222 植栽工事

植栽工事 9222020020 植栽工事 芝張り 高麗芝 べた張り 施工規模３０ｍ２ 材工共 芝張り（材工） 高麗芝　べた張り ｍ２ 999 × ○ 9222 植栽工事

植栽工事 9222050020 植栽工事 支柱取付け 二脚鳥居（添木付き） 幹周３０ｃｍ未満 施工規模１０本 材工共 支柱取付け（材工） 二脚鳥居　幹周３０ｃｍ未満 本 999 × ○ 9222 植栽工事

植栽工事 9222050030 植栽工事 支柱取付け 二脚鳥居（添木なし） 幹周２０～３９ｃｍ 施工規模１０本 材工共 支柱取付け（材工） 二脚鳥居　幹周２０～３９ｃｍ 本 999 × ○ 9222 植栽工事
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植栽工事 9222060010 植栽工事 幹巻 幹巻 幹周２５～４０ｃｍ （幹巻テープ１．５巻程度）樹高４．５ｍ　内外 施工規模１０本 材工共 幹巻（材工） 幹巻　幹周２５～４０ｃｍ 本 999 × ○ 9222 植栽工事

植栽工事 9222060020 植栽工事 幹巻 幹巻 幹周４０～６０ｃｍ （幹巻テープ２．５巻程度）樹高５．０ｍ　内外 施工規模１０本 材工共 幹巻（材工） 幹巻　幹周４０～６０ｃｍ 本 999 × ○ 9222 植栽工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160004
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） Ｇウェイブ ＦＤ－ＬＰ 植栽基盤システム 施工規模２００ｍ２ 耐根層別途 材工
共 田島ルーフィング

屋上緑化（材工） Ｇウェイブ　ＦＤ－ＬＰ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160042
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） ルートガードＤ 自着型耐根用ルーフィング　１ｍ×１６ｍ　厚１．０ｍｍ 施工
規模２００ｍ２ 材工共 田島ルーフィング

屋上緑化（材工） ルートガードＤ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160034
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） フリーガーデン緑化工法 土厚１５ｃｍ　原生３０％張り・種子・宿根草含む 施
工規模１００ｍ２ 諸経費別途 材工共 入交コーポレーション

屋上緑化（材工） フリーガーデン緑化　Ｔ１５ｃｍ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160044
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） カンボー　薄層芝緑化システム Ｋ－ＴＬＣ０６ 通常屋根用　テクノターフ型 施
工規模５０ｍ２ 灌水装置・見切材・防水工事・諸経費別途 材工共 カンボー

屋上緑化（材工） カンボー　Ｋ－ＴＬＣ０６ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160046
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） カンボー　薄層芝緑化システム Ｋ－ＴＬＣ０６－ＺＳ 通常屋根用　高麗芝型 施
工規模５０ｍ２ 灌水装置・見切材・防水工事・諸経費別途 材工共 カンボー

屋上緑化（材工） カンボー　Ｋ－ＴＬＣ０６－ＺＳ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

屋上緑化工事【公表価格】 9331160048
屋上緑化工事 屋上緑化（薄層緑化） カンボー　薄層芝緑化システム Ｋ－ＴＬＦ０９－ＺＳ 折板屋根用　高麗芝型 施
工規模５０ｍ２ 灌水装置・防水工事・諸経費別途 材工共 カンボー

屋上緑化（材工） カンボー　Ｋ－ＴＬＦ０９－ＺＳ ｍ２ 999 × ○ 9331 屋根工事

壁面緑化工事【公表価格】 9377023002
壁面緑化 壁面緑化システム　四季の壁 プランターサイズ：幅８９０ｍｍ×奥行２２０ｍｍ×厚１５０ｍｍ サツキツツ
ジ 施工規模：１０ｍ２以上 用途：壁面緑化 ガルバリウム鋼板 材工共 共同カイテック

壁面緑化システム（材工） 四季の壁 ｍ２ 999 × ○ 9377 緑化工事

壁面緑化工事【公表価格】 9377023010
壁面緑化 のぼるｔｏみどりパネル（登はん型）　つる植物登はん補助材料 Ｗ１，０００ｍｍ×Ｌ２，０００ｍｍ　約
４．６ｋｇ／枚 施工規模：５０ｍ２以上 用途：壁面緑化 構成：立体金網（ＳＵＳ亜鉛メッキ）＋登はんマット（天然
ヤシ繊維）植物・かん水システムを除く 材工共 共同カイテック

のぼるｔｏみどりパネル（材工） つる植物登はん補助材料 ｍ２ 999 × ○ 9377 緑化工事

壁面緑化工事【公表価格】 9377023020
壁面緑化 のぼるｔｏみどりワイヤー（登はん型）　ハシゴ型ワイヤー（ＳＵＳ） Ｗ１５０ｍｍ×Ｌ５０ｍ　φ２．５
ｍｍ 施工規模：５０ｍ２以上 用途：壁面緑化 構成：ワイヤーロック金具、テンション調整材　植物・かん水システム
を除く 材工共 共同カイテック

のぼるｔｏみどりワイヤー　材工 ハシゴ型ワイヤー（ＳＵＳ） ｍ２ 999 × ○ 9377 緑化工事

壁面緑化工事【公表価格】 9377023030
壁面緑化 パラビエンタ　ユニット型壁面緑化システム Ｗ５６０×Ｌ５６０×Ｄ５０ｍｍ／ユニット 施工規模：１０ｍ
２以上 用途：壁面緑化 標準植物はＫＮＯＸ 材工共 共同カイテック

パラビエンタ（材工） ユニット型壁面緑化システム ｍ２ 999 × ○ 9377 緑化工事

壁面緑化工事【公表価格】 9377024002
壁面緑化 カセット式多機能緑化システム　マジカルグリーン カセット寸法：幅４７０ｍｍ×長３９５ｍｍ×厚８７ｍ
ｍ 施工規模：１００ｍ２以上 用途：壁面緑化 ポリプロピレン（耐候材） 材工共 日本地工

カセット式多機能緑化システム マジカルグリーン（材工） ｍ２ 999 × ○ 9377 緑化工事

壁面緑化材【公表価格】 3909011002
壁面緑化材 登ハンマット一体型壁面緑化パネル　ツルパワーパネル ＨＰＪ－１０２０ＳＵＳ 幅１，０００ｍｍ×長
２，０００ｍｍ 登ハンマット＋立体金網タイプ（固定金具は別途） 施工規模：１００ｍ２ 用途：各種壁面 立体金
網：ステンレス、登ハンマット：天然ヤシ繊維 ダイトウテクノグリーン

壁面緑化材　ツルパワーパネル ＨＰＪ－１０２０ＳＵＳ 基 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909011004
壁面緑化材 登ハンマット一体型壁面緑化パネル　ツルパワーパネル ＨＰＪ－１０２０ 幅１，０００ｍｍ×長２，００
０ｍｍ 登ハンマット＋立体金網タイプ（固定金具は別途） 施工規模：１００ｍ２ 用途：各種壁面 立体金網：溶融亜
鉛メッキ鋼材、登ハンマット：天然ヤシ繊維 ダイトウテクノグリーン

壁面緑化材　ツルパワーパネル ＨＰＪ－１０２０ 基 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909011006
壁面緑化材 登ハンマット一体型壁面緑化パネル　ツルパワーパネル ＨＰＪＭＴ－１０２０ＳＵＳ 幅１，０００ｍｍ×
長２，０００ｍｍ 登ハンマット＋立体金網タイプ（固定金具は別途） 施工規模：１００ｍ２ 用途：鉄骨組等の壁状構
造物 立体金網、裏メッシュ：ステンレス、登ハンマット：天然ヤシ繊維　高耐久シート付 ダイトウテクノグリーン

壁面緑化材　ツルパワーパネル ＨＰＪＭＴ－１０２０ＳＵＳ 基 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909012002
壁面緑化材 コケタイル　壁面緑化陶板 ＧＩＦ－Ｔ　ＧＴ－０１Ｍ　二丁平 幅２２５ｍｍ×長７４ｍｍ×厚２７ｍｍ
陶磁器質複合陶板 用途：壁面緑化　外装仕上げ 多孔質セラミック＋陶磁器質 モス山形

壁面緑化材　コケタイル ＧＩＦ－Ｔ　ＧＴ－０１Ｍ二丁平 枚 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909012004
壁面緑化材 コケタイル　壁面緑化陶板 ＧＩＦ－Ｔ　ＧＴ－０２Ｍ　小口 幅１１１．５ｍｍ×長７４ｍｍ×厚２７ｍｍ
陶磁器質複合陶板 用途：壁面緑化　外装仕上げ 多孔質セラミック＋陶磁器質 モス山形

壁面緑化材　コケタイル ＧＩＦ－Ｔ　ＧＴ－０２Ｍ　小口 枚 999 × ○ 3909 建築用緑化材

4047 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

壁面緑化材【公表価格】 3909013002

壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード 壁面タイプ　Ａセット　２段　ＧＲＳ－ＷＡ２８ＭＧ 幅２，０００
ｍｍ×長２，８００ｍｍ×厚７５ｍｍ 用途：壁面緑化 グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、直付柱／アルミ押出形
材、土壌ベース／ガラス繊維強化セメント、土壌セパレーター／ＡＥＳ樹脂、軽量土壌／無機質系鉱物 基本セット 四
国化成工業

壁面緑化材　グリーンシェード ２段　ＧＲＳ－ＷＡ２８ＭＧ セット 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909013004

壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード 壁面タイプ　Ａセット　３段　ＧＲＳ－ＷＡ３９ＭＧ 幅２，０００
ｍｍ×長３，９２５ｍｍ×厚７５ｍｍ 用途：壁面緑化 グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、直付柱／アルミ押出形
材、土壌ベース／ガラス繊維強化セメント、土壌セパレーター／ＡＥＳ樹脂、軽量土壌／無機質系鉱物 基本セット 四
国化成工業

壁面緑化材　グリーンシェード ３段　ＧＲＳ－ＷＡ３９ＭＧ セット 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909013006

壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード 壁面タイプ　Ａセット　２段　ＬＧＲＳ－ＷＡ２８ＭＧ 幅１，８２
５ｍｍ×長２，８００ｍｍ×厚７５ｍｍ 用途：壁面緑化 グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、直付柱／アルミ押出形
材、土壌ベース／ガラス繊維強化セメント、土壌セパレーター／ＡＥＳ樹脂、軽量土壌／無機質系鉱物 連結セット 四
国化成工業

壁面緑化材　グリーンシェード ２段　ＬＧＲＳ－ＷＡ２８ＭＧ セット 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909013008

壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード 壁面タイプ　Ａセット　３段　ＬＧＲＳ－ＷＡ３９ＭＧ 幅１，８２
５ｍｍ×長３，９２５ｍｍ×厚７５ｍｍ 用途：壁面緑化 グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、直付柱／アルミ押出形
材、土壌ベース／ガラス繊維強化セメント、土壌セパレーター／ＡＥＳ樹脂、軽量土壌／無機質系鉱物 連結セット 四
国化成工業

壁面緑化材　グリーンシェード ３段　ＬＧＲＳ－ＷＡ３９ＭＧ セット 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909013010
壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード 壁面タイプ　Ｂセット　２段　ＧＲＳ－ＷＢ２８ＭＧ 幅２，０００
ｍｍ×長２，８００ｍｍ×厚７５ｍｍ 用途：壁面緑化 グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、直付柱／アルミ押出形材
基本セット 四国化成工業

壁面緑化材　グリーンシェード ２段　ＧＲＳ－ＷＢ２８ＭＧ セット 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909013012
壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード 壁面タイプ　Ｂセット　３段　ＧＲＳ－ＷＢ３９ＭＧ 幅２，０００
ｍｍ×長３，９２５ｍｍ×厚７５ｍｍ 用途：壁面緑化 グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、直付柱／アルミ押出形材
基本セット 四国化成工業

壁面緑化材　グリーンシェード ３段　ＧＲＳ－ＷＢ３９ＭＧ セット 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909013014
壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード 壁面タイプ　Ｂセット　２段　ＬＧＲＳ－ＷＢ２８ＭＧ 幅１，８２
５ｍｍ×長２，８００ｍｍ×厚７５ｍｍ 用途：壁面緑化 グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、直付柱／アルミ押出形
材 連結セット 四国化成工業

壁面緑化材　グリーンシェード ２段　ＬＧＲＳ－ＷＢ２８ＭＧ セット 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909013016
壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード 壁面タイプ　Ｂセット　３段　ＬＧＲＳ－ＷＢ３９ＭＧ 幅１，８２
５ｍｍ×長３，９２５ｍｍ×厚７５ｍｍ 用途：壁面緑化 グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、直付柱／アルミ押出形
材 連結セット 四国化成工業

壁面緑化材　グリーンシェード ３段　ＬＧＲＳ－ＷＢ３９ＭＧ セット 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909013018
壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード フェンスタイプ 幅２，０００ｍｍ×高１，２００ｍｍ 用途：フェ
ンス グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、自由支柱／アルミ押出形材 四国化成工業

壁面緑化材　グリーンシェード Ｗ２０００×Ｈ１２００フェンス ｍ 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909013020
壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード フェンスタイプ 幅２，０００ｍｍ×高１，５００ｍｍ 用途：フェ
ンス グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、自由支柱／アルミ押出形材 四国化成工業

壁面緑化材　グリーンシェード Ｗ２０００×Ｈ１５００フェンス ｍ 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909013022
壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード フェンスタイプ 幅２，０００ｍｍ×高１，８００ｍｍ 用途：フェ
ンス グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、自由支柱／アルミ押出形材 四国化成工業

壁面緑化材　グリーンシェード Ｗ２０００×Ｈ１８００フェンス ｍ 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909013024
壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード フェンスタイプ 幅２，０００ｍｍ×高２，０００ｍｍ 用途：フェ
ンス グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、自由支柱／アルミ押出形材 四国化成工業

壁面緑化材　グリーンシェード Ｗ２０００×Ｈ２０００フェンス ｍ 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909013026
壁面緑化材 空中緑化システム　グリーンシェード フェンスタイプ 幅２，０００ｍｍ×高２，４００ｍｍ 用途：フェ
ンス グリーンメッシュ／亜鉛メッキ鉄線、自由支柱／アルミ押出形材 四国化成工業

壁面緑化材　グリーンシェード Ｗ２０００×Ｈ２４００フェンス ｍ 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909014002
壁面緑化材 ＮＫツタネット （リングなし）　Ｐ１００ＢＲ 仕上サイズ：５ｍ×１０ｍ 目合：１００ｍｍ×１００ｍ
ｍ 強力糸ポリエチレン　無結節網ブラウン色 日研化成

壁面緑化ＮＫツタネット Ｐ１００ＢＲ　リングなし ｍ２ 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909014004
壁面緑化材 ＮＫツタネット リベース（リングなし）　Ｐ１００Ｒ 仕上サイズ：５ｍ×１０ｍ 目合：１００ｍｍ×１
００ｍｍ 再生ポリエチレン糸　無結節網ブラック色 日研化成

壁面緑化ＮＫツタネットリベース Ｐ１００Ｒ　リングなし ｍ２ 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909014006
壁面緑化材 ＮＫツタネット （リング付）　Ｐ１００ＢＲ 仕上サイズ：５ｍ×１０ｍ 目合：１００ｍｍ×１００ｍｍ
強力糸ポリエチレン　無結節網ブラウン色 日研化成

壁面緑化ＮＫツタネット Ｐ１００ＢＲ　リング付 ｍ２ 999 × ○ 3909 建築用緑化材

壁面緑化材【公表価格】 3909014008
壁面緑化材 ＮＫツタネット リベース（リング付）　Ｐ１００Ｒ 仕上サイズ：５ｍ×１０ｍ 目合：１００ｍｍ×１０
０ｍｍ 再生ポリエチレン糸（リベース）　無結節網ブラック色 日研化成

壁面緑化ＮＫツタネットリベース Ｐ１００Ｒ　リング付 ｍ２ 999 × ○ 3909 建築用緑化材

解体工事（木造） 9301010073
解体工事（木造） 建物解体 木造建物上屋解体 住宅 手こわし解体 施工規模１００延床ｍ２ 建物上屋解体・かわら・
モルタル・壁土等の廃材積込み（４ｔ車）まで 内部造作撤去含む 基礎解体・廃材処分費は別途 機械・手間のみ

木造建物上屋解体（工） 住宅　手こわし　規模１００ 延床ｍ２ 999 × ○ 9301 解体工事
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解体工事（木造） 9301010074
解体工事（木造） 建物解体 木造建物上屋解体 住宅 手こわし併用機械解体 施工規模１００延床ｍ２ 建物上屋解体・
かわら・モルタル・壁土等の廃材積込み（４ｔ車）まで 内部造作撤去含む 基礎解体・廃材処分費は別途 機械・手間の
み

木造建物上屋解体（工） 住宅　手こわし機械　規模１００ 延床ｍ２ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（木造） 9301010076
解体工事（木造） 建物解体 木造建物上屋解体 共同住宅 手こわし解体 施工規模３００延床ｍ２ 建物上屋解体・かわ
ら・モルタル・壁土等の廃材積込み（４ｔ車）まで 内部造作撤去含む 基礎解体・廃材処分費は別途 機械・手間のみ

木造建物上屋解体（工） 共同住宅　手こわし　規模３００ 延床ｍ２ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（木造） 9301010078
解体工事（木造） 建物解体 木造建物上屋解体 共同住宅 手こわし併用機械解体 施工規模３００延床ｍ２ 建物上屋解
体・かわら・モルタル・壁土等の廃材積込み（４ｔ車）まで 内部造作撤去含む 基礎解体・廃材処分費は別途 機械・手
間のみ

木造建物上屋解体（工） 共同住宅手こわし機械規模３００ 延床ｍ２ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（木造） 9301010080
解体工事（木造） 建物解体 木造建物基礎解体 有筋 手こわし解体 施工規模－ 基礎部分解体・現場ならし・コンク
リートガラ等の積込みまで ガラ処分は別途 機械・手間のみ

木造建物基礎解体（工） 有筋　手こわし解体 ｍ２ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（木造） 9301010082
解体工事（木造） 建物解体 木造建物基礎解体 無筋 手こわし解体 施工規模－ 基礎部分解体・現場ならし・コンク
リートガラ等の積込みまで ガラ処分は別途 機械・手間のみ

木造建物基礎解体（工） 無筋　手こわし解体 ｍ２ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（木造） 9301010084
解体工事（木造） 建物解体 木造建物基礎解体 有筋 手こわし併用機械解体 施工規模－ 基礎部分解体・現場ならし・
コンクリートガラ等の積込みまで ガラ処分は別途 機械・手間のみ

木造建物基礎解体（工） 有筋　手こわし併用機械 ｍ２ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（木造） 9301010086
解体工事（木造） 建物解体 木造建物基礎解体 無筋 手こわし併用機械解体 施工規模－ 基礎部分解体・現場ならし・
コンクリートガラ等の積込みまで ガラ処分は別途 機械・手間のみ

木造建物基礎解体（工） 無筋　手こわし併用機械 ｍ２ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010024
解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ造建物躯体解体 屋上からの解体 圧砕機を主としたもの 施工規模－ 躯体解体・発
生ガラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機械・手
間のみ

ＲＣ造建物躯体解体（工） 圧砕機を主としたもの　屋上 ｍ３ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010088
解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ造建物躯体解体 屋上からの解体 圧砕機・ハンドブレーカ併用 施工規模－ 躯体解
体・発生ガラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機
械・手間のみ

ＲＣ造建物躯体解体（工） 圧砕機ハンドブレーカ併用　屋上 ｍ３ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010090
解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ造建物躯体解体 屋上からの解体 ハンドブレーカを主としたもの 施工規模－ 躯体
解体・発生ガラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む
機械・手間のみ

ＲＣ造建物躯体解体（工） ハンドブレーカを主とし　屋上 ｍ３ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010032
解体工事（非木造） 建物解体 ＳＲＣ造建物躯体解体 屋上からの解体 圧砕機・大型ブレーカ併用 施工規模－ 躯体解
体・発生ガラ積込みまで 基礎解体，内部造作撤去及び廃材処分費別途 屋上への重機揚重費用は別途　鉄筋分別含む 機
械・手間のみ

ＳＲＣ造建物躯体解体（工） 圧砕機・大型ブレーカ併用　屋上 ｍ３ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010092
解体工事（非木造） 建物解体 Ｓ造建物上屋解体 鉄骨カッター主体 重量級　鋼材量７５ｋｇ／ｍ２～１００ｋｇ／ｍ
２ 施工規模－ 建物上屋解体（屋根・外壁共） 発生材（鋼材等）は現場返納 事務所・住宅等の用途における内部造作
撤去費は別途 機械・手間のみ

Ｓ造解体（工）上屋 鉄骨　７５～１００ｋｇ／ｍ２ 延床ｍ２ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010094
解体工事（非木造） 建物解体 Ｓ造建物上屋解体 鉄骨カッター主体 中量級　鋼材量５０ｋｇ／ｍ２～７５ｋｇ／ｍ２
施工規模－ 建物上屋解体（屋根・外壁共） 発生材（鋼材等）は現場返納 事務所・住宅等の用途における内部造作撤去
費は別途 機械・手間のみ

Ｓ造解体（工）上屋 鉄骨　５０～７５ｋｇ／ｍ２ 延床ｍ２ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010096
解体工事（非木造） 建物解体 Ｓ造建物上屋解体 鉄骨カッター主体 軽量級　鋼材量３０ｋｇ／ｍ２～５０ｋｇ／ｍ２
施工規模－ 建物上屋解体（屋根・外壁共） 発生材（鋼材等）は現場返納 事務所・住宅等の用途における内部造作撤去
費は別途 機械・手間のみ

Ｓ造解体（工）上屋 鉄骨　３０～５０ｋｇ／ｍ２ 延床ｍ２ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010040
解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ造建物基礎解体 圧砕機・大型ブレーカ併用 施工規模－ 基礎部分解
体・現場ならし・ガラ積込みまで ガラ処分費は別途 機械・手間のみ

ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ基礎解体（工） 圧砕機・大型ブレーカ併用 ｍ３ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010042
解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ造建物基礎解体 大型ブレーカ・ハンドブレーカ併用 施工規模－ 基礎
部分解体・現場ならし・ガラ積込みまで ガラ処分費は別途 機械・手間のみ

ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ基礎解体（工） 大型・ハンドブレーカ併用 ｍ３ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010044
解体工事（非木造） 建物解体 ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ造建物基礎解体 ハンドブレーカ 施工規模－ 基礎部分解体・現場なら
し・ガラ積込みまで ガラ処分費は別途 機械・手間のみ

ＲＣ・ＳＲＣ・Ｓ基礎解体（工） ハンドブレーカ ｍ３ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010098
解体工事（非木造） 建物解体 内部造作解体 住宅 施工規模－ 木製・金属製間仕切り下地共 発生材積込みまで 機械・
手間のみ

内部造作解体（工） 住宅 延床ｍ２ 999 × ○ 9301 解体工事
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解体工事（非木造） 9301010100
解体工事（非木造） 建物解体 内部造作解体 事務所 施工規模－ 木製・金属製間仕切り下地共 発生材積込みまで 機
械・手間のみ

内部造作解体（工） 事務所 延床ｍ２ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301010102
解体工事（非木造） 建物解体 内部造作解体 工場・倉庫 施工規模－ 木製・金属製間仕切り下地共 発生材積込みまで
機械・手間のみ

内部造作解体（工） 工場・倉庫 延床ｍ２ 999 × ○ 9301 解体工事

解体工事（非木造） 9301020002
解体工事（非木造） 部分解体〔改修工事向け〕 間仕切り 軽量ブロック　厚１００～１２０ｍｍ 施工規模５００ｍ２
間仕切りは見付け面積とする 発生材積込みまで 機械・手間のみ

間仕切解体（工） 軽量ブロック１００～１２０ｍｍ ｍ２ 999 × ○ 9301 解体工事

環境配慮改修工事【公表価格】 9347590010
環境配慮改修工事 外断熱改修工事 アウサレーション 厚５０ｍｍ クォーツプッツ 施工規模５００ｍ２ 材工共 サンク
ビット

外断熱改修工事（材工） アウサレーションクォーツプッツ ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

環境配慮改修工事【公表価格】 9347590020
環境配慮改修工事 外断熱改修工事 アウサレーション 厚５０ｍｍ フリースタイル 施工規模５００ｍ２ 材工共 サンク
ビット

外断熱改修工事（材工） アウサレーションフリースタイル ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

環境配慮改修工事【公表価格】 9347590030
環境配慮改修工事 外断熱改修工事 アウサレーション 厚５０ｍｍ 吹付タイル模様 施工規模５００ｍ２ 材工共 サンク
ビット

外断熱改修工事（材工） アウサレーション吹付タイル模様 ｍ２ 999 × ○ 9347 内装工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010002 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） １５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　１５Ａ ｍ 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010004 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） ２０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　２０Ａ ｍ 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010006 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） ２５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　２５Ａ ｍ 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010008 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） ３２Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　３２Ａ ｍ 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010010 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） ４０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　４０Ａ ｍ 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010012 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） ５０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　５０Ａ ｍ 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010014 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） ６５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　６５Ａ ｍ 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010016 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） ８０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　８０Ａ ｍ 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529010018 給水管更生工事（審査証明工法） ライニング本工事（審査証明工法） １００Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） ライニング本工事　１００Ａ ｍ 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011002 給水管更生工事（審査証明工法） 配管切断復旧工事 １ｍ以内　１５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 配管切断復旧工事　１５Ａ 箇所 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011004 給水管更生工事（審査証明工法） 配管切断復旧工事 １ｍ以内　２５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 配管切断復旧工事　２５Ａ 箇所 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011006 給水管更生工事（審査証明工法） 配管切断復旧工事 １ｍ以内　５０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 配管切断復旧工事　５０Ａ 箇所 999 × ○ 9529 管更生工事
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給水管更生工事（審査証明工法） 9529011008 給水管更生工事（審査証明工法） 配管切断復旧工事 １ｍ以内　１００Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 配管切断復旧工事　１００Ａ 箇所 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011202 給水管更生工事（審査証明工法） 保温ラッキング工事（屋内） １ｍ以内　２５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 保温ラッキング工事屋内　２５Ａ 箇所 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011204 給水管更生工事（審査証明工法） 保温ラッキング工事（屋内） １ｍ以内　５０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 保温ラッキング工事屋内　５０Ａ 箇所 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011402 給水管更生工事（審査証明工法） 保温ラッキング工事（屋外） １ｍ以内　２５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 保温ラッキング工事屋外　２５Ａ 箇所 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011404 給水管更生工事（審査証明工法） 保温ラッキング工事（屋外） １ｍ以内　５０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 保温ラッキング工事屋外　５０Ａ 箇所 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011602 給水管更生工事（審査証明工法） 水栓脱着工事 １３Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 水栓脱着工事　１３Ａ 箇所 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011604 給水管更生工事（審査証明工法） 水栓脱着工事 ２０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 水栓脱着工事　２０Ａ 箇所 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011802 給水管更生工事（審査証明工法） 弁類脱着工事 ２５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 弁類脱着工事　２５Ａ 箇所 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529011804 給水管更生工事（審査証明工法） 弁類脱着工事 ５０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 弁類脱着工事　５０Ａ 箇所 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529012002 給水管更生工事（審査証明工法） 量水器脱着工事 ２５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 量水器脱着工事　２５Ａ 箇所 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529012004 給水管更生工事（審査証明工法） 量水器脱着工事 ５０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 量水器脱着工事　５０Ａ 箇所 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529012202 給水管更生工事（審査証明工法） 仮設給水工事 ＶＰ　１３Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 仮設給水工事　ＶＰ　１３Ａ ｍ 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529012204 給水管更生工事（審査証明工法） 仮設給水工事 ＶＰ　２５Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 仮設給水工事　ＶＰ　２５Ａ ｍ 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529012206 給水管更生工事（審査証明工法） 仮設給水工事 ＶＰ　５０Ａ 材工共 給水管更生工事（材工） 仮設給水工事　ＶＰ　５０Ａ ｍ 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529012402 給水管更生工事（審査証明工法） モルタル壁面はつり復旧 ＲＣ厚１２０ｍｍ以下　１ｍ×１ｍ 材工共 給水管更生工事（材工） モルタル壁面はつり復旧　ＲＣ 箇所 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529012602 給水管更生工事（審査証明工法） 天井解体復旧 ボード仕上げ　１ｍ×１ｍ 材工共 給水管更生工事（材工） 天井解体復旧　ボード仕上げ 箇所 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529012802 給水管更生工事（審査証明工法） 水質検査費 一般飲用適否＋鉄分検査 材工共 給水管更生工事（材工） 水質検査費　飲用適否＋鉄分検査 回 999 × ○ 9529 管更生工事

給水管更生工事（審査証明工法） 9529013002 給水管更生工事（審査証明工法） 機械搬入搬出費 更生機械１セット 材工共 給水管更生工事（材工） 機械搬入搬出費　機械１セット 回 999 × ○ 9529 管更生工事
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配線工事 9401010032 配線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 管内配線 １５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＩＶ電線（材工） 管内配線　１５０ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401010034 配線工事 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 管内配線 ２００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＩＶ電線（材工） 管内配線　２００ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401020004 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 １．６ｍｍ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　１．６ｍｍ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401020006 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ２．０ｍｍ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　２ｍｍ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401020016 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ５．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　５．５ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401020018 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　８ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401020020 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　１４ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401020022 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　２２ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401020024 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　３８ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401020026 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　６０ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401020028 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 １００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　１００ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401020030 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 １５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　１５０ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401020032 配線工事 ６００Ｖ二種ビニル絶縁電線（ＨＩＶ） 管内配線 ２００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ二種ＨＩＶ電線（材工） 管内配線　２００ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040002 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　２ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040004 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　３．５ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040006 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　５．５ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040008 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　８ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040010 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　１４ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事
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配線工事 9401040012 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　２２ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040014 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　３８ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040016 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　６０ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040018 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 １００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　１００ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040020 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 １５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　１５０ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040022 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ２００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　２００ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040024 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　２５０ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040026 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ２心 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　２心　３２５ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040028 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　２ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040030 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　３．５ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040032 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　５．５ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040034 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　８ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040036 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　１４ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040038 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　２２ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040040 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　３８ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040042 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　６０ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040044 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 １００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　１００ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040046 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 １５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　１５０ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事
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配線工事 9401040048 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ２００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　２００ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040050 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　２５０ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040052 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ３心 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　３心　３２５ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040054 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ２．０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　２ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040056 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ３．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　３．５ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040058 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ５．５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　５．５ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040060 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　８ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040062 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 １４ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　１４ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040064 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ２２ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　２２ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040066 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ３８ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　３８ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040068 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ６０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　６０ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040070 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 １００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　１００ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040072 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 １５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　１５０ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040074 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ２００ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　２００ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040076 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ２５０ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　２５０ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配線工事 9401040078 配線工事 ６００Ｖ架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ） 管内配線 ４心 ３２５ｍｍ２ 材工共 ６００Ｖ　ＣＶケーブル（材工） 管内配線　４心　３２５ｍｍ２ ｍ 999 × ○ 9401 配線工事

配管工事（電線管） 9403080002 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ３０ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　３０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403080004 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ４０ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　４０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事
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配管工事（電線管） 9403080006 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ５０ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403080008 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ６５ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　６５ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403080010 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ８０ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　８０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403080012 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 １００ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　１００ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403080014 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 １２５ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　１２５ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403080016 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 １５０ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　１５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403080018 配管工事（電線管） 波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 地中配管 ２００ｍｍ 材工共 波付硬質ＰＥ管・ＦＥＰ（材工） 地中配管　２００ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403090002 配管工事（電線管） 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） 地中配管 ４２ｍｍ 材工共 ＨＩＶＥ電線管（材工） 地中配管　４２ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403090004 配管工事（電線管） 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） 地中配管 ５４ｍｍ 材工共 ＨＩＶＥ電線管（材工） 地中配管　５４ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403090006 配管工事（電線管） 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） 地中配管 ７０ｍｍ 材工共 ＨＩＶＥ電線管（材工） 地中配管　７０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403090008 配管工事（電線管） 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） 地中配管 ８２ｍｍ 材工共 ＨＩＶＥ電線管（材工） 地中配管　８２ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100002 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 １６ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　１６ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100004 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ２２ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　２２ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100006 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ２８ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　２８ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100008 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ３６ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　３６ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100010 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ４２ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　４２ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100012 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ５４ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　５４ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100014 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ７０ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　７０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事
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配管工事（電線管） 9403100016 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ８２ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　８２ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100018 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 ９２ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　９２ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

配管工事（電線管） 9403100020 配管工事（電線管） ＰＥライニング鋼管（厚鋼） 地中配管 １０４ｍｍ 材工共 ＰＥライニング鋼管（厚鋼）材工 地中配管　１０４ｍｍ ｍ 999 × ○ 9403 配管（電気）工事

接地工事【公表価格】 9419010034 接地工事 浅打方式 単極工法（１．５ｍ） 一般土質 スパットアース（銅棒） 手間のみ 日本地工 接地工事（工） 浅打方式　単極工法　１．５ｍ 本 999 × ○ 9419 接地工事

接地工事【公表価格】 9419010036 接地工事 準深打方式 単極工法（５．０ｍ） 一般土質 パラアース（銅棒） 手間のみ 日本地工 接地工事（工） 準深打方式　単極工法　５ｍ 本 999 × ○ 9419 接地工事

接地工事【公表価格】 9419010042
接地工事 深打方式（地下工事） 連結工法（機械打）（１．３ｍ×Ｎ本） 一般土質 ステップアース（亜鉛めっき鋼
棒） 手間のみ 日本地工

接地工事（工） 深打方式（地下工事）　連結工法 本 999 × ○ 9419 接地工事

接地工事【公表価格】 9419010038
接地工事 深打方式（地上工事） 連結工法（機械打）（１．３ｍ×Ｎ本） 一般土質 ステップアース（亜鉛めっき鋼
棒） 手間のみ 日本地工

接地工事（工） 深打方式（地上工事）　連結工法 本 999 × ○ 9419 接地工事

接地工事【公表価格】 9419010040 接地工事 ＶＢ方式 ボーリング工法（車輌搭載型）（深度２０ｍ） 全土質対象 手間のみ 日本地工 接地工事（工） ＶＢ方式　ボーリング工法 ｍ 999 × ○ 9419 接地工事

照明器具工事 9411051060
照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ 点灯方式：－ 埋込天井灯（カバー、枠付き）
材工共

避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＲＦ２０Ｐ－Ｃ 台 999 × ○ 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051092
照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ 点灯方式：－ じか付け天井灯（カバー、枠付
き） 材工共

避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ 台 999 × ○ 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051032
照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ 点灯方式：－ ブラケット（カバー、枠付き） 材
工共

避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ 台 999 × ○ 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411051002
照明器具工事（公共施設用） 避難口誘導灯 ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ 点灯方式：－ ブラケット（カバー付き、枠な
し） 材工共

避難口誘導灯（材工） ＳＨ１－ＦＢＣ２０－Ｃ 台 999 × ○ 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090030
照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ 点灯方式：－ 埋込天井灯（カバー、枠付き） 材
工共

通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＲＦ２２Ｐ－Ｃ 台 999 × ○ 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090054
照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ 点灯方式：－ じか付け天井灯（カバー、枠付き）
材工共

通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＳＦ２２－Ｃ 台 999 × ○ 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090016
照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ 点灯方式：－ ブラケット（カバー、枠付き） 材工
共

通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＢＦ２２－Ｃ 台 999 × ○ 9411 照明器具工事

照明器具工事 9411090002
照明器具工事（公共施設用） 通路誘導灯 ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ 点灯方式：－ ブラケット（カバー付き、枠なし）
材工共

通路誘導灯（材工） ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ 台 999 × ○ 9411 照明器具工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010002 弱電設備工事 電話設備 端子接続 ５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 ５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010004 弱電設備工事 電話設備 端子接続 １０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 １０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 999 × ○ 9417 弱電設備工事
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弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010006 弱電設備工事 電話設備 端子接続 １５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 １５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010008 弱電設備工事 電話設備 端子接続 ２０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 ２０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010010 弱電設備工事 電話設備 端子接続 ２５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 ２５Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010012 弱電設備工事 電話設備 端子接続 ３０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 ３０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010014 弱電設備工事 電話設備 端子接続 ５０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 ５０Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010016 弱電設備工事 電話設備 端子接続 １００Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 手間のみ 電話設備（工）　端子接続 １００Ｐ　０．５～１．２ｍｍ 箇所 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010068 弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 主装置　３０８形 手間のみ 電話設備（工） 電子ボタン　主装置　３０８形 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010070 弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 主装置　６１６形 手間のみ 電話設備（工） 電子ボタン　主装置　６１６形 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010072 弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 主装置　８２４形 手間のみ 電話設備（工） 電子ボタン　主装置　８２４形 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010074 弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 主装置　１２３２形 手間のみ 電話設備（工） 電子ボタン　主装置　１２３２形 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010076 弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 主装置　１６４８形 手間のみ 電話設備（工） 電子ボタン　主装置　１６４８形 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010078
弱電設備工事 電話設備 電子ボタン電話装置 電話機　３０８形，６１６形，８２４形，１２３２形，１６４８形 手間
のみ

電話設備（工） 電子ボタン　電話機　３０８形他 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010018 弱電設備工事 電話設備 電話機 手間のみ 電話設備（工） 電話機 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010036 弱電設備工事 電話設備 加入者保安器 手間のみ 電話設備（工） 加入者保安器 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010038 弱電設備工事 電話設備 ローテンションアウトレット 手間のみ 電話設備（工） ローテンションアウトレット 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010042 弱電設備工事 電話設備 ハトメプレート 手間のみ 電話設備（工） ハトメプレート 枚 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010046 弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） １０Ｐ／１０Ｐ 手間のみ 電話設備（工）　端子盤 電話工事　１０Ｐ／１０Ｐ 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010048 弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） ２０Ｐ／２０Ｐ 手間のみ 電話設備（工）　端子盤 電話工事　２０Ｐ／２０Ｐ 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事
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弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010050 弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） ３０Ｐ／３０Ｐ 手間のみ 電話設備（工）　端子盤 電話工事　３０Ｐ／３０Ｐ 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010052 弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） ６０Ｐ／６０Ｐ 手間のみ 電話設備（工）　端子盤 電話工事　６０Ｐ／６０Ｐ 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010054 弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） １００Ｐ／１００Ｐ 手間のみ 電話設備（工）　端子盤 電話工事　１００Ｐ／１００Ｐ 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010056 弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） １５０Ｐ／１５０Ｐ 手間のみ 電話設備（工）　端子盤 電話工事　１５０Ｐ／１５０Ｐ 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417010058 弱電設備工事 電話設備 端子盤（電話工事） ２００Ｐ／２００Ｐ 手間のみ 電話設備（工）　端子盤 電話工事　２００Ｐ／２００Ｐ 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020002 弱電設備工事 電気時計設備 水晶式親時計 壁掛形　３回線以下 手間のみ 電気時計設備（工）　壁掛形 水晶式親時計　３回線以下 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020004 弱電設備工事 電気時計設備 水晶式親時計 ラック形　６回線以下 手間のみ 電気時計設備（工）　ラック形 水晶式親時計　６回線以下 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020008 弱電設備工事 電気時計設備 アナログ子時計 ５００ｍｍ以下　壁掛形 手間のみ 電気時計設備（工）　壁掛形 アナログ子時計　５００ｍｍ以下 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（電話設備工事・電気時計設備工
事）

9417020010 弱電設備工事 電気時計設備 アナログ子時計 ５００ｍｍ以下　埋込形 手間のみ 電気時計設備（工）　埋込形 アナログ子時計　５００ｍｍ以下 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（拡声設備工事） 9417030004 弱電設備工事 拡声設備 増幅器 ３０Ｗ以下　卓上形 手間のみ 拡声設備（工） 増幅器　３０Ｗ以下　卓上形 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（拡声設備工事） 9417030024 弱電設備工事 拡声設備 増幅器 ６０Ｗ以下　ラック形 手間のみ 拡声設備（工） 増幅器　６０Ｗ以下　ラック形 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（拡声設備工事） 9417030026 弱電設備工事 拡声設備 増幅器 １２０Ｗ以下　ラック形 手間のみ 拡声設備（工） 増幅器　１２０Ｗ以下　ラック形 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（拡声設備工事） 9417030010 弱電設備工事 拡声設備 スピーカ 壁掛形 手間のみ 拡声設備（工） スピーカ　壁掛形 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（拡声設備工事） 9417030014 弱電設備工事 拡声設備 スピーカ 天井埋込形 手間のみ 拡声設備（工） スピーカ　天井埋込形 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（拡声設備工事） 9417030016 弱電設備工事 拡声設備 スピーカ 天井つり下げ形 手間のみ 拡声設備（工） スピーカ　天井つり下げ形 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（拡声設備工事） 9417030018 弱電設備工事 拡声設備 スピーカ ホーン形 手間のみ 拡声設備（工） スピーカ　ホーン形 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（拡声設備工事） 9417030020 弱電設備工事 拡声設備 音量調整器 プレート付 手間のみ 拡声設備（工） 音量調整器　プレート付 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040002 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 親アンテナ取り付け １段 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 親アンテナ取り付け　１段 組 999 × ○ 9417 弱電設備工事
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弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040004 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 親アンテナ取り付け ２段 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 親アンテナ取り付け　２段 組 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040006 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 アンテナマスト取り付け 建物上 手間のみ テレビ共同受信設備（工） アンテナマスト取り付け　建物上 基 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040009 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 アンテナマスト取り付け 壁面 手間のみ テレビ共同受信設備（工） アンテナマスト取り付け　壁面 基 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040010 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分配器 ２分配 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 分配器　２分配 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040012 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分配器 ４分配 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 分配器　４分配 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040014 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分配器 ６分配 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 分配器　６分配 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040016 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分岐器 ２分岐 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 分岐器　２分岐 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040018 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 分岐器 ４分岐 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 分岐器　４分岐 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040022 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 直列ユニット 中間　プレート付 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 直列ユニット　中間　プレート付 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040024 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 混合器 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 混合器 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040028 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 増幅器 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 増幅器 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040030 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱 Ｗ３００×Ｈ３００ 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 機器収容箱　Ｗ３００×Ｈ３００ 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040032 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱 Ｗ４００×Ｈ４００ 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 機器収容箱　Ｗ４００×Ｈ４００ 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040034 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱 Ｗ４５０×Ｈ４５０ 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 機器収容箱　Ｗ４５０×Ｈ４５０ 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040036 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱 Ｗ５００×Ｈ５００ 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 機器収容箱　Ｗ５００×Ｈ５００ 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（テレビ共同受信設備工事） 9417040038 弱電設備工事 テレビ共同受信設備 機器収容箱 Ｗ５００×Ｈ６００ 手間のみ テレビ共同受信設備（工） 機器収容箱　Ｗ５００×Ｈ６００ 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設
備工事）

9417050006 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ５局用 手間のみ インターホン設備（工） インターホン親機　５局用 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設
備工事）

9417050008 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 １０局用 手間のみ インターホン設備（工） インターホン親機　１０局用 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事
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弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設
備工事）

9417050014 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 １２局用 手間のみ インターホン設備（工） インターホン親機　１２局用 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設
備工事）

9417050010 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ２０局用 手間のみ インターホン設備（工） インターホン親機　２０局用 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設
備工事）

9417050016 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン親機 ２４局用 手間のみ インターホン設備（工） インターホン親機　２４局用 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設
備工事）

9417050012 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 インターホン子機 手間のみ インターホン設備（工） インターホン子機 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設
備工事）

9417060002 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 表示盤 ２窓 手間のみ 表示設備（工） 表示盤　２窓 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設
備工事）

9417060004 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 表示盤 ５窓 手間のみ 表示設備（工） 表示盤　５窓 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（インターホン設備工事・表示設
備工事）

9417060006 弱電設備工事 インターホン設備・表示設備 表示盤 １０窓 手間のみ 表示設備（工） 表示盤　１０窓 台 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070002 弱電設備工事 火災報知設備 スポット型感知器 定温式・差動式 手間のみ 火災報知設備　スポット型感知器 定温式・差動式 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070004 弱電設備工事 火災報知設備 煙感知器 手間のみ 火災報知設備（工） 煙感知器 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070008 弱電設備工事 火災報知設備 分布型検出部 １個用 手間のみ 火災報知設備（工） 分布型検出部　１個用 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070010 弱電設備工事 火災報知設備 分布型検出部 ２個用 手間のみ 火災報知設備（工） 分布型検出部　２個用 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070012 弱電設備工事 火災報知設備 分布型検出部 ３個用 手間のみ 火災報知設備（工） 分布型検出部　３個用 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070014 弱電設備工事 火災報知設備 分布型感知器（空気管式） 木造又はテックス張り 手間のみ 火災報知設備（工）分布型感知器 空気管式　木造又はテックス張り ｍ 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070016 弱電設備工事 火災報知設備 分布型感知器（空気管式） コンクリート造又はプラスター吹付 手間のみ 火災報知設備（工）分布型感知器 空気管式　コンクリート造 ｍ 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070018 弱電設備工事 火災報知設備 発信機 Ｐ型１級 手間のみ 火災報知設備（工） 発信機　Ｐ型１級 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070020 弱電設備工事 火災報知設備 発信機 Ｐ型２級 手間のみ 火災報知設備（工） 発信機　Ｐ型２級 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070022 弱電設備工事 火災報知設備 総合盤 単独 手間のみ 火災報知設備（工） 総合盤　単独 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070024 弱電設備工事 火災報知設備 総合盤 消火栓箱に組込 手間のみ 火災報知設備（工） 総合盤　消火栓箱に組込 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事
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弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070026 弱電設備工事 火災報知設備 警報ベル 手間のみ 火災報知設備（工） 警報ベル 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070028 弱電設備工事 火災報知設備 試験器 １個用 手間のみ 火災報知設備（工） 試験器　１個用 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070032 弱電設備工事 火災報知設備 表示灯 手間のみ 火災報知設備（工） 表示灯 個 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070036 弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級６回線 手間のみ 火災報知設備（工） 受信機　Ｐ型１級６回線 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070038 弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級１０回線 手間のみ 火災報知設備（工） 受信機　Ｐ型１級１０回線 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070040 弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級１５回線 手間のみ 火災報知設備（工） 受信機　Ｐ型１級１５回線 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070042 弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級２０回線 手間のみ 火災報知設備（工） 受信機　Ｐ型１級２０回線 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070044 弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級２５回線 手間のみ 火災報知設備（工） 受信機　Ｐ型１級２５回線 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070046 弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型１級３０回線 手間のみ 火災報知設備（工） 受信機　Ｐ型１級３０回線 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

弱電設備工事（火災報知設備工事） 9417070048 弱電設備工事 火災報知設備 受信機 Ｐ型２級５回線 手間のみ 火災報知設備（工） 受信機　Ｐ型２級５回線 面 999 × ○ 9417 弱電設備工事

ハンドホール設置工事 9421010002 ハンドホール設置工事 ハンドホール（機械据付け） 中耐ふた付き ６００ｍｍ×６００ｍｍ×６００ｍｍ 材工共 ハンドホール設置工事機械据付け 中耐ふた付き　６００×６００ 組 999 × ○ 9421 ハンドホールマンホール工事

ハンドホール設置工事 9421010004 ハンドホール設置工事 ハンドホール（機械据付け） 中耐ふた付き ６００ｍｍ×６００ｍｍ×９００ｍｍ 材工共 ハンドホール設置工事機械据付け 中耐ふた付き　６００×９００ 組 999 × ○ 9421 ハンドホールマンホール工事

ハンドホール設置工事 9421010008 ハンドホール設置工事 ハンドホール（機械据付け） 中耐ふた付き ９００ｍｍ×９００ｍｍ×９００ｍｍ 材工共 ハンドホール設置工事機械据付け 中耐ふた付き　９００×９００ 組 999 × ○ 9421 ハンドホールマンホール工事

コンクリートトラフ布設工事（地中布設） 9410010002 コンクリートトラフ布設工事（地中布設） コンクリートトラフ 幅１２０ｍｍ 手間のみ コンクリートトラフ布設（工） 地中布設　Ｗ１２０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9410 ケーブルトラフ工事

コンクリートトラフ布設工事（地中布設） 9410010004 コンクリートトラフ布設工事（地中布設） コンクリートトラフ 幅１５０ｍｍ 手間のみ コンクリートトラフ布設（工） 地中布設　Ｗ１５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9410 ケーブルトラフ工事

コンクリートトラフ布設工事（地中布設） 9410010006 コンクリートトラフ布設工事（地中布設） コンクリートトラフ 幅２００ｍｍ 手間のみ コンクリートトラフ布設（工） 地中布設　Ｗ２００ｍｍ ｍ 999 × ○ 9410 ケーブルトラフ工事

コンクリートトラフ布設工事（地中布設） 9410010008 コンクリートトラフ布設工事（地中布設） コンクリートトラフ 幅２５０ｍｍ 手間のみ コンクリートトラフ布設（工） 地中布設　Ｗ２５０ｍｍ ｍ 999 × ○ 9410 ケーブルトラフ工事

コンクリートトラフ布設工事（地中布設） 9410010010 コンクリートトラフ布設工事（地中布設） コンクリートトラフ 幅３００ｍｍ 手間のみ コンクリートトラフ布設（工） 地中布設　Ｗ３００ｍｍ ｍ 999 × ○ 9410 ケーブルトラフ工事
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コンクリートトラフ布設工事（地中布設） 9410010012 コンクリートトラフ布設工事（地中布設） コンクリートトラフ 幅４００ｍｍ 手間のみ コンクリートトラフ布設（工） 地中布設　Ｗ４００ｍｍ ｍ 999 × ○ 9410 ケーブルトラフ工事

配管工事（機械設備） 9501010004
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般
配管 ねじ接合 ２０Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ねじ接合　２０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010006
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般
配管 ねじ接合 ２５Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ねじ接合　２５Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010008
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般
配管 ねじ接合 ３２Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ねじ接合　３２Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010010
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般
配管 ねじ接合 ４０Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ねじ接合　４０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010012
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般
配管 ねじ接合 ５０Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ねじ接合　５０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010014
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般
配管 ねじ接合 ６５Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ねじ接合　６５Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010016
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般
配管 ねじ接合 ８０Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　ねじ接合　８０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010052
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般
配管 フランジ接合 ８０Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　フランジ接合　８０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010054
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般
配管 フランジ接合 １００Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　フランジ接合１００Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010058
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般
配管 フランジ接合 １５０Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　フランジ接合１５０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010060
配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管・ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体） 屋内一般
配管 フランジ接合 ２００Ａ 手間のみ

配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　フランジ接合２００Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010034 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ５０Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　５０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010038 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ８０Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　８０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010040 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 １００Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　１００Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010044 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 １５０Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　１５０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501010046 配管工事（機械設備） 配管用炭素鋼鋼管・圧力配管用炭素鋼鋼管 屋内一般配管 溶接接合 ２００Ａ 手間のみ 配管用・圧力配管用鋼管（工） 屋内一般　溶接接合　２００Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501150002 配管工事（機械設備） 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般配管 ＭＤ接合 ５０Ａ 手間のみ 排水用塩ビライニング鋼管（工） 屋内一般　ＭＤ接合　５０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

4062 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

配管工事（機械設備） 9501150006 配管工事（機械設備） 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般配管 ＭＤ接合 ８０Ａ 手間のみ 排水用塩ビライニング鋼管（工） 屋内一般　ＭＤ接合　８０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501150008 配管工事（機械設備） 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般配管 ＭＤ接合 １００Ａ 手間のみ 排水用塩ビライニング鋼管（工） 屋内一般　ＭＤ接合　１００Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501150012 配管工事（機械設備） 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般配管 ＭＤ接合 １５０Ａ 手間のみ 排水用塩ビライニング鋼管（工） 屋内一般　ＭＤ接合　１５０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501020006
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 ２５Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　２５Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501020008
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 ３２Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　３２Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501020012
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 ５０Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　５０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501020016
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 ８０Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　８０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501020018
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 １００Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　１００Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501020020
配管工事（機械設備） 水道用内外面ライニング鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉体）・消火用外面被覆鋼管（硬質塩ビ，ポリ粉
体） 地中配管 ねじ接合 １５０Ａ 手間のみ

水道ライニング消火被覆鋼管・工 地中配管　ねじ接合　１５０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030004 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 ２０Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　圧縮・プレス２０Ｓｕ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030006 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 ２５Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　圧縮・プレス２５Ｓｕ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030010 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 ４０Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　圧縮・プレス４０Ｓｕ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030012 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 圧縮・プレス・拡管接合 ５０Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　圧縮・プレス５０Ｓｕ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030032 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 ７５Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　フランジ　７５Ｓｕ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030034 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 １００Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　フランジ　１００Ｓｕ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030038 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 １５０Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　フランジ　１５０Ｓｕ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030040 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 ２００Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　フランジ　２００Ｓｕ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501030042 配管工事（機械設備） 一般配管用ステンレス鋼管 屋内一般配管 フランジ接合 ２５０Ｓｕ 手間のみ 一般配管用ステンレス鋼管（工） 屋内一般　フランジ　２５０Ｓｕ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事
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配管工事（機械設備） 9501050008 配管工事（機械設備） 排水用鉛管 機械室・便所配管 プラスタン接合 ５０Ａ 手間のみ 排水用鉛管（工） 機械・便所　プラスタン　５０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501050012 配管工事（機械設備） 排水用鉛管 機械室・便所配管 プラスタン接合 ７５Ａ 手間のみ 排水用鉛管（工） 機械・便所　プラスタン　７５Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501050014 配管工事（機械設備） 排水用鉛管 機械室・便所配管 プラスタン接合 １００Ａ 手間のみ 排水用鉛管（工） 機械・便所　プラスタン１００Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060002
配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 １５Ａ　１／２Ｂ 手間の
み

建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　１５Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060004
配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ２０Ａ　３／４Ｂ 手間の
み

建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　２０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060006 配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ２５Ａ　１Ｂ 手間のみ 建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　２５Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060010
配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ４０Ａ　１　１／２Ｂ 手
間のみ

建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　４０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060012 配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ５０Ａ　２Ｂ 手間のみ 建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　５０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060016 配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 ８０Ａ　３Ｂ 手間のみ 建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　８０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501060018 配管工事（機械設備） 銅管（Ｍ）・被覆銅管・保温付被覆銅管 屋内一般配管 ろう付け接合 １００Ａ　４Ｂ 手間のみ 建築用銅管（工） 屋内一般　ろう付　１００Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080040
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間
接着接合 ２０Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　２０ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080042
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間
接着接合 ２５Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　２５ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080046
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間
接着接合 ４０Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　４０ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080048
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間
接着接合 ５０Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　５０ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080006
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間
接着接合 ７５Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　７５ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080008
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間
接着接合 １００Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　１００ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080010
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間
接着接合 １２５Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　１２５ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080012
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間
接着接合 １５０Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　１５０ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事
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配管工事（機械設備） 9501080014
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間
接着接合 ２００Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　２００ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501080016
配管工事（機械設備） 塩ビ管（ＶＰ，ＶＵ，ＨＩＶＰ，ＲＦ－ＶＰ，ＲＳ－ＶＵ，ＲＥＰ－ＶＵ） 屋内一般配管 冷間
接着接合 ２５０Ａ 手間のみ

硬質ポリ塩化ビニル管（工） 屋内一般　冷間接着　２５０ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501090002 配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 ４０Ａ 手間のみ 耐火二層管（工） 屋内一般　冷間接着　４０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501090004 配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 ５０Ａ 手間のみ 耐火二層管（工） 屋内一般　冷間接着　５０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501090006 配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 ６５Ａ 手間のみ 耐火二層管（工） 屋内一般　冷間接着　６５Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501090008 配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 ７５Ａ 手間のみ 耐火二層管（工） 屋内一般　冷間接着　７５Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501090010 配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 １００Ａ 手間のみ 耐火二層管（工） 屋内一般　冷間接着　１００Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501090012 配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 １２５Ａ 手間のみ 耐火二層管（工） 屋内一般　冷間接着　１２５Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（機械設備） 9501090014 配管工事（機械設備） 耐火二層管 屋内一般配管 冷間接着接合 １５０Ａ 手間のみ 耐火二層管（工） 屋内一般　冷間接着　１５０Ａ ｍ 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管付属品） 9501120004 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 ２０Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） ねじ込形　２０Ａ 個 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管付属品） 9501120006 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 ２５Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） ねじ込形　２５Ａ 個 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管付属品） 9501120008 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 ３２Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） ねじ込形　３２Ａ 個 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管付属品） 9501120010 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 ４０Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） ねじ込形　４０Ａ 個 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管付属品） 9501120012 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け ねじ込形 ５０Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） ねじ込形　５０Ａ 個 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管付属品） 9501120014 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 ６５Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） フランジ形　６５Ａ 個 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管付属品） 9501120016 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 ８０Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） フランジ形　８０Ａ 個 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管付属品） 9501120018 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 １００Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） フランジ形　１００Ａ 個 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管付属品） 9501120020 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 １２５Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） フランジ形　１２５Ａ 個 999 × ○ 9501 配管（機械）工事
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配管工事（配管付属品） 9501120022 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 １５０Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） フランジ形　１５０Ａ 個 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管付属品） 9501120024 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 ２００Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） フランジ形　２００Ａ 個 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

配管工事（配管付属品） 9501120026 配管工事（機械設備）　配管付属品 一般弁類取付け フランジ形 ２５０Ａ 手間のみ 一般弁類取付け（工） フランジ形　２５０Ａ 個 999 × ○ 9501 配管（機械）工事

保温工事 9503010040
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保
温筒　１．アルミガラスクロス粘着テープ ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　天井・ＰＳ内　２０Ａ ｍ 999 × ○ 9503 保温工事

保温工事 9503010044
保温工事 給水・排水管 《ポリスチレンフォーム保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミガラスクロス化粧保
温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＰＳ保温筒（材工） 給排水管　天井・ＰＳ内　５０Ａ ｍ 999 × ○ 9503 保温工事

保温工事 9503020040
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミ
ガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ ２０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　天井・ＰＳ内　２０Ａ ｍ 999 × ○ 9503 保温工事

保温工事 9503020044
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミ
ガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ ５０Ａ×２０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　天井・ＰＳ内　５０Ａ ｍ 999 × ○ 9503 保温工事

保温工事 9503020046
保温工事 給水・排水・給湯・温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．アルミ
ガラスクロス化粧保温筒　２．アルミガラスクロス粘着テープ １００Ａ×２５ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 給湯管　天井・ＰＳ内　１００Ａ ｍ 999 × ○ 9503 保温工事

保温工事 9503020118
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス ２０Ａ×３０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　天井・ＰＳ内　２０Ａ ｍ 999 × ○ 9503 保温工事

保温工事 9503020122
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス ５０Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　天井・ＰＳ内　５０Ａ ｍ 999 × ○ 9503 保温工事

保温工事 9503020124
保温工事 冷水・冷温水管（膨張管含む） 《ロックウール保温筒》 天井及びパイプシャフト内 １．保温筒　２．鉄線
３．ポリエチレンフィルム　４．アルミガラスクロス １００Ａ×４０ｍｍ 材工共

ＲＷ保温筒（材工） 冷温水管　天井・ＰＳ内１００Ａ ｍ 999 × ○ 9503 保温工事

設備塗装工事 9505010004 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径２０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　２０Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010006 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径２５Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　２５Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010008 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径３２Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　３２Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010010 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径４０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　４０Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010012 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径５０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　５０Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010014 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径６５Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　６５Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010016 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径８０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　８０Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事
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設備塗装工事 9505010018
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径１００Ａ 材工
共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　１００Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010022
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 露出 さび止めペイント２回・アルミニウムペイント２回 管径１５０Ａ 材工
共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　露出　１５０Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010026 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 裸管隠ぺい さび止めペイント２回 管径２０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　裸管隠ぺい　２０Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010027 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 裸管隠ぺい さび止めペイント２回 管径２５Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　裸管隠ぺい　２５Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010028 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 裸管隠ぺい さび止めペイント２回 管径５０Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　裸管隠ぺい　５０Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010030 設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（黒管） 裸管隠ぺい さび止めペイント２回 管径１００Ａ 材工共 配管用炭素鋼鋼管（材工） 黒管　裸管隠ぺい　１００Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030036 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚３０ｍｍ 管径５０Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　５０Ａ×３０ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505030038 設備塗装工事 保温外装（綿布） 露出 目止め材１回　調合ペイント２回 保温厚３０ｍｍ 管径１００Ａ 材工共 保温外装（材工） 綿布　露出　１００Ａ×３０ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010040
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント
２回 管径２５Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　２５Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010042
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント
２回 管径３２Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　３２Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010044
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント
２回 管径４０Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　４０Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010046
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント
２回 管径５０Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　５０Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010048
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント
２回 管径６５Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　６５Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010050
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント
２回 管径８０Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　８０Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010052
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント
２回 管径１００Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　１００Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505010056
設備塗装工事 配管用炭素鋼鋼管（白管・裸） 露出 エッチングプライマー１回・さび止めペイント１回・調合ペイント
２回 管径１５０Ａ 材工共

配管用炭素鋼鋼管（材工） 白管・裸　露出　１５０Ａ ｍ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

設備塗装工事 9505090006 設備塗装工事 ダクト 保温外装（綿布） 露出　目止め材１回・調合ペイント２回 材工共 ダクト（材工） 綿布　保温外装 ｍ２ 999 × ○ 9505 設備塗装工事

空気調和設備工事 9517010016 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製無圧ボイラ ４６．５ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋼板製無圧　４６．５ｋＷ以下 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517010018 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製無圧ボイラ ７３．３ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋼板製無圧　７３．３ｋＷ以下 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517010020 空気調和機器設備工事 ボイラ 鋼板製無圧ボイラ ９３ｋＷ以下 手間のみ ボイラ（工） 鋼板製無圧　９３ｋＷ以下 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517030002 空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量１，０００ｌ 手間のみ 貯油槽（工） 丸形埋設槽　容量１０００Ｌ 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517030008 空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量５，０００ｌ 手間のみ 貯油槽（工） 丸形埋設槽　容量５０００Ｌ 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517030012 空気調和機器設備工事 槽類 貯油槽 丸形埋設槽 容量１０，０００ｌ 手間のみ 貯油槽（工） 丸形埋設槽　容量１００００Ｌ 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517040002 空気調和機器設備工事 槽類 オイルサービスタンク 架台共 容量９０ｌ 手間のみ オイルサービスタンク（工） 容量９０Ｌ　架台共 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517040006 空気調和機器設備工事 槽類 オイルサービスタンク 架台共 容量２００ｌ 手間のみ オイルサービスタンク（工） 容量２００Ｌ　架台共 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517040010 空気調和機器設備工事 槽類 オイルサービスタンク 架台共 容量４５０ｌ 手間のみ オイルサービスタンク（工） 容量４５０Ｌ　架台共 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517050002 空気調和機器設備工事 槽類 管寄せ（ヘッダ） ２００φ×１，２００ｍｍ 手間のみ 管寄せ（ヘッダ）（工） 径２００×１２００ｍｍ 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517050006 空気調和機器設備工事 槽類 管寄せ（ヘッダ） ３００φ×３，０００ｍｍ 手間のみ 管寄せ（ヘッダ）（工） 径３００×３０００ｍｍ 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517060006 空気調和機器設備工事 槽類 開放形膨張タンク 容量３００ｌ 手間のみ 膨張タンク（工） 開放形　容量３００Ｌ 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517060010 空気調和機器設備工事 槽類 開放形膨張タンク 容量７５０ｌ 手間のみ 膨張タンク（工） 開放形　容量７５０Ｌ 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080002 空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力３．７５ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力１３．２ｋＷ 手間のみ 冷凍機（工）チリングユニット 冷却能力１３．２ｋＷ 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080006 空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力１１．０ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力４０ｋＷ 手間のみ 冷凍機（工）チリングユニット 冷却能力４０ｋＷ 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080010 空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力３７．０ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力１５０ｋＷ 手間のみ 冷凍機（工）チリングユニット 冷却能力１５０ｋＷ 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517080014 空気調和機器設備工事 冷凍機 チリングユニット 圧縮機出力７５．０ｋＷ以下 ＪＩＳ冷却能力３００ｋＷ 手間のみ 冷凍機（工）チリングユニット 冷却能力３００ｋＷ 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090012
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接
続形　室内外機 ＪＩＳ冷房能力２５ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工室内外 空気熱源　直吹　２５ｋＷ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090016
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接
続形　室内外機 ＪＩＳ冷房能力５０ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工室内外 空気熱源　直吹　５０ｋＷ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517090020
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 空気熱源ヒートポンプパッケージ（圧縮機屋内形）直吹き・ダクト接
続形　室内外機 ＪＩＳ冷房能力７１ｋＷ以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機工室内外 空気熱源　直吹　７１ｋＷ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090036
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式） 床置形 ＪＩＳ冷房能力２８ｋＷ
以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機（工） 水冷式　床置形　２８ｋＷ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090040
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式） 床置形 ＪＩＳ冷房能力５６ｋＷ
以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機（工） 水冷式　床置形　５６ｋＷ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517090044
空気調和機器設備工事 パッケージ形空気調和機 パッケージ形空気調和機（水冷式） 床置形 ＪＩＳ冷房能力９０ｋＷ
以下 手間のみ

パッケージ形空気調和機（工） 水冷式　床置形　９０ｋＷ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517100002 空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　５ＲＴ以下 冷却能力２０．９ｋＷ以下 手間のみ 冷却塔（工）ＦＲＰ製 冷却能力２０．９ｋＷ以下 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517100006 空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　１０ＲＴ以下 冷却能力４１．８ｋＷ以下 手間のみ 冷却塔（工）ＦＲＰ製 冷却能力４１．８ｋＷ以下 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517100014 空気調和機器設備工事 冷却塔 冷却塔 ＦＲＰ製　３０ＲＴ以下 冷却能力１２５ｋＷ以下 手間のみ 冷却塔（工）ＦＲＰ製 冷却能力１２５ｋＷ以下 基 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517110002 空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット ９，７８０ｍ３／ｈ以下 手間のみ ユニット形空気調和機（工） ９７８０ｍ３／ｈ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517110006 空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット １７，１００ｍ３／ｈ以下 手間のみ ユニット形空気調和機（工） １７１００ｍ３／ｈ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517110010 空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット ３０，７００ｍ３／ｈ以下 手間のみ ユニット形空気調和機（工） ３０７００ｍ３／ｈ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517110014 空気調和機器設備工事 ユニット形空気調和機 エアハンドリングユニット ３９，４００ｍ３／ｈ以下 手間のみ ユニット形空気調和機（工） ３９４００ｍ３／ｈ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517120002 空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 床置形 ＃２００ 手間のみ ファンコイルユニット（工） 床置形　＃２００ 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517120006 空気調和機器設備工事 ファンコイルユニット ファンコイルユニット 床置形 ＃８００ 手間のみ ファンコイルユニット（工） 床置形　＃８００ 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130006 空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 ３，９００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）　回転形 床置形　３９００ｍ３／ｈ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130010 空気調和機器設備工事 全熱交換器 回転形全熱交換器 床置形 ７，５００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）　回転形 床置形　７５００ｍ３／ｈ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130020 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 ４，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）静止形　単体 床置形　４０００ｍ３／ｈ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517130024 空気調和機器設備工事 全熱交換器 静止形全熱交換器（単体） 床置形 １５，０００ｍ３／ｈ以下 手間のみ 全熱交換器（工）静止形　単体 床置形　１５０００ｍ３／ｈ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140002 空気調和機器設備工事 空気清浄装置 電気集じん器（ろ材併用形） １６７ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ 空気清浄装置（工）電気集じん器 １６７ｍ３／ｍｉｎ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事
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空気調和設備工事 9517140006 空気調和機器設備工事 空気清浄装置 電気集じん器（ろ材併用形） ３３３ｍ３／ｍｉｎ以下 手間のみ 空気清浄装置（工）電気集じん器 ３３３ｍ３／ｍｉｎ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140016 空気調和機器設備工事 空気清浄装置 パネル形エアフィルタ ５００×５００×５０ 枠取付け共 手間のみ 空気清浄装置（工） パネル形エアフィルタ　５０ｍｍ 枚 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140022
空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） １５０ｍ３／ｍｉｎ以下
手間のみ

空気清浄装置（工）自動巻取り １５０ｍ３／ｍｉｎ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517140024
空気調和機器設備工事 空気清浄装置 自動巻き取りエアフィルタ（ろ材誘電形エアフィルタ） ２００ｍ３／ｍｉｎ以下
手間のみ

空気清浄装置（工）自動巻取り ２００ｍ３／ｍｉｎ以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517160002 空気調和機器設備工事 放熱器 コンベクタ エレメント １．５ｍ未満 手間のみ 放熱器付属品（工） コンベクタ　１．５ｍ未満 組 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517160006 空気調和機器設備工事 放熱器 ベースボードヒータ エレメント １段２ｍ未満 手間のみ 放熱器付属品（工） ベースボードヒータ１段２ｍ未満 組 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170006 空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．２以下 手間のみ 送風機（工）片吸込多翼形 床置形　ＮＯ．２以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170010 空気調和機器設備工事 送風機 片吸込多翼形送風機 床置形 Ｎｏ．５以下 手間のみ 送風機（工）片吸込多翼形 床置形　ＮＯ．５以下 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170026 空気調和機器設備工事 送風機 小型送風機 ミニシロッコファン 手間のみ 送風機（工） ミニシロッコファン　小型 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

空気調和設備工事 9517170036 空気調和機器設備工事 送風機 換気扇（圧力扇） ２５０φ 手間のみ 送風機（工） 換気扇　圧力扇　径２５０ｍｍ 台 999 × ○ 9517 空気調和機器設備工事

ダクト設備工事 9519010070 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト 保温付き 口径２００ｍｍ（１ｍ以内） 材工共 ダクト取付（材工）フレキシブル 保温付き　口径２００ｍｍ 本 999 × ○ 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519010074 ダクト設備工事 ダクト取付け（材工共） フレキシブルダクト 保温付き 口径３００ｍｍ（１ｍ以内） 材工共 ダクト取付（材工）フレキシブル 保温付き　口径３００ｍｍ 本 999 × ○ 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020036 ダクト設備工事 ダクト付属品（手間のみ） 外気取入，排気ガラリ ０．５ｍ２ 手間のみ ダクト付属品取付け（工） 外気取入　排気ガラリ０．５ｍ２ 個 999 × ○ 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020062 ダクト設備工事 ダクト付属品（手間のみ） 排気フード 一重 投影面積当たり 手間のみ ダクト付属品取付け（工） 排気フード　一重　投影面積当り ｍ２ 999 × ○ 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020064 ダクト設備工事 ダクト付属品（手間のみ） 排気フード 二重 投影面積当たり 手間のみ ダクト付属品取付け（工） 排気フード　二重　投影面積当り ｍ２ 999 × ○ 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519020066 ダクト設備工事 ダクト付属品（手間のみ） グリスフィルタ フード用Ｖ形 ０．３ｍ２未満 手間のみ ダクト付属品取付け（工） グリスフィルタ　０．３ｍ２未満 組 999 × ○ 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519030002 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．２ 材工共 たわみ継手（材工）　両吸込形 吐出口のみ　ＮＯ．２ 組 999 × ○ 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519030004 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．３ 材工共 たわみ継手（材工）　両吸込形 吐出口のみ　ＮＯ．３ 組 999 × ○ 9519 ダクト設備工事
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ダクト設備工事 9519030006 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．４ 材工共 たわみ継手（材工）　両吸込形 吐出口のみ　ＮＯ．４ 組 999 × ○ 9519 ダクト設備工事

ダクト設備工事 9519030008 ダクト設備工事 たわみ継手（キャンバス継手）（材工共） 両吸込形 吐出口のみ Ｎｏ．５ 材工共 たわみ継手（材工）　両吸込形 吐出口のみ　ＮＯ．５ 組 999 × ○ 9519 ダクト設備工事

ポンプ工事 9507010002 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力０．７５ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力０．７５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010004 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力１．５ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力１．５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010006 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力２．２ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力２．２ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010008 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力３．７ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力３．７ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010010 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力５．５ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力５．５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010012 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力７．５ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力７．５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010014 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力１１．０ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力１１ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010016 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力１５．０ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力１５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010018 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力１８．５ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力１８．５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507010020 ポンプ工事 渦巻ポンプ 片吸込形 出力２２．０ｋＷ 手間のみ 渦巻ポンプ（工） 片吸込形　出力２２ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020002 ポンプ工事 多段ポンプ 出力１．５ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力１．５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020004 ポンプ工事 多段ポンプ 出力２．２ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力２．２ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020006 ポンプ工事 多段ポンプ 出力３．７ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力３．７ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020008 ポンプ工事 多段ポンプ 出力５．５ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力５．５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020010 ポンプ工事 多段ポンプ 出力７．５ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力７．５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020012 ポンプ工事 多段ポンプ 出力１１．０ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力１１ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

4071 / 4074



【建設物価・Web建設物価】2022年03月号

帯名称 品目コード 品目名称 データベース名称 データベース規格 単位名称 建設物価頁 建設物価掲載 web掲載 中分類コード 中分類名称

ポンプ工事 9507020014 ポンプ工事 多段ポンプ 出力１５．０ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力１５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020016 ポンプ工事 多段ポンプ 出力１８．５ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力１８．５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507020018 ポンプ工事 多段ポンプ 出力２２．０ｋＷ 手間のみ 多段ポンプ（工） 出力２２ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507030004 ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力０．７５ｋＷ 手間のみ 汚水汚物水中ポンプ（工） 出力０．７５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507030006 ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力１．５ｋＷ 手間のみ 汚水汚物水中ポンプ（工） 出力１．５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507030008 ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力２．２ｋＷ 手間のみ 汚水汚物水中ポンプ（工） 出力２．２ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507030010 ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力３．７ｋＷ 手間のみ 汚水汚物水中ポンプ（工） 出力３．７ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507030012 ポンプ工事 汚水汚物水中ポンプ 出力５．５ｋＷ 手間のみ 汚水汚物水中ポンプ（工） 出力５．５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507110008 ポンプ工事 給水ポンプ（ユニット形） 口径６５ 出力３．７ｋＷ×２ 手間のみ 給水ポンプ（工）　ユニット形 口径６５　出力　３．７ｋＷ×２ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507110010 ポンプ工事 給水ポンプ（ユニット形） 口径６５ 出力５．５ｋＷ×２ 手間のみ 給水ポンプ（工）　ユニット形 口径６５　出力　５．５ｋＷ×２ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507040002 ポンプ工事 真空給水ポンプ 単式 放熱面積７００ｍ２ 手間のみ 真空給水ポンプ（工） 単式　放熱面積７００ｍ２ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507040012 ポンプ工事 真空給水ポンプ 複式 放熱面積２，４００ｍ２ 手間のみ 真空給水ポンプ（工） 複式　放熱面積２４００ｍ２ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507040014 ポンプ工事 真空給水ポンプ 複式 放熱面積３，５００ｍ２ 手間のみ 真空給水ポンプ（工） 複式　放熱面積３５００ｍ２ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507060004 ポンプ工事 油ポンプ 出力０．７５ｋＷ 手間のみ 油ポンプ（工） 出力０．７５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507060006 ポンプ工事 油ポンプ 出力１．５ｋＷ 手間のみ 油ポンプ（工） 出力１．５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507070002 ポンプ工事 ラインポンプ 出力０．４ｋＷ 手間のみ ラインポンプ（工） 出力０．４ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

ポンプ工事 9507070004 ポンプ工事 ラインポンプ 出力０．７５ｋＷ 手間のみ ラインポンプ（工） 出力０．７５ｋＷ 台 999 × ○ 9507 ポンプ工事

衛生器具設備工事 9511010018 衛生器具設備工事 水栓等 一般水栓 径１３Ａ 手間のみ 水栓（工） 一般水栓　径１３Ａ 個 999 × ○ 9511 給排水設備工事
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衛生器具設備工事 9511010008 衛生器具設備工事 水栓等 混合水栓 径１３Ａ，２０Ａ 手間のみ 水栓（工） 混合水栓　径１３Ａ・２０Ａ 個 999 × ○ 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511060004 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 非防水層形　口径５０Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床上　非防水層形　口径５０Ａ 個 999 × ○ 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511060014 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床上掃除口 防水層形　口径５０Ａ 手間のみ 掃除口（工） 床上　防水層形　口径５０Ａ 個 999 × ○ 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511070004 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 非防水層形　口径５０Ａ 手間のみ 排水トラップ（工） 床　非防水層形　口径５０Ａ 個 999 × ○ 9511 給排水設備工事

給排水設備工事 9511070014 給排水設備工事 排水金具・トラップ等 床排水トラップ 防水層形　口径５０Ａ 手間のみ 排水トラップ（工） 床　防水層形　口径５０Ａ 個 999 × ○ 9511 給排水設備工事

消火設備工事 9513010002 消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋内消火栓箱（埋込形） 弁，ホース，ノズル，ホース掛，箱 手間のみ 消火栓（工） 屋内消火栓箱　埋込形 組 999 × ○ 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010004 消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋内消火栓箱（露出形） 弁，ホース，ノズル，ホース掛，箱 手間のみ 消火栓（工） 屋内消火栓箱　露出形 組 999 × ○ 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010006
消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋内消火栓箱（埋込形，放水口付き） 弁，ホース，ノズル，ホース掛，箱，
放水口 手間のみ

消火栓（工） 屋内消火栓箱　埋込形　放水口付 組 999 × ○ 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010008
消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋内消火栓箱（露出形，放水口付き） 弁，ホース，ノズル，ホース掛，箱，
放水口 手間のみ

消火栓（工） 屋内消火栓箱　露出形　放水口付 組 999 × ○ 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010010
消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水用具格納箱（埋込形） 放水口，ホース（２本），ノズル，ホース掛，格
納箱 手間のみ

消火栓（工） 放水用具格納箱　埋込形ホース２ 組 999 × ○ 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010012
消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水用具格納箱（露出形） 放水口，ホース（２本），ノズル，ホース掛，格
納箱 手間のみ

消火栓（工） 放水用具格納箱　露出形ホース２ 組 999 × ○ 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010014
消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水用具格納箱（埋込形） 放水口（２個），ホース（４本），ノズル，ホー
ス掛，格納箱 手間のみ

消火栓（工） 放水用具格納箱　埋込形放水口２ 組 999 × ○ 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010016
消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水用具格納箱（露出形） 放水口（２個），ホース（４本），ノズル，ホー
ス掛，格納箱 手間のみ

消火栓（工） 放水用具格納箱　露出形放水口２ 組 999 × ○ 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010018 消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水口格納箱（埋込形） 放水口，格納箱 手間のみ 消火栓（工） 放水口格納箱　埋込形 組 999 × ○ 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010020 消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 放水口格納箱（露出形） 放水口，格納箱 手間のみ 消火栓（工） 放水口格納箱　露出形 組 999 × ○ 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010022
消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋外消火栓箱（地上式） 消火栓弁，ホース，ノズル，ホース掛，消火栓箱
手間のみ

消火栓（工） 屋外消火栓箱　地上式 組 999 × ○ 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010024
消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 屋外消火栓ホース格納箱（地上式） 格納箱，ホース，ノズル，開閉栓回し
手間のみ

消火栓（工） 屋外消火栓ホース格納箱　地上式 組 999 × ○ 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010026 消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 送水口，採水口 手間のみ 消火栓（工） 送水口・採水口 個 999 × ○ 9513 消火設備工事
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消火設備工事 9513010028 消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 テスト弁 ４０Ａ 手間のみ 消火栓（工） テスト弁　４０Ａ 個 999 × ○ 9513 消火設備工事

消火設備工事 9513010030 消火設備工事 屋内消火栓・屋外消火栓等 テスト弁 ６５Ａ 手間のみ 消火栓（工） テスト弁　６５Ａ 個 999 × ○ 9513 消火設備工事
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